
教科学習における効果的なメディア活用について

尼崎市立下坂部小学校 情報教育担当 島田 佳幸

５つのポイント

①ＰＣや情報機器使用は、効率的・効果的な学習のための手段である。（使うことは目的でなく手段）

ただ「使う」ことでなく、「活用する」ことが重要・・・メディアを複合活用、発展活用する。

ＰＣ、情報機器に限定せず、あらゆる表現方法、媒体を含め情報活用する→情報活用の実践力をつける

②計画的な実践 Ａ：カリキュラムでの実践 Ｂ：投げ込み的な実践 Ｃ：日常的な実践 Ｄ：総合的な実践

③観点、視点を持たせる。

④繰り返しや積み上げによる習熟をはかる。

⑤メディアの特性を知り効果的に活用する。⇒楽しさと有用・有効性を実感できること

工夫する楽しさ、人とふれあい広め高め合う楽しさ、効果的な活用ができる楽しさ

実践例から･･･

実践例 特 長 （５つのポイント 表の○かこみの番号は上記の各ポイントに該当）

実践１ ①作成物をもとに発表、話し合い ③場面や気持ちを考えさせる ③テーマに沿って話し合い

②ーＤ ④３回の発表会・・・各回ごとに積み重ね、進化 ⑤画像と文字、（音声）、アニメーションの複合

実践２ ①インターネット＋新聞 ③観点に沿って調べる ④一次資料と二次資料 ⑤知識の抱え込み、丸

②ーＡ 写しにならないように、情報収集の時点から情報の読み取りと選択をする

実践３ ①ペーパーメディアとビデオ ③記者、町の人、キャスター各々の立場で ③話し合いでの各観点

②ーＡ ④１回目をもとに２回目の実践 ⑤ビデオ再生による比較、検証、ふり返り ⑤撮影による臨場感

実践４ ① 法、図書、実験、インターネット、発表 ③キーワードをもとにテーマ化 ④調査→発表KJ
②ーＢ ⑤インターネットを実験の結果・考察の検証、裏付けや説明にも活用

実践５ ①大型タッチパネルディスプレイでの提示説明 ③各現象ごとに予想、確認 ④繰り返し提示

②ーＣ ⑤アニメーション画像による段階的、連続的な展開

実践６ ①教科書とＰＣの併用 ④⑤試行錯誤、繰り返し、やり直しが可能。⑤空間（立体・展開）の提示

②ーＡ ⑤図形の移動が自由（正方形重ねゲーム） ⑤答え合わせが簡便 ⑤ゲーム的要素

実践７ ①カルタを作成し大会実施 ③リズム感ある言葉を考えさせる ③ルール作り ④模擬練習と相

②ーＡ 互アドバイス ⑤ＰＣ作成による規格性のあるカルタ ⑤カルタ・・・書く、読む、聞くの全てを含む

資料１ ②平成 年度 情報教育カリキュラム 教科学習編14
資料２ ②平成 年度 情報教育カリキュラム ー表現する力の観点共通化ー15

※各図版については掲載承諾済

幼稚園児や低学年でも活用できるもの

＊デジカメ写真にＰＣ上で色ぬり・・・自分の顔写真ならフェイスペインティング。物に目・鼻・口をつけてもよい。

http://www.kodomoweb.net/＊インターネットサイト・・・コドモウェブ

Takunao Kids http://www.biwa.ne.jp/~takunao/soft.htm＊エデュメント（幼児向け）ソフトの活用・・・紹介サイト「 」

＊インターネットの漢字をかなに自動変換、表示してくれるソフト・・・インターネットかな棒くん

効果的な活用のための環境づくり

ア、教師に求められる３つの力 （１）自身の操作、活用スキル （２）学習の計画・構想力 （３）指導実践力

イ、力をつけるための研修の場

（１）日々の実践 （２）授業実践を前提とした職員研修 例：学年別テーマ研修 創造・活用・発信型の研修

ウ、機器、ネットワークの整備 データベースの蓄積

エ、カリキュラムの作成と実践

（１）形式でなく実際に活用できるカリキュラム 教師や児童の実態、学習内容に即して

（２）重点教材、計画的な活用、日常の気軽な活用・・・色々あっていい

（３）構想→具体計画化→実践→反省・検証→改善、発展

＊「各学年、各教科の実践」「情報教育カリキュラム」「環境づくり」の詳細については、下坂部小学校ホームペ

ージの「研究のページ」をご覧ください。 （ ）http://www.ama-net.ed.jp/school/E07/index.htm



実践例① ＰＣによる表現活動

パラパラアニメーション４年:総合学習

ゴミ調べの学習から、ゴミの気持ちをPCで表現してみた。

①身のまわりのゴミや地域のゴミについて調べる。

・調査、記録、考察、まとめ、発表（新聞や口頭発表）

色々な学習や発表のほかにPCでの表現にも取り組んだ。

②PCでの表現活動 （３時間）

（１）場面や気持ちを考える。

・すてられたゴミの気持ち ・すてた人の気持ち

・ゴミを見たときの自分の気持ち

（２）写真での記録をもとにPC上に表現する。

・写真に飾り付けやセリフを入れる

・紙芝居のように3，4コマぐらいの展開にまとめる。

・約2秒ごとに画面が自動的に切り替わるように設定する。

（３）発表会をする。９人ずつ３回に分けて全員発表。

回を重ねるごとに、めあてを追加。

１回目…自分でプレゼン操作する ２回目…自分達で進める

３回目…テーマに即した発表・話し合い

・ゴミの学習全般についての思いや作品化に至る背景

・感想や意見交換

・作品のセールスポイント、工夫など ・自分達で司会進行・・・プレゼン操作 説明 質疑

指導 ・単なる絵の感想でなく、テーマに関連づけて説明するように指導した

・話し合いが単発の感想で終わるのではなく広まりと深まりのある話し合いをするように指導した。

・聞く態度、話す態度など基本姿勢を指導。

成果 指導の３点を通して自分達でプレゼンや話し合いをすすめることに、回を重ねて慣れてきた。

話し合いの内容 題材名「こわいぞー おばけだぞー」

＊「おばけ」の意味するところは・・・ごみが人間に復讐

＊影を効果的に使っている・・・しのび寄る感じ

＊文字が小さく色も黒で見えにくい。目立つ色と大きさに。

＊もっと色々入れたほうがわかりやすい。大きいほうがわかりやすい。

反対意見・・・色々入れないから、すっきりしていてわかりやすい。

キャラクターが小さいことに意味がある。

情報（映像･文字）のもつ意味や量、バランス、効果的な使い方が学べた

題材名「すてるんじゃねえよ」

＊ごみがストローとわかりづらい。ストロー全体が入るように。

＊言葉とゴミの表情が一致しない。スタンプ（鳥・太陽）の意味不明。

＊透明なストローに表情が浮き出ているのはよい。

画像と文字が有機的に結びつかずに、お絵かきになってしまっている。

テーマに即して、各情報を結びつけて表現する必要性を学んだ。

D http://www.d-project.jp/project/portfolio/children_main.html参考：デジタル表現研究会 プロジェクト デジタルポートフォリオ「○○の気持ち」



４年国語実践例②

調べてから整理するのではなく、調べながら観点ごとに整理

①学習の手順を知り、学習計画を立てる。

★手順を知る

★教科書の作文例（昔の遊び）から観点の要素を読み取る。

・テーマ ・調べ方 ・遊び方 ・様子 わかったこと

・意見感想 ・今との比較 など

②調べたいこと（テーマ）を見つけ、観点化する。

③昔の遊びについて、観点に沿って調べながら、一次資料としてまとめる。

④作文や新聞にまとめる。（二次資料）

⑤相互に読み合う。

利点・・・★情報収集の時点で、絞り込み・観点付けを行うことで効率よく学習が進められる。

★一次資料化により新聞作りが観点に沿ってまとめることができる。

↑インターネットで調べながらその場で書き込んでいく ↑一次資料やその他の調べ方も参考に作成した新聞

（一次資料）

・観点に基づいて書く ・スペースに簡潔に書く

http://www.oavc-unet.ocn.ne.jp/users/link/kyouzai/mukashi/活用サイト：昔の道具を調べよう（現在閉鎖中）



実践例③ ビデオ映像の活用による表現活動

４年国語

①教科書の絵図を見ながら、町の人たちの状況や様子、気持ちを考える

②人々の気持ちやせりふを絵図に吹き出しで書き入れる

③吹き出しに書いた言葉をもとに、様子や気持ちを話し合う

④教室内に、現場（町）とスタジオを仮想設定し、ニュース解説する

・役を決める（街の人、現場記者、キャスター）

・状況を考えて、ニュース解説の手順やせりふを考え、練習する

・簡単なセッティングをする （現場、スタジオ、ビデオカメラ、テレビ）

・ニュースを開始する

ニュース

キ ャ ス タ ー

⑤ニュース終了後、みんなで話し合い、アドバイスする

・目線 ・臨場感 ・せりふの内容 ・動作 ・進行、間合い

・せりふの言い回し（大きさ、間、気持ち など）

⑥話し合いをもとにビデオを再生して確認する

メンバーを交代して、④～⑥をくりかえす。

⑦アドバイスをもとに練り直し、もう一度ニュース解説を行う

⑧前回と比較しながら、改善点を中心に話し合いをする

⑨ビデオを再生して、よくなった所など比較確認する

↑②絵図にふき出しで言葉を入れる ↑現場の取材記者と町の人

成果

メディア（ビデオ）の有効活用により、次のような成果があげられる。

①ビデオ再生により、演技者本人も客観的に確認して、修正できた。

②適切なアドバイスかどうかを再生で確認できた。

③１回目と２回目の比較検討が、ビデオ再生で具体的にできた。

④言い回しだけなく、演技力やセリフの内容など色々な見地からの話し合いが できた。（特に２回目）

⑤場面のセッティング、テレビ放映することで、臨場感を持たせられた



インターネットの資料を使い実験結果を検証・解説

「ヒトや動物の体」実践例④ 理科６年
本単元では、まず調べたいことをKJ法で、個人⇒グループのテーマとした。次にテーマに基づき、各種のメ

ディアや実験によって調べ、グループごとに発表を行った。発表は、演示実験や図書、教科書、インターネット

などの資料をもとにして行った。実践例としてあげる２例は、テーマに即した実験を行い、実験結果や考察の確

認および追究にインターネットを活用したものである。そして、発表場面においても、演示実験をしたあと、見る

側に考察・話し合いをさせたのち、インターネットでの検証・解説を行った。このように実際の実験とペーパーメ

ディア、インターネットの組み合わせによる学習展開、児童自身が演示⇒考察提起⇒検証・解説を進めていくと

ころを特長とした。

（１） 学習の流れ

ステップ① キーワードをもとに個人で調べたいテーマを考える。

キーワード： 消化、吸収、呼吸、ヒトの体、動物の体、血液

ステップ② テーマをカードに書いて、ＫＪ法 で分類（グループ分け）する

グループ分け後、個人のテーマを統合して、グループのテーマを決める。

ステップ③ グループのテーマに基づいて、調べる。

インターネットで 図書で 実験で・・・

ステップ④ 調べたことをもとに、グループごとに発表、全体で話し合いをする。

児童の演示実験で パソコンと大型ディスプレイで

ステップ⑤ 全体を通してのまとめをする。

（２） ステップ④での授業実践例

６月３日（月）３・４校時

児童の演示実験による解明と考察、およびインターネットでの検証解説

テーマ「地球上で１日にどれくらいの酸素が人間の呼吸で消費されているのだろうか」Aグループの発表

実験１、呼吸すると酸素が減り、二酸化炭素が増える？

方法 空気と吐いた息をそれぞれビニール袋に取り入れ、石灰水を混ぜて振る。

結果 ＊吐いた息のほうは白濁→二酸化炭素あり ＊空気のほうは、そのまま→二酸化炭素なし

酸素のあるなし→気体検知管で調べた。

考察 呼吸すると酸素が減り、二酸化炭素が増えた

実験２ １回の呼吸量はどれくらいだろうか

方法 水中置換法で１回の呼吸(吐く量）を調べる。

結果 発表グループ４人の呼吸量の平均値 ４００ｍｌ

考察 インターネットで調べた値(体重×１０ｍｌ)とほぼ近似する。

計算１ １回の呼吸でどれくらい酸素が消費されるか

１回の呼吸量×酸素の消費される割合＝１回の呼吸で消費される酸素の量

５００ｍｌ ×０．０３＝１５ｍｌ ＊体重５０ｋｇとする 消費の割合０．０３は教科書を参照



計算２ １分間の酸素消費量は・・・１分間の呼吸回数を測定して計算

１５ｍｌ×２０（１分間の呼吸回数）＝３００ｍｌ

図：心肺のしくみ：名古屋市科学館展示

計算３ 人間１人あたり１日の酸素消費量は・・・

３００ｍｌ×６０（分）×２４（時間）＝４３２０００ｍｌ

計算４ 全地球での１日の消費量は・・・

４３２０００×６０億(人)＝２５９２００００００００００００ｍｌ

＝２５９２００００００００㎥

まとめの話し合い すごい量・・・酸素が減ると大変、環境を大切に

Ｂグループの発表 テーマ「脈拍と呼吸の関係を調べよう」

実験１ 走る前と走った後の呼吸と脈拍の回数の変化を調べよう

図：ヤマケイ セミナー バテない山歩きWNN

http://eco.goo.ne.jp/wnn-o/files/yamakei/dai3/kiso1.html結果 ４人とも走った後は呼吸、脈拍とも回数が増加

考察（１）走ると呼吸の回数が増えるのはなぜ？

黒川 惠話し合い・・・吸う量、吐く量とも増える

↓

酸素を多く必要とする（Ａグループの実験結果を参考）

二酸化炭素も多く吐き出す

考察（２）脈拍の回数が増えるのはなぜ？

話し合い・・・血液の流れが速くなる、心拍数が増える

考察（３）呼吸の増加と脈拍の増加は関係があるのだろうか

話し合い・・・関係がある

どのように関係するかは？？？？

解説 教科書やインターネットの資料を使って実験結果を検証・解説

呼吸と脈拍のメカニズム

・肺⇔心臓⇔全身・・・血管で結びついている。

・肺に送られた酸素は血液に取り込まれ、心臓から全身へ

・エネルギーを消費する際、酸素は栄養とともに細胞内で利用され、二酸化炭素と不要物

を心臓に送り返す。

・心臓から肺に血液は送られ､二酸化炭素を分離。息として体外へ出す。

・運動するとエネルギーがたくさんいる。酸素もたくさん必要なので

呼吸数が増える。たくさんの酸素を運ぶため脈拍も増える。

（３）まとめ

本単元はヒトの体のしくみについて学習するものである。体の内部的なものは観察が困難であ

り、どうしても知識理解に重点をおいた進め方になりがちである。また、インターネット活用におい

ても、調べ発表での知識伝達という形に陥りやすい。本実践においては、児童がテーマを考え

て、それをもとに実験を行い、その結果の解説や考察の資料としてとして、インターネットのペー

ジを活用するものである。絵図や写真などの視覚的にわかりやすいものをコンテンツとして利用

した。教科書とは教え方の方法が異なるが、学習内容は準拠している。また、Aグループの実験

値が正確かどうかを見極めるのにも、インターネットで調べたデータを参考とした。学習の流れは

冒頭に示した通りであるが、さらに本時においてもAグループの実験結果（吐く息には二酸化炭

素が含まれる）をBグループが活用するなど、別の実験でありながらも関連性をもたせている。



ーアニメーション画像による予想と検証ー実践例⑤

：「 」６年 理科 大地のつくり 地層のでき方と地層の変化
１．使用コンテンツ 入試直前の理科：地層のでき方と地層の変化

地層の隆起・沈降、しゅう曲や断層などをアニメーションでわかりやすく解説。○

２．概要 地層のでき方と変化

大地の変化は、時間的にも空間的にもかなり大きなスケールで現象が起こり、これを静止映像や現地見

学だけで実感・理解するのは容易ではない。そこで、ひとつひとつの変化が段階を追って連続的に表示され

る本コンテンツを活用し、授業を展開した。地層は流れる水のはたらきの三作用（浸食・運搬・堆積）によって

形成される。地層に力が加わり、地層の隆起・沈降、しゅう曲や断層など様々な変化をもたらす。隆起・沈降

や浸食、堆積、さらに、地層に左右に力が働き切断され、断層（正断層・逆断層）が生じる。これらの地層の

変化を予想しながら、アニメーション映像で確認・説明する。

３．本時の目標［ ５／８ ］校時

地層の形成と変化の様子を考え、予想する。○

地層の形成と変化の様子について確かめ、理解する。○

４．本時の学習展開

過程 学習内容・学習活動 教師の働きかけ・評価

１．しゅう曲や断層、隆起など大地の変化はなぜ ・なぜ、大地が変化するかを考えさせる。

導入 起きるのか予想する。 （大まかでよい：例…大地に大きな力が加

わるから等）

２．場面ごとに大地の変化の様子を予想し、アニ ・各現象ごとに、力のかかる方向に注目させ

展開 メーション画像で確認する。 予想させる

（浸食・運搬・堆積・隆起・沈降・ 褶曲・断層の各場面）

３．地層はいろいろな作用や力の働きにより日々 ・大変長い年月の間に起きているスケールの

まとめ 変化している。 大きい変化であることをとらえされる。

・長い年月を重ねると大きな変化となる。

本時の評価規準 場面ごとに大地の変化の様子を予想できる。○

○予想したことをもとに話し合い、コンテンツで確かめができる。

児童の反応など

○大地の変化が各現象ごと連続的に表示され、理解しやすかった。

○わかりやすく、おもしろかった。大地が長い間にこんなにも色々変化しているとは知らなかった。

びっくりした。（児童の感想）・・・不動と思われる大地にも、長い目で見るといろいろな力が加わり変化し、今

日に至ること。 などを大きなスケールでとらえることができたようだ。

http://skura.hp.infoseek.co.jp/r01/chi001m.html”くらりん” 入試直前の理科：地層のでき方と地層の変化



空間のイメージ化と繰り返し試行操作実践例⑥ 算数６年

正方形重ねゲーム・色々な立体
１．はじめに

算数での教材提示には、実物や半具体物をつかったものが主として活用されてきた。しかし最近で

は、情報機器の発達により画面上に効果的に提示していくことなども可能となっている。

２．コンピュータを活用した教材提示の特長

①簡便性

立体など空間的な提示をするには印刷物や板書ではむずかしく、実物提示が効果的である。しかし、

実物提示や操作には操作物の作成や確保の問題などで困難な場合も多い。コンピュータでの画像

提示は、その点簡便である。

②仮想空間をリアルに提示

具体性では実物が勝るが、半具体化された仮想空間としての提示、イメージ化には適切である。音

声付きやアニメーションによる連続画像での提示などもある。

③操作性

マウス操作や数字入力のみで、比較的簡単である。繰り返し操作ができ、失敗や試行錯誤をためら

わずに取り組める。答えの確かめもしやすい。

３．留意点

コンピュータを活用した教材提示には利点もあるが、万能ではなく限界もある。他の提示方法と組み合

わせたり、提示の単元や場面を選択・工夫して、効果的にすすめていくことが肝要である。

４．活用の実際

ここでは、６学年の算数について２例取り上げる。

（１）正方形重ねゲーム（教科書上：Ｐ１）

同じ大きさの正方形を右のよう になるように重ねていく

使用ソフト： 「算数ランチ」 （ベネッセ）

図形の重なり、順序を考えて取り組ませる問題である。

やり直しが容易で、工夫しながら何回もチャレンジでき

る。教科書では、モノクロ表示であるが、コンピュータ画面

上はカラー表示が可能で図形を識別しやすい。実際、子

ども達は重なりの順序を色々試しながら、興味深く取り組

むことができた。

（２）いろいろな立体 使用ソフト 「円柱・角柱」（著作：Ｕシステム）

直方体や立方体、円柱・角柱などについて特徴・性質を知ったり、見取図や展開図での見とりをする単元で

ある。本単元ではフリーソフト「円柱・角柱」（著作：Ｕシステム）を活用した。 教材提示は、復習・ふり返りとして

用い、児童個々で取り組ませた。本ソフトの構成は、「よく見よう円柱・角柱」⇒説明 「やってみよう」⇒練習練

習問題から成り立つ。単元の導入部においては、具体物を用い実物提示するほうが理解させやすいが、学習

の振り返り・復習の場面においては、本ソフトの活用は有効であったと考える。

六角柱の面の構成を音声

つきで紹介

アニメーションで連続的に面

を切り開き展開図として表示

練習問題 全２６問 練習問題の結果



１年国語 書く、読む、聞く・・・コミュニケーションを通し高め合う実践例⑦

コンピュータかるた
言語は、生活や人とのコミュニケーションに欠かせない

ものであり、「読む」「話す」「聞く」「作文する」など様々な

方法で展開される。そして、特に低学年の国語指導では、

学級集団の中で、互いに高め合っていくことが大切と考

える。「コンピュータかるた」は、子供自身がかるたの語句

を考え、コンピュータで入力・作成・印刷し、実際にカルタ

大会を実施するものである。そこには、かるたの語句を考

え「作る」、読み手が読み札を「読む」、競技者がそれを

「聞き」、取り札を目で「読んで」取る、かるた大会の進行

や説明において「話す」というように、必要とされる様々な言語能力が、網羅されている。しかも、コンピュータの

活用やカルタ大会などの具体的な活動を通しながら、楽しく学び、習得していくことができる。

＊目標

・ことばのリズム感に気をつけながら、かるたの語句を考えることができる。

・考えた語句を読みやすいように工夫して書きこむ（入力する）ことができる。

・交流かるた大会の計画を話し合うことができる。

・聞き手（競技者）にわかりやすく語句を読むことができる。

・かかるたの語句を正確に聞き取って、取り札を取ることができる。

・コミュニケーションをとりながら、楽しくカルタ大会をすすめることができる。

＊ 活用のメリットPC
かるたをコンピュータで作成するメリットは、作成したカードの見やすさにある。特に言葉については、１年生に

手書きさせると読みとりに困難が伴う場合がある。メリットをより生かすためには、文字の大きさや字体の統一

性だけでなく、単語と単語の間に１文字分の空白を入れたり、語句毎に改行したりして読みやすさの工夫をさ

せることが肝要と考える。また、手書きのイラストを入れることにより手作り感の温かみををだすことにも心がけ

たい。さらに、交流カルタ大会を行うことで親交を深め、コンピュータが実生活に役立つことを体験を通して実感

させていくことが大切と考える。大会の運営にあたっては、ルールや進行の仕方を話し合いを通じて考えさせ

実行していくことも、コミュニケーション能力の育成として、指導上の留意していく必要がある。

ステップ 情 報 活 用 課 程 身につけたい力やスキル

企画構想 ☆学習の目標やテーマを決めよう 目標を決め取り組む力

・ 自分のカルタを作ろう ・作ったカルタでカルタ大会をしよう

計画立案 ☆学習計画、作業計画を立てよう 全体を見通す力 計画する力

（１）収集・探求－カルタにすることばを考える 予測、イメージする力

（２）製作・創造－コンピュータを活用してつくる 印刷する 台紙に貼る

（３）発表・交流－学級カルタ大会や１ ２年交流カルタ大会をする,
（４）評価・発展－カルタ作りやカルタ大会のふりかえりをする

収集・探求 ☆カルタにすることばを考えよう(方法を知る）（方法を選択する）

(方法を適切に使う） ことばに対するリズム感

・語彙数 リズム 内容 などに気をつけてことばを集める、考える ことばを考え選択する力

・考えたら自分で詠んで、必要に応じて修正を加える （内容を構成、文章表現する力）

ふりかえり、自己修正する力

製作・創造 ☆考えたことばもとにカルタを作ろう

（１）自分で考えたことばをコンピュータで入力する 校正、レイアウトする力

・読みやすいように 工夫して入力する 文字入力の操作スキル

行頭をそろえる 言葉の区切りで改行する

（２）印刷して 台紙に貼る

付加してよりよいものに

（３）手書きのイラストを加える していく工夫

発表・交流 ☆作ったカルタをもとに発表・伝達・交流しよう

学級内カルタ大会や１・２年交流カルタ大会をしよう 順序だてて考える力

・役割分担や手順を考えよう 相手をイメージして考え工夫する力

・わかりやす楽しくすすめるための工夫を考えよう 自己修正、再構成する力

進め方 ルール 詠み方 相互検証し高めあう力

・模擬練習と相互アドバイスをしよう 表現・伝達する力 聞き取る力

・交流カルタ大会をしよう コミュニケーション力

評価・発展 ☆反省や話し合いをしよう 相互評価し高めあう力

全課程を通して／各課程ごとに／自己評価／相互評価 感想など 自己評価・自己成長する力



その他の実践例

２年ことばのかいだん（国語） ３年 町かどしょうかい（社会）

３年 ひっかき絵：かくれた色が出てきたよ（図工）

２年 スイミーの電子紙しばい（国語）

３年 マイカレンダー

わたしのホームページ（全学年）

４年 身のまわりのことをグラフに表そう（算数）



１～３学年編

４～６学年編
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教科学習カリキュラム② １～３学年編
１学年 １学期 情報活用課程 がっこうたんけん(生活） ２学年１学期情報活用課程ことばのかいだん(国語）８ｈ ３学年１学期情報活用課程棒ｸﾞﾗﾌであらわそう(算数）
学習課程 内 容 学習課程 内 容 学習課程 内 容
企画構想 学校探検をしよう 企画構想 ことばのかいだんを考えよう 企画構想 いろいろなできごとを棒グラフであら

わそう
計画立案 学校の中を探検する計画を立てよう 計画立案 作る計画を立てよう 計画立案 発表までの計画を立てよう

収集／探求 コンピュータ室を探検しよう 収集／探求 ことばを集めて、かいだんを工夫しよ 収集／探求 グラフにあらわすことがらを調べよう
う

製作／創造 コンピュータに触ろう 製作／創造 ｺﾝﾋﾟｭｰﾀでことばのかいだんを作ろう 製作／創造 自分達が調べたことをグラフにあらわ
イラストを入れて印刷しよう そう

発表／交流 探検結果をまとめよう 発表／交流 みんなに発表しよう 発表／交流
発表しよう

評価／発展 探検をふりかえろう 評価／発展 友達の作品の感想を話し合おう 評価／発展 発表について話し合おう
２学期 コンピュータでかいた絵を紹介しよう(国語) ２学期 カードを作ろう(図工） ５ｈ ２学期 かくれた色がでてきたよ (図工)

学習課程 内 容 学習課程 内 容 学習課程 内 容
企画構想 コンピュータでお絵かきしよう 企画構想 クリスマスカードや年賀状を考えよう 企画構想 かくれた色がでてきたよ

計画立案 お絵かきの計画を立てよう 計画立案 作る計画を立てよう 計画立案 作業の手順を考え学習計画を立てる

収集／探求 どんな絵をかくか考えよう 収集／探求 デザインを考えよう 収集／探求 画面を工夫しながら試作する

製作／創造 コンピュータで絵をかいてみよう 製作／創造 コンピュータで作って印刷しよう 製作／創造 試作をもとに工夫を加えて作る

発表／交流 かいた絵をみんなに見せて発表会をし 発表／交流 みんなに紹介しよう 発表／交流 作品発表をする
よう

評価／発展 感想を発表しよう 評価／発展 友達の作品の感想を話し合おう 評価／発展 発表について話し合う
３学期 コンピュータかるた (国語) ３学期 スイミーのかみしばいを作ろう(国語）６ｈ ３学期 おもちゃランドのＣＭ（理科）

学習課程 内 容 学習課程 内 容 学習課程 内 容
企画構想 自分のカルタを作ろう 企画構想 「スイミー」を読んで場面のイメージ 企画構想 おもちゃランドのＣＭを作ろう

を考えよう
計画立案 作る計画を立てよう 計画立案 イメージをもとに紙芝居を作る計画を 計画立案 おもちゃランドと づくりの計画CM

立てよう を立てよう
収集／探求 どんなカルタにするか考えよう 収集／探求 それぞれの場面の構成を考えよう 収集／探求 いろいろなおもちゃを考えよう

製作／創造 言葉を考え、コンピュータで作ってみ 製作／創造 コンピュータで紙芝居を作ろう 製作／創造 設計図や試作品をデジカメで撮ろう
よう台紙に貼ろう

発表／交流 カルタ大会をしよう 発表／交流 発表会をしよう 発表／交流 おもちゃランド 発表会をしようCM
カルタつくりとカルタ大会をふりかえ

評価／発展 ろう 評価／発展 作品について話し合おう 評価／発展 発表や意見を ﾗﾝﾄﾞに生かそうおもちゃ

教科学習カリキュラム③ ４～６学年編
４学年 １学期 情報活用課程 水から出発(総合） ５学年１学期情報活用課程お米について調べよう(社会） ６学年１学期情報活用課程 いろいろな立方体(算数)
学習課程 内 容 学習課程 内 容 学習課程 内 容
企画構想 社会見学をもとに、環境について調べ 企画構想 「稲作に励む人々」に関連し、それぞれ 企画構想 色々な立体の展開図を作ってみよう

よう で構想 を立てよう
計画立案 学習計画を立てよう 計画立案 学習課程に沿って計画を立てよう 計画立案 予想・思考する－試す－まとめる

収集／探求 テーマを決め、情報を集めよう、調べ 収集／探求 自分達のテーマに沿って調べよう 収集／探求 どのような展開図を作れば立体がで
よう きるかコンピュータで試そう

製作／創造 製作／創造 発表方法を考え、方法に基づいて提示 製作／創造 試したものをもとにして展開図を作
調べたことをもとにして、まとめよう 資料を作成しよう ろう

発表／交流 発表／交流 発表、話し合いをしよう 発表／交流 展開図のパターンを発表し、全部で
発表と話し合いをしよう どれくらいあるか確かめよう

評価／発展 これからの環境づくりを考えていこう 評価／発展 ふりかえりをしよう 評価／発展 全体を通してふりかえろう
２学期 ローマ字(国語) ２学期 グラフをかこう(算数) ２学期 私のカレンダー(図工)

学習課程 内 容 学習課程 内 容 学習課程 内 容
企画構想 ローマ字入力ですてきなカードを作ろ 企画構想 割合をあらわすグラフをかこう 企画構想 デザインを工夫して、自分だけのカ

う レンダーを作ろう
計画立案 作る計画を立てよう 計画立案 学習課程に沿って計画を立てよう 計画立案 試作－デザイン－印刷－発表

収集／探求 季節に合ったデザインのカードを考え 収集／探求 グラフにあらわすための資料を集めよ 収集／探求 レイアウトやデザインを考えよう
よう う

製作／創造 考えに基づいてカードを作ろう 製作／創造 ことがらを表すのに適したグラフを選 製作／創造 考えに基づいて、カレンダーを作ろ
択しコンピュータで作成しよう う

発表／交流 作品紹介したり、カードを送ったりし 発表／交流 発表、話し合いをしよう 発表／交流
よう カレンダーの紹介をしよう

評価／発展 感想を述べ合おう 評価／発展 ふりかえりをしよう 評価／発展 工夫したことやよい点を認め合おう
３学期 １／２成人式(総合) ３学期 ６年生に贈るメッセージカード (図工) ３学期 お世話になった人へ (家庭)

学習課程 内 容 学習課程 内 容 学習課程 内 容
企画構想 １／２成人式で思い出のアルバムを作 企画構想 ６年生に贈るメッセージカードを作ろ 企画構想 お世話になった人々へ感謝の気持ち

ろう う をこめて メッセージカードを贈ろう
計画立案 アルバム作りの計画を立てよう 計画立案 学習課程に沿って計画を立てよう 計画立案 試作－デザイン－印刷

収集／探求 アルバムに入れる資料を集めよう 収集／探求 機能を試して、試作しよう 収集／探求 様々な機能を試そう
製作／創造 コンピュータを利用してアルバムを作

ろう 製作／創造 デザインを工夫してカードを作ろう 製作／創造 メッセージを入れてカードを作ろう
発表／交流 １／２成人式で思い出のアルバムを披

露しよう 発表／交流 ６年生を送る会でプレゼントしよう 発表／交流 作ったカードをプレゼントしよう
評価／発展 これまでの取り組みについてふりかえ

ろう 評価／発展 ふりかえりをしよう 評価／発展 全体を通してふりかえろう



「 表 現 す る 力 」 観 点 と ね ら い４ 学 年 各 教 科

単 元 名 表 現 方法 /表 現力 具 体 的な ね ら いや 内 容教
の 観 点科

国 書くことをえ 作文 ・情報収集の仕方が多様
語 らぶ 表現内容の適切性 ・集めた情報を自分のものとして理解し、整理できている。

・読み手にわかりやすいように構成されている。
・自分の考えや感想がかけている。
・題名や書き出しをはじめ、表現の工夫がある。

作ってみよ 新聞 ・活動の見通しを持つ。
う、学級新聞 表現内容の適切性 ・集めた情報メモから必要な事項を整理したり、全体構成

表現方法の選択性 を考えたりして、見やすい紙面の工夫ができる。
・読み手にわかりやすく伝わる工夫ができる。
挿絵、棒グラフ、図、表、四コマ漫画

・できあがった新聞を読み合い、評価しあう。
ポスターセッ インタビュー、ポス ・書くことを選択、構成する。
ションで話し ター セッション ・言葉づかいを工夫する。
合う 表現する力 ・その場の状況や目的に応じた適切な音量や速さで話す。

表現内容の適切性
社 くらしと水 インタビュー、新聞 ・目的に合った質問ができる。
会 表現内容の適切性 ・見学したことや、質問してわかったことをもとに、新聞

表現する力 にまとめることができる。
火災を防ぐ 地図 ・見たり、聞いたりした情報から正確に地図をつくること

表現内容の適切性 ができる。
交通事故を防 新聞 ・集 め た 情 報メ モ か ら必 要 な事 項 を 整理 し た り、 全体
ぐ 表現内容の適切性 構成を考えたりして、見やすい紙面の工夫ができる。

・何についての新聞か・一番伝えたいことが何か
わかるようにまとめられている。

・情報だけでなく自分の考えも書けている。
県内の特色あ インタビュー、手紙 ・手紙の形式を踏まえて、相手を尊重しながら
るまちをたず 表現内容の適切性 伝えたいことを書く。
ねて 表現する力 ・手紙を書いた理由を相手に伝えることができる

・質問したいことを、文章でわかりやすく書ける。
・実際に送る際の方法を知る。

資料の整理 表、ポスター ・１つの観点を決めて表にまとめると、その特徴がわかる。算
表現内容の適切性 ・２つの観点で資料を整理すると、その事象の特徴をより数
表現する力 詳しくとらえる

・目的に応じたポスターのつくり方を考え、適切にに表せる。
・資料を適切に整理し、落ちや重なりなく表にまとめることができ
る。

、 。折れ線グラフ グラフ ・変化の様子を表す方法を考え 折れ線グラフに表すことができる
表現内容の適切性

春の自然 観察カード ・カードに必要な情報がかけている。理
夏･秋･冬の自然 表現方法の選択性 ・身の回りの動物や植物の成長記録をとる。科
星を見よう 表現内容の適切性 ・デジタルカメラ、ビデオカメラを用いて観察できる

・コンピュータで記録をまとめることもできる。

４学年 総合的な学習 「表現する力」観点とねらい

題材名 学習課程 表現方法/表現力の観点 具体的なねらいや内容
めざせ まとめる ・収集した情報を選択して、読み
ノーベル 新聞 手にわかりやすく伝える。
賞 ＊表現内容の適切性 ・情報を発信する側 ＝書き手 が、( )

情報を受信する側 ＝読み手 を( )
意識して、相手や目的に応じて、
自分たちが調べたことなどが正
確に伝わるように工夫して書い
たり、絵や図を用いて効果的に

いかす 新聞発表 表現できる。
＊表現する力 ・自分の言葉で発表することによ

って、自分の中で調べてことの
価値が位置づく。

近松の森 まとめる 各種のプレゼン作成 ・実際に自分の木について調べて
探検隊 ＊表現方法の選択性 いく。その都度、記録カードに

＊表現内容の適切性 まとめる。
・必要な場合、デジタルカメラや
ビデオカメラ等の情報機器を活
用する。

・読み手にわかりやすく伝わる工
いかす 各種プレゼン発表 夫ができる。

＊表現方法の選択性 挿絵、棒グラフ、図、表、四コマ
＊表現内容の適切性 漫画 等
＊表現する力 ・各種情報機器を効果的に使う

資料を活かして説明できる。・
書き言葉と話し言葉の区別をつ・
け、相手に語りかけるように
話す。
要点をおさえて説明する。・
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