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電子黒板を利用した電子黒板を利用した電子黒板を利用した電子黒板を利用した授業授業授業授業のののの生徒の生徒の生徒の生徒の参加態度について参加態度について参加態度について参加態度について    

広島県立黒瀬特別支援学校 教諭 伊藤 泰志 

【概要】 

・電子黒板の利用を通して，活動への参加態度や積極性の向上を目指す。 

・タッチペンを使って主体的に活動できる場面を増やす。 

【キーワード】電子黒板 タッチペン 積極性 生徒へのアンケート 

 

１ はじめに 

 本校には，電子黒板が６０型のタイプが１台，

６５型のタイプが１台と計２台ある。ほとんど

の教室にはモニターやプロジェクターがないた

め，どちらも使用頻度は高いがモニターとして

利用されることが多く，電子黒板としての機能

を果たしていることは少ない。 

本研究では中学部３年 A 組の生徒に対し，総

合的な学習の時間における実践研究を進めるこ

ととする。 

 

２ 研究の目的 

この研究は，電子黒板を活用することにより，

生徒の学習意欲や主体性の向上を目指している。 

座学での学習では集中力が続かず，教室から

何度も出ている生徒にとって，大きいモニター

で画面を見ることや自らタッチペンで操作する

機会を設けることで教室での集中力や積極性に

つながると考える。 

 

３ 研究の方法 

研究の方法として，総合的な学習の時間で電

子黒板を使った授業を実践して，生徒が授業に

集中していたか積極的に参加していたか検証す

る。  

（１）パワーポイントスライドショーについて 

・校外学習の日程についての説明をスライド

ショーで行う。 

 ・生徒の興味あるキャラクターをパワーポイ

ントの画面の右端に載せて画面に注目しやすく

する。 

 ・新幹線が動くアニメーションをつけて画面

に注目しやすくする。 

 

 

（２）パワーポイントの振り返りクイズ 

・授業の内容の定着を図るために，パワーポ

イントでクイズを作成して，生徒がタッチペン

を使って答える場面を設定する。 

指導者が説明する場面と生徒が画面を触る場

面を区別するために振り返りクイズのときはタ

ッチペンを操作できることとする。 

 

（３）アンケートの内容 

 ・電子黒板が良いか悪いか 

 ・電子黒板の良い点，悪い点 

 ・電子黒板でしてほしい授業 

 ・今後タッチペンを使ってどのようなことを

してみたいか  等 

   

 

４ 結果と考察 

 

 数値化できる評価はないが,電子黒板を使う

ことによって生徒が授業に集中しやすくなった。 

 電子黒板を使った授業では生徒が自分で触り

たいという思いが強く前に出て触ってしまうこ

とがあったが，パワーポイントのクイズを作成

してクイズをするときは，タッチペンで触ると

いうことにすると，見通しが持ち教師の話をよ

く聞くようになった。 

 

アンケート結果 

中学部３年 生徒５名 

３名 回答  ２名無回答 

 

電子黒板の授業は 良い ３名 悪い ０名 

 

電子黒板の授業のどこが良いですか？ 

「タッチできる。」「見やすい」「絵をかいたり，

うちやすくて便利です。」 
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電子黒板の悪いところは？ 

「ちょっと暗い。」「字をもっと大きくしてほし

い。」 

 

電子黒板でしてほしい授業はどんな授業です

か？ 

「特別活動（ゲーム）」「国語の問題（○×クイ

ズなど）」「体育（動き方の見本を動画で見たい）」 

 

その他の意見 

「電子黒板を使ってマジックとかしてほしい」 

 

５ まとめ 

生徒の授業中の様子やアンケートの結果から，

生徒は電子黒板の授業は楽しみにしていること

がわかる。 

また電子黒板の授業の休憩時間に電子黒板を

使ってタッチペンで絵を描いたり，ゲームをし

たりできる点も生徒が楽しみにしていることの

１つである。 

電子黒板を使った授業では，確かに電子黒板

は魅力的であると考えられ，生徒が積極的に参

加していたが席から立って前に出てきてしまう

こともあった。電子黒板を使うときのルール作

りや生徒がルールを守ったうえでの生徒が学べ

る内容を考えていくことが課題である。 

  

 今回の電子黒板を使った授業をしてみて，自

分自身がタッチペンの使い方や電子黒板の機能

は学習できたが，有効的な使い道をもっと考え

なければならない。タッチペンでパワーポイン

トを操作することでパソコンを見ずに生徒の顔

を見ながら操作することができ，スムーズ授業

が行えるというメリットはあった。しかしモニ

ターではなく電子黒板を使う意義があいまいだ

った。今後も電子黒板を使った授業を実践して

いく中で，もっと多くの使い方を学び，生徒そ

れぞれに合った電子黒板の使い方を見つけてい

きたい。
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タブレット型端末を利用したお金の学習について 

～「レジスタディ」を使った取組を通して～ 

広島市立広島特別支援学校 教諭 永野 信哉 

【概要】 ・学習意欲を向上させたり，集中力を維持できる時間を伸ばしたりするために，タブレッ

ト型端末を活用する。 

・「レジスタディ」を使うことで，お金の扱いに慣れ，学習能率を上げることができる。 

 

【キーワード】ICT タブレット型端末 「レジスタディ」 金銭 お金の学習 硬貨 学習意欲  

 

１ はじめに 

  本校では，児童生徒の学習意欲の向上や学

習の見通しをもたせるために ICT 機器を使

用することが多い。特に，パワーポイントを

使った授業実践は頻繁に行われている。また，

今年度は複数台のタブレット型端末が導入さ

れるなど，ICT 教育をさらに推し進める環境

が整いつつある。しかし，タブレット型端末

を利用した授業実践はあまり行われておらず，

生かしきれていないのが現状である。 

  本研究では，現在担当する中学部第 1 学年

生徒の，数学「お金の学習をしよう」の単元

における，タブレット型端末を活用した授業

を行うこととした。 

 

２ 研究の目的 

この研究は，金種の弁別（1 円硬貨，10 円

硬貨，100 円硬貨）や金額と合った硬貨の提

示ができるようになることを目的としている。 

また，タブレット型端末を活用することで，

興味関心の幅が広がり，生徒の学習意欲を向

上させることができると考える。 

 

３ 研究の方法 

研究の方法として，アプリ「レジスタディ」

を活用してお金の学習を行った。 

(1) 対象生徒Ａの実態 

対象となる生徒Ａは，小学部におけるお

金の学習では，10 円硬貨と 100 円硬貨を

弁別することが主であった。また，校外学

習や大人（保護者，ヘルパー）との外出時

における買物は，財布の中にある硬貨を全

て出して商品を買うように設定されていた

り，大人が支払いをしていたりすることが

多かった。そのため，生徒Ａが金額と合っ

た硬貨の提示をする経験が少なく，お金に

対する理解があまりできていなかった。さ

らに，学習時における意欲や集中力に関し

ては，長時間保つことが難しく，興味関心

が低い活動になると，退屈して「かみ（絵

を描くこと）。」と言って，自分が好きな活

動をしようとしたり，離席したりすること

が多い。 

家庭では，一人でスマートフォンを使っ

て動画サイトを見たり，写真を撮ったりす

るなどをしているため，タブレット型端末

の操作方法はよく理解できている。 

(2) 研究の期間と授業数 

平成 26 年 7 月 1 日～平成 26 年 9 月 29

日 計 7 回（1 授業 50 分） 

   また，平成 26 年 5 月 21 日～平成 26 年

6 月 16 日までの数学の授業（計 4 回）にお

いて，タブレット型端末を活用したお金の

学習に入る前段階として，本物の硬貨を使

って金種の弁別（1 円硬貨，10 円硬貨，100

円硬貨）や硬貨を提示する活動に取り組ん

だ。 

さらに，平成 26 年 9 月 29 日，10 月 22

日の数学の授業（計 2 回）や朝の自立活動

の時間（数学の授業）において，タブレッ

ト型端末を使用しないお金の学習に取り組

んだ。 

(3) 授業内容 

  ア タブレット型端末を使用する前の学習 

(ア) 1枚の皿にそれぞれ 10～20枚程度

入っている 1 円，10 円，100 円硬貨

を，金種別に分ける。 

(イ) 教師が口頭で指示した金額分の 
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硬貨を皿に並べる。 

    （※指示する際に机上に置いてある

硬貨は 1 種類である。） 

イ 「レジスタディ」を活用した学習 

   「レジスタディ」での商品の価格設定

は，「9 円」，「50 円」などの使う硬貨が 1

種類のものから始め，「15 円」，「120 円」，

「231 円」など，達成度に応じて使う硬

貨の種類を増やしていく。また，「おつり

はありません」（図 1）の画面が出たとき

のみを正解とする。 

(ア) 商品の選択，合計金額の支払いな

どの全てを「レジスタディ」で行う。

（7 月 1，9 日の計 2 回） 

(イ) 商品の選択は「レジスタディ」で

行い，合計金額の支払いは本物の硬

貨を使って行う。（9 月 10，12，13，

17，29 日の計 5 回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 「おつりはありません」の画面 

ウ タブレット型端末を使用しないお金の

学習への移行 

(ア) 支援グッズ（図 2）を使って，指

示通りの金額分を並べる。（9 月 29

日，10 月 22 日の計 2 回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 支援グッズ 

(イ) プリント（図 3）を使って学習の

理解を深める。プリントの内容は，

1 種類の硬貨のもの，2 種類の硬貨

のもの，3 種類の硬貨のものがあり，

達成度に応じて種類を増やしてい

く。（朝の自立活動の時間や数学の

授業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 プリント 

 

４ 結果と考察 

(1) 結果 

  ア タブレット型端末を使用する前の学習 

   (ア) 金種別に分ける活動は，1，2 回行

っただけで理解し，全て間違えずに

分けることができた。また，「これは

1 円だよ。」などの言葉掛けをしなが

ら硬貨を見せたり，手渡したりする

ことで，硬貨とその名称が一致する

ようになった。 

   (イ) 指示された金額分の硬貨を皿に並

べる活動は，数回手本を見せること

で，「9 円」や「60 円」などを並べ

ることができるようになった。 

  イ アプリ「レジスタディ」を活用した学

習 

   (ア) 「レジスタディ」のみで全ての活

動を行った場合，生徒Ａは画面上（図

4）のどの硬貨を入力すればよいの

かが理解できず，画面上の様々なと

ころを適当に触って操作することが

多かった。そのため，教師が期待し

た「おつりはありません」の画面が

出ることは少なかった。また，教師

が手本を見せた直ぐ後はできるが，

次にするときは，再びどの硬貨を入

力すればよいのかが分からなくなっ
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ている様子であった。さらに，なか

なか正解にならないことに対してい

ら立ったり，学習内容に興味を失っ

たりするようになり，すぐに「かみ。」

と言う場面が増えてしまった。 

(イ) 商品の選択を「レジスタディ」で，

合計金額の支払いを本物の硬貨です

るように変えたところ，生徒Ａは「机

上にある硬貨＝入力する硬貨」とい

うことが理解できた。そのため，「お

つりはありません」の画面が出る回

数が増え，ほぼ間違えることがなく

なった。また，正解する回数が増え

たことで，学習が始まってから「か

み。」と言うまでの時間が長くなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 支払いの画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 「レジスタディ」に取り組む生徒Ａ 

  ウ タブレット型端末を使用しないお金の

学習への移行 

   (ア) 提示すべき硬貨とその場所を間違

える場面も見られるが，手本を見た

り，繰り返し取り組んだりすること

で，徐々に，それぞれの位のところ

に置く硬貨の種類やその枚数が理解

できるようになってきた。 

   (イ) 10円硬貨と 100円硬貨で構成され

たプリントに取り組んだ後に，1 円

硬貨と 10 円硬貨で構成されたプリ

ントに取り組むと，悩んだり，「手伝

ってください。」と助けを求めたりす

ることがあった。しかし，1 問目の

問題に一緒に取り組むとプリントの

内容を理解し，残りの問題は 1 人で

取り組むことができた。 

(2) 考察 

   7 月の 2 回の授業から 9 月の 5 回の授業

において，生徒Ａの学習内容に対する理解

度が高まった要因として，本物の硬貨を机

上に用意したことが考えられる。硬貨が用

意されたことで，生徒Ａは入力する硬貨が

どれなのかが理解でき，一人で取り組むこ

とができるようになった。また，本物の硬

貨を提示する活動に変えたため，「画面上の

こと」と「操作していること」がより一層

結び付くようになったと感じた。さらに，

学習が始まってから「かみ。」と言うまでの

時間が長くなったのは，正解することに喜

びを感じ，それが「レジスタディ」で学習

することの楽しさ，興味・関心・学習意欲

の高まりにつながったと考えられる。 

   反対に，「レジスタディ」で学習を進めて

いく上での難しさは，「レジスタディ」はレ

ジをする（お金を受け取る）側のことを考

えて作られたアプリであるため，今回のよ

うにお金を支払う側の立場で使おうと思っ

た場合，限度があるということである。例

えば，図４でも示したように，支払いの画

面上に全ての硬貨・紙幣が映し出されるた

め，生徒に学習させている硬貨のみにする

という設定をすることができない。また，

「ごうけい」以上の金額を入力して「かい

けい」を押した場合でも，おつりのある支

払いとして成立してしまい（図 6），また「商

品選択」の画面（図 7）に戻ってしまう。

そのため，生徒に間違っていることを気付

かせたり，戻って指導したりするというこ

とが難しいのである。以上のことから，「レ

ジスタディ」は生徒の実態に合った自由な

設定ができないため，学習する上で使いに

くさが生じてしまうことがあることが分か

った。 
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図 6 「おつりあり」で支払いが成立する画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 商品選択の画面 

 

５ まとめ 

(1) 成果 

  タブレット型端末におけるアプリ「レジ

スタディ」を使うことで，生徒Ａは学習を

始めてから「かみ。」と言うまでの時間が少

しずつ長くなったり，学習内容に対する興

味が薄れて離席することが少なくなったり

した。また，小学部のときにあまり取り組

んだことのないお金の学習に，興味をもっ

て取り組む様子が見られた。以上のことか

ら，「レジスタディ」をお金の学習の導入時

に使用することで，学習に対する興味関心

を高めることができ，慣れていない学習内

容に対してもスムーズに取り組むことがで

きると考える。また，導入時に「レジスタ

ディ」でお金の学習を進めていくことで，

図 2の支援グッズや図 3のプリントを使っ

たお金の学習にも取り組むことができるよ

うになった。 

(2) 課題 

   お金の学習において「レジスタディ」を

使うことへの課題は，タブレット型端末や

「レジスタディ」を使わない学習に展開し

ていきたいとき，生徒の興味関心が薄れて

しまう可能性が高いということである。「レ

ジスタディ」を使った学習を行っていると

き，生徒Ａは 10～20 分ほど集中して取り

組んでいた。しかし，図 2 の支援グッズや

図 3のプリントを使ったお金の学習を行っ

ているときは，10 分も満たないうちに「か

み。」と言って集中が途切れてしまうことが

多くなってしまった。これらのことから，

「レジスタディ」での学習に慣れてしまう

と，そのときのお金の学習に対する興味関

心を保ったまま，別のお金の学習に移行す

ることが難しいということが考えられる。 

   今回出た課題から，「レジスタディ」を使

ったより良い学習方法について検証してい

きたい。 

「レジスタディ」を実際の買物に活用し

たり，学習を発展させていくための手立て

（代替学習）にしたりすることについても

検討していきたい。
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家庭や地域での実践につながるタブレット型端末を使った学習法 

～タブレット型端末を使った校内での「手伝い」活動を通して～ 

広島市立広島特別支援学校 教諭 益田 峻佑 

 

【概要】本研究は，学習指導要領に記されている生活「手伝い」の活動におけるタブレットの活用で

ある。「手伝い」の指導内容として，日常生活の指導の中で，目的地に物を届ける活動を行っている。

そこで，教室から目的地まで移動するための手掛かりとして，より適切なツールは何かをタブレット

型端末における写真，映像，アプリの活用を通して探求した。 

【キーワード】 

タブレット型端末 手伝い カメラ機能 映像機能 写真加工「Markee」 

１ はじめに 

 本校では，今年度よりタブレット型端末（以

下タブレット）が２０台程度導入されたが，イ

ンターネット機能やアプリのダウンロードなど

の整備には時間が掛かっている。そこでタブレ

ットの初期機能に着目するとともに，タブレッ

トのもつ携帯性・二次加工性に注目し事例研究

を進めた。 

 

２ 研究の目的 

本研究は，学習指導要領における生活「手伝

い」の指導内容におけるタブレットの活用であ

る。主な指導内容は，物を配ったり届けたりす

ることである。 

本学級の児童（小学部第一学年，単一学級児

童５名）は，４月に入学したばかりであり，身

近なトイレや食堂などは自分一人で移動するこ

とができるようになってきているが，まだ学校

内には知らない場所が多く存在する。 

そこで、本学級の児童２名を対象に自分でタ

ブレットを操作して，目的地(保健室)に行き，

物を手渡す・もらうなどという活動を設定した。

手伝いの活動を通して，目的地を意識して歩く

力や児童が手伝うことの喜びを感じることをね

らいに実践を行った。 

 

３ 研究の方法 

 対象児２名がタブレットを操作し，目的地ま

で移動する様子を観察した。 

①目的地まで行くこと ②物を手渡すこと 

③教室まで帰ってくることを合格の基準として

いる。何度か試行を繰り返し，難しいと判断し

た場合には写真の枚数やタブレットの内のツー

ルを変更した。 

 

(１) 実施期間 

平成２６年６月１日～９月３０日 

(２) 対象児と実態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 手掛かりの変容と実施回数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

※ 映像とは事前に教師が保健室までの道順を撮っておき， 

画面に流れる映像を見ながら，移動したものである。 

 Ａ児 Ｂ児 

障害名 ダウン症 広汎性発達障害 

療育手帳 ○Ｂ  ○Ｂ  

理解言語 簡単な日常生活の言葉であれば，理解

することができる。 

写真や絵

の理解 

教師や保護者と

写真や絵カード

を使って簡単な

やりとりができ

る。 

写真と具体物の結

び付きがあり，写真

を使って指定した

物を持ってくるこ

とができる。 

 

Ａ児 ＜Ⅰ期＞ 

試行 手掛かり 枚数 ルート 
成功／ 

実施回数 

１ 写真  ４ 左 ０／１ 

２ 写真  ９ 左 ０／１ 

３ 写真 １０ 左 ３／３ 

＜Ⅱ期＞ 

４ 写真 １０ 右 ０／４ 

＜Ⅲ期＞ 

５ 写真 
(Markee) 

１０ 右 4／４ 

 

Ｂ児 ＜Ⅰ期＞ 

試行 手掛かり 枚数 ルート 
成功／ 

実施回数 

１ 写真  ４ 左 ０／２ 

２ 写真  ９ 左 ０／２ 

＜Ⅱ期＞ 

３ 映像  左 ２／３ 

４ 映像  右 ３／３ 
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 ４ 結果 

（１）Ａ児について 

ア Ⅰ期【試行１～３】 

Ⅰ期では，手掛りとなる写真を道順に並 

べていき，タブレットをスワイプすることで

手掛かりとなるようにした。 

A 児は，すぐにタブレットのスワイプの方

法を学習した。試行１から保健室まで行くこ

とができたが，先生に物を手渡すことはでき

なかった。そこで試行２で保健室の養護教諭

の写真を追加したことで物を手渡すことがで

きるようになった。また試行３では，教室ま

での帰り道の写真を追加すると教室まで帰っ

て来ることができた。タブレットを操作し，

手掛かりの指定された場所に着くと「やっ

た。」と声を上げた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              

図３ 保健室までのおつかいが成功したＡ児 

 

イ Ⅱ期【試行４】 

  Ⅱ期では，ルートを変えて実施した。体育 

館までは，確実に一人で行くことができたが， 

体育館から左へ移動するのか，右へ移動する 

かがどうしても分からない様子だった。 

(図５★地点)(図６) 

写真の枚数や手掛りの位置を変更したが， 

 やはり難しい様子だった。角に来るたびに自 

信をなくしている様子が伺えた。順路の選択

に対する不安からタブレット操作も曖昧にな

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ウ Ⅲ期【試行５】 

Ⅲ期では，写真加工アプリ「Markee」 

を用いてⅡ期で実施した写真に「矢印」やマ 

ークなどの印を付けて取り組むことにした。 

その結果，矢印が示す方向に行くことが分か 

り，ルートを変更しても保健室に行くことが 

できるようになった。 

 

 

 

 

 

 

 
図７ Ｍａｒｋｅｅで加工した写真(アプリ内に矢印 

を描いている。) 

 

（２）Ｂ児について 

 ア Ⅰ期【試行１～２】 

   Ｂ児は，Ａ児と同様の写真内容・枚数で

実施した。Ａ児同様に手掛りとなる写真の

枚数を増やしたりもした。タブレットの写

真は，注目するものの，自分の興味のある

エレベーターの箇所で止まったり，次にど

こに行けばいいのか目的を見失ったりして

いた。 

 

 

 

 

 

  図８ エレベーター前で止まってしまうＢ児 

 

イ Ⅱ期【試行３～４】 

道順の写真は，十分な手掛かりではない 

と感じ，Ⅱ期では，動画を用いることにし

た。 

試行３では，初回のみ移動することはで

きなかったが，教室でしっかりと映像を見

せたことで，Ⅰ期では難しかった保健室ま

 
図１ 手掛かりの写真(道順) 

 

        。 

 

図２ タブレットの操作と

次の写真の様子 

 

        。 

 

 

図４ 時計回りルート 

         

 

図５ 半時計回りルート 

         

図６ 体育館前で迷うＡ児 
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で移動することができるようになった。ま

た，Ａ児同様にルートを変えた際(試行４)

でも、映像を頼りに保健室まで行くことが

できるようになった。 

 

 

 

 

 

 

 

図９ 映像を手掛かりに保健室まで移動ができたＢ児 

 

５ 考察 

本研究では，児童の実態(情報処理能力の特 

性)に合わせて，手掛かりとなる写真や映像な 

どの内容を変えていった。 

Ａ児は，Ⅰ期においてタブレット操作のや 

り方を学習し，左回りのルートで保健室まで 

のおつかいを達成することができた。Ⅱ期で 

は迷ったが，そこからアプリを導入したこと 

で，Ⅲ期では，Ａ児にとってより分かりやす 

いツールになったと考える。 

またＢ児にとっては，写真は有効な手掛か

りにはならなかったが，映像を使ったことで

児童の理解につながるツールとなった。 

タブレットには，一台の中に様々なツール

がある。発達段階や児童の理解の度合いに応

じて支援を変えることがとても容易であり，

適切なツールを見つけることができやすいこ

とが分かった。 

また，本研究内では，児童にタブレットを 

持たせることでタブレットを手掛かりに色々 

なツールを試してみることができた。児童実 

態によってはタブレットの活用が難しい場合 

も考えられるが，児童一人一人が学びの主体 

となる機会につながっていく手掛かりとなり 

うる可能性が感じられた。 

 本研究で児童が行った経験を活かせば，調 

理実習や作業学習の際の手順書としての活用 

や，校外学習での行程表の活用等，様々な場 

面での応用が期待できる。これからもタブレ 

ットを活用し発展的な学習を展開していきた 

い。 

６ まとめ 

○ 児童がタブレットを手掛かりして保健室 

まで一人で移動や荷物運搬ができたことは， 

児童の主体的な行動につながる。 

 ○ 自分で分かる場所が増えることは，学校 

内における生活範囲の広がりであり，それ 

は生活の質の向上につながる。  

○ 児童生徒の情報処理能力の特性に応じて， 

個別の支援機器としての幅広い活用が期待 

できる。 

 

７ 参考文献 

(１) 国立大学法人 兵庫教育大学： 

「発達障害のある子どもたちのためのＩＣ 

Ｔハンドブック 特別支援学級編」 

 

(２) 東京大学先端科学技術センター  

人間支援国学分野： 

「魔法のじゅうたんプロジェクト２０１２ 

年度レポート」活用事例
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タブレットタブレットタブレットタブレット型型型型端末端末端末端末を利用したを利用したを利用したを利用した意思表示の促進意思表示の促進意思表示の促進意思表示の促進についてについてについてについて    

 

広島県立沼隈特別支援学校 教諭 小林 不二夫 

【概要】 

・タブレット型端末の利用により，意思表示の意欲を高める。 

・「DropTalk」アプリの活用により，感情表現を引き出す。 

 

 

【キーワード】タブレット型端末 意思表示 感情表現 「DropTalk」 

 

１ はじめに 

 本校には，ICT 機器整備の一環として，Apple

社製タブレット型端末 (iPad： 以下「タブレッ

ト型端末」と表記) が，初代 8 台，第 3 世代 4

台の計 12 台導入されている。また，校内の無

線 LAN 環境が整備されつつある。タブレット

型端末は，授業を含めて画像の拡大表示やイン

ターネットによる検索などで利用されているが，

稼働率はまだ低く，授業や生徒への指導におい

ては，有効な活用方法を模索しているところで

ある。 

 

２ 研究の目的 

タブレット型端末を用いることにより，生徒

がより適切で効果的な意思表示や感情表現がで

きるようになる。 

 

３ 研究の方法 

この研究は，高等部第 1 学年に在籍する，自

閉症であり，発語は数語程度の生徒 A を対象と

して行う。 

生徒 A は，意思表示を言葉，ジェスチャー，

コミュニケーションボード及び通信機能を解除

した iPhone  (以下「スマートフォン」と表記) 

のアプリ「かなトーク 2」を使用して入力した

単語を音声出力して行っている。「かなトーク

2」は，スマートフォンに標準で搭載されてい

るキーボードあるいはアプリの 50 音キーボー

ドにより入力した単語を音声で再生し出力でき

るアプリで，使用頻度の高い単語を登録し呼び

出して使用することもできる。しかしながら，

コミュニケーションボードやスマートフォンを

用いた発表の機会を設定した場合には使用する

ものの，授業中や普段の生活において自らの意

思表示や感情表現に用いることがない。 

研究の方法として，タブレット型端末に

VOCA としても使用できるアプリ「DropTalk」

をインストールしたものを用意する。

「DropTalk」は，障害者の暮らしに役立つ絵記

号ライブラリ「Drops」の開発・普及を行なっ

ている「Droplet Project」が，タブレット型端

末を VOCA として使用するために開発したア

プリである。すでに登録されている感情や行動

など「Drops」の基本 313 語とそれに対応する

日本語音声を搭載しており，アイコンを押すと

そのイラストに合った単語が音声として再生さ

れる。また，タブレット型端末のカメラ機能で

撮影した画像とマイクによる音声の録音により

アイコンを作成することもできる。 

この研究においては，授業における「できま

した。」という報告回数と，普段の生活における

意思表示に使用した回数から，タブレット型端

末を使用することによる意思表示の意欲を高め

ることができたかを評価する。 

（１）「DropTalk」の活用 

対象とする生徒 A は，日常的にスマートフォ

ンを操作しており，タブレット型端末について

もこれまでに使用経験があるため，タブレット

型端末自体の基本操作については慣れている。 

スマートフォン用アプリ「かなトーク 2」は，

朝の会や帰りの会における各生徒の発表時に使

用している。一方，「DropTalk」は，プリント

学習時の「できました。」という報告時や，授業

に限らず，特に意思表示や感情表現を求める場

合に使用している。 

ア 「DropTalk」の操作習熟 
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「DropTalk」の使用方法を，教員が実際に

提示することにより説明する。次に，生徒

A が「DropTalk」を実際に使用しながら，

操作に慣れる。 

イ 「DropTalk」の活用 

「DropTalk」を用いて、意思表示や感情表 

現を促す。また，「DropTalk」に自ら単語 

を追加する。 

（２）カメラ機能の活用 

生徒Aまたは教員が指示する物やその状態を

確実に共有すること及び「DropTalk」への単語

追加のため，カメラ機能 (静止画・動画) を活

用する。 

ア 指示物やその状態の提示 

指示物やその状態を静止画あるいは動

画で撮影し，提示する。 

イ アイコン化 

使用頻度の高い単語の登録の際，対象

物をカメラ機能を用いて撮影し，アイコ

ン化する。 

 
図１ 生徒の様子 

 

４ 結果と考察 

 生徒 A は，９月８日に「DropTalk」につい

て初めて操作説明を聞き，１０月には自分で操

作できるようになった。「DropTalk」を使用す

るまでは，数学や国語などの授業におけるプリ

ント学習時に，鉛筆で机を叩いて音を出し関心

を引くこともあったが，１０月には「DropTalk」

を使用して「できました。」の報告ができるよう

になった。 

 

表１ 「DropTalk」を使用した適切な報告回数 

実施日 報告回数 

１０月１日 ２回 

１０月２日 ５回 

１０月６日 ５回 

 

 授業以外も含めた感情表現においては，生徒

A が「DropTalk」を自ら使用して表現するよう

定着させることができなかった。これは，生徒

A が感情を表現する方法として，これまでに身

に付けた言葉やジェスチャーで伝えられる内容

が多いことから，「DropTalk」を感情表現の選

択肢として有用性を認識できなかったと考えら

れる。ただし，教員が「DropTalk」を用いて生

徒Aの感情を確認した場合においては有効な場

合もあった。  

生徒 A にとっては，授業における「できまし

た。」という報告を行ううえで，「DropTalk」の

文字やイラスト表示が理解しやすく，慣れた操

作で相手に明確に意思が伝わることから，報告

回数の増加につながったと考えられる。 

一方，「DropTalk」やカメラの操作に夢中に

なり，本来の目的に合った使用ができなかった

ことが課題である。とくに，「DropTalk」の様々

な機能を試そうとしたり登録されている内容に

関心を示して音声を再生させるなど不適切な使

用が増えたことにより，適切な報告回数の増加

につながらなかった。また，カメラを使用して

静止画や動画で撮影し対象物を提示することは，

撮影自体に関心はあり操作するが，目的とした

情報共有に至らなかった。 

本研究を通して，生徒 A は，「DropTalk」の

使用により意思表示の促進が進んだが，感情表

現を引き出すまでには至らなかった。 

 

５ まとめ 

 「DropTalk」を用いた意思表示においては，

①操作性が高いこと，②イラストにより内容が

理解しやすいこと，③文字による入力時間が短

縮できることから，意思表示を促すことが容易

であった。また感情表現においては，特に言語

やジェスチャーでの表現が困難な生徒にとって

は有効ではないかと考える。支援者や周囲の者

が生徒の感情を的確に把握し，誤解なく適切な

支援をするために活用することも有効である。 
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タブレット型端末タブレット型端末タブレット型端末タブレット型端末を利用したを利用したを利用したを利用したレシピ作成レシピ作成レシピ作成レシピ作成についてについてについてについて    

～お弁当作りの取組をとおして～ 

広島県立三原特別支援学校 教諭 森政 友美 

【概要】  

・タブレット型端末を利用してレシピ作りをする。 

・作成したレシピを家庭に持ち帰る。 

【キーワード】文書作成アプリ カメラ機能 レシピ作成 

１ はじめに 

 本校では，基本的な教育方針として，各教科

の専門分野において ICT を導入し，生徒の学習

能率の向上，学習困難の克服に役立てようと考

えている。今回の研究においては，現在担当す

る高等部第３学年の生活単元学習，「お弁当をつ

くろう」の単元において，タブレット型端末を

活用した授業に取り組むこととした。 

 

２ 研究の目的 

生徒が授業で学んだ料理を定着させることを

目的とし，生徒の意欲を引き出すと共に，家庭

でも同じ物を調理することができるように，タ

ブレット型端末を活用する。  

 研究後は，お弁当を持参しなければならない

ときに，授業で学んだ調理方法やレシピを利用

して，自分でお弁当の具を作ったり手伝ったり

することができるという状態を目指し，研究を

行う。 

 

３ 研究の方法 

 調理風景をタブレット型端末で撮影し，タブ

レット型端末の文書作成アプリでレシピ作りを

行う。作成したレシピは印刷して冊子にし，生

徒に配布する。 

（１）使用するタブレット型端末ついて 

 ア カメラ機能 

  調理中に写真撮影を行う。 

イ MetaMoJi Note Lite（旧 Note Anytime） 

画像の挿入が可能で，キーボード入力，手

書きの両方に対応している文書作成アプリ。

記入時は，自由に拡大・縮小が可能。 

事後学習でのレシピ作成時に使用する。 

（２）実施回数について 

「お弁当をつくろう」の単元では，事前学

習が１回，調理実習が２回，事後学習が２回

あり，２回の事後学習でレシピ作りを実施し

する。 

（３）対象生徒について 

 高等部第３学年１組の７名を対象に行う。 

（４）生徒の活動について 

調理実習ではグループ分けをし，担当した

メニューを調理させる。事後学習では，担当

したメニューのレシピを作成させる。生徒に

よっては，職場実習等の都合により実施回数

が１回のみの生徒もいる。 

調理実習中の写真を撮影し，その写真を利

用してレシピを作成する。材料や手順の文章

は予め教員が作っておき，写真の挿入や感

想・コメントの記入を生徒が行う。 

 

４ 結果と考察 

  タブレット型端末を使用して文書を作成す

る活動は初めてであったが，パソコンやスマ

ートフォンの操作に慣れた生徒が多いことも

あり，戸惑うことなく活動することができて

いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ レシピ１ 
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図２ レシピ２ 

  図１，２は野菜炒めのレシピである。調理

中のポイントを書いたり（図１右下），感想をキ

ーボード入力や手書き入力で書いたり（図２），

自由に記述している。 

 実施後，学校にお弁当を持参する機会があり，

そのとき自分で作った生徒の確認をした。自分

で全部作ってきた生徒はいなかったが，お弁当

の一部を作ってきた生徒は２名いた。２名のう

ち１名は普段家庭で料理をすることのなかった

生徒だったが，学校の授業で調理を経験したた

め，作ることができたと思われる。 

 今回のレシピ作りを家庭科の授業で行ってい

る調理単元に取り入れ，自分たちの作ったレシ

ピを見ながら調理を継続的に行うことで，学ん

だ料理の定着が進むと考えられる。 

 

５ まとめ 

 今回の研究では期待していた結果はあまり得

られなかったが，「またお弁当を作りたい。」と

いった言葉が生徒から出ている。 

お弁当を作ることに関しては，検証する機会

が 1度しかなかったため，今後校外学習等でお

弁当を作る機会に，引き続き観察していきたい。 

また，振り返りにタブレット型端末を使用す

ることで関心が高まり，意見が出やすく，生徒

が主体的に活動することができたと感じた。タ

ブレット型端末を使用しての振り返りは，レシ

ピ作りだけではなく，その他の活動にも活かす

ことができると思われる。今後，タブレット型

端末を活用した授業改善の研究に繋がるように

したい。 
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タブレット型端末タブレット型端末タブレット型端末タブレット型端末を利用したを利用したを利用したを利用した理科教育に理科教育に理科教育に理科教育についてついてついてついて    

～視覚障害がある単一障害生徒の教科学習での活用の取組をとおして～ 

広島県立広島中央特別支援学校 教諭 中曽 寛子 

【概要】高等部普通科１年生（弱視）を対象に化学基礎における，タブレット型端末を活用した授業を実践

した。実験時の記録のためのカメラ機能，ビデオ機能の活用，また，視覚補助具としての活用について実践

した。 

【キーワード】拡大 記録 視覚補助具 実験 

１ はじめに 

 視覚障害を有する生徒にとって，ICT は，社会

参加や意思の表明，効率的な情報の収集等の活動

を主体的に行うために，非常に効果的な手段であ

り，活用していくためには知識・技術・経験が不

可欠である。その学習段階においては，見えない・

見えにくいということを補うための手段を，支援

技術を用いて獲得していくことになる。 

本研究は高等部普通科１年生（弱視）を対象に，

化学基礎の物質の構成から物質の変化（原子量・

分子量・式量まで）を範囲に実施した。 

２ 研究の目的 

この研究は，高等学校の理科の科目にある化学

基礎の学習内容の理解を深めることである。化学

基礎の目標は，日常生活や社会との関連を図りな

がら物質とその変化への関心を高め，目的意識を

もって観察，実験などを行い，科学的に探求する

能力と態度を育てるとともに，化学の基本的な概

念や原理・法則，化学の果たす役割を理解させ，

科学的な見方や考え方を養うことである。基礎を

付す科目の性質として，実験，観察などの生徒自

身が基本的な概念や探求方法を学習することの重

要性から，これまで数回実験を実施している。先

行研究として，実験結果をタブレット型端末で検

索し，考察するときに使用することやレポート作

成などがすでに紹介されている１）。視覚障害のあ

る生徒に関する支援方法が掲載された著書や文献

では，火や熱が関連した実験・観察で安全を確保

しながら現象を確認する方法としてタブレット型

端末が有効に活用できると紹介されている２）。そ

のため，本研究対象生徒には有効ではないかと考

えた。また，教科書に掲載されている図やグラフ

などの資料の読み取りにも活用できる可能性を調

べるため，授業で実践した。 

仮説として，実験の結果を記録するカメラやビ

デオ機能を利用することで，現象を繰り返し確認

でき，考察する時間を確保することで，生徒自身

が主体的に取り組み，体験を知識に結びつけるこ

とができるのではないかと考えた。また，注釈な

どはフォントが小さい資料も，カメラ機能で画像

を記録し，拡大することで読取りが細部まででき

るようになり，学習の理解が深まると考えた。 

３ 研究の方法 

研究の方法として，次の２点について実践した。 

（１）実験における視覚補助具としての活用と，

記録のためのカメラ機能，ビデオ機能の活用に

ついて 

火を扱う実験の実践事例として，元素を確認

するための炎色反応を確かめる実験の記録を行

った。身近な物に利用されていることを実感さ

せるために色が複数変化する花火を用いたが，

煙が発生するため屋外で実施した。日中で背景

を暗くする必要があるため，黒い画用紙を背面

に立てかけた。１mほど離れた場所から観察す

る時，タブレット型端末を使用した場合と肉眼

で観察した場合のどちらが花火の色を正確に観

察することができるのか比較した。タブレット

型端末は屋外のため固定する道具などが必要な

ため教師又は生徒が手で保持することで記録し

た。 

ア 視覚補助具としての活用（肉眼とタブレッ

ト型端末の比較） 

イ 記録方法について 

（２）教科書の図やグラフを拡大するための視覚

補助具としての活用について 

教科書本文はフォント 10.5 であるが，肉眼で

読んでいる。 

ア 図・写真，グラフの読取り 

 教科書に掲載されている資料で，細部が読み

取りにくいときは，拡大して確認し資料の内容

読解に活用する。 

イ 注釈部の文字の読取り 
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注釈部分のフォントは小さいため，拡大し読

取りに活用する。 

４ 結果と考察 

（１）実験における視覚補助具としての活用と，

記録のためのカメラ機能，ビデオ機能の活用に

ついて 

ア 視覚補助具としての活用（肉眼とタブレット

型端末の比較） 

 色の変化は肉眼で正確に観察することができ，

タブレット型端末を活用する必要がなかった。 

色は刻々と変化するため，実験をしながら各色

に該当する元素を全て答えることはできなかっ

た。しかし，振り返りでタブレット型端末を活用

すると，動画を止めて確認できるため，思考する

時間が確保され，考えて答えることができた。た

だし，映像では赤と橙の区別がつかなかった。 

イ 記録方法について 

（ア）生徒が記録する場合 

生徒自身が花火を見ようとするので，タブ

レット型端末の操作に意識が集中できず，レ

ンズに指が重なる場面もあった。 

（イ）教師が記録する場合 

タブレット型端末を両手で持っているため，

物理的な支援はできず，口頭指示で動作を訂

正するには時間を要した。 

（２）教科書の図やグラフを拡大するための視覚

補助具としての活用について 

ア 図・写真，グラフの読取り 

表１ 授業で扱った資料の割合 

 読み取れた 読み取れなかった 

図 ６３        １ 

写真 ８８        ０ 

グラフ １０        ０ 

合計 １６１        １ 

実施した期間に取り上げた資料数を表１に

示す。図や写真はさまざまな色で表されてい

るが，細部まで肉眼で正確に読み取れている

場合が多い。色が薄い灰色と少し濃い灰色と

いうよく似た色で示された炭素の相対質量と

原子量の関係を表す図があり（図１），この図

は肉眼では理解するのが難しかったが，タブ

レット型端末で拡大して確認することで図の

意図を理解することができた。肉眼で読み取

れなかった資料は 161件中１件であり，この１

件については拡大すると読み取れた。 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 教科書の資料 

 

イ 注釈部の文字の読取り 

注釈部分のフォントは８又は９であるが読

めている。原子番号や質量数を表す場合はそ

の文字が上付け，下付けになるが，それでも

正確に読み取れている。 

５ まとめ 

 タブレット型端末は，拡大機能・記録機能・

検索機能において有用であると考えられる。 

今回の実践からは，拡大機能に関しては実験

での色の見分けは難しかったが，教科書の資料

の読取りには有用な場合もあった。記録機能に

関しては操作が容易にできること，静止画・動

画が記録できること，考察時間を確保できるこ

とから生徒が主体的に取り組むときに有用であ

った。検索機能については学習指導要領にも「必

要に応じて，コンピュータや情報通信ネットワー

クなどの活用を図る。」とあるように，レポート

作成時の活用や教師による資料提示などへの活

用の可能性が考えられる。先行事例では半数以

上の学生がタブレット型端末は「課題調査の強

力なツールである」とあり３），今後の情報通信

ネットワーク環境整備の充実を期待する。 

【参考文献】 

１）小川 智弘：教職課程科目における iPad導

入による理科授業の実践とその評価（工学教育

研究講演会講演論文集  平成 25 年度 (61), 

100-101, 2013-08-29） 

２）川嶋 栄子ら：iPad 等を視覚補助具の代替

手段として活用している事例について（弱視教

育 50(1) ,  1-7,  2012-06）  

３）福本 晃造ら：化学実験室におけるタブレッ

ト端末の導入と無機化学分野での教育活用 （日

本高専学会誌 18(3), 25-28, 2013-07-31） 
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主体性や学習意欲主体性や学習意欲主体性や学習意欲主体性や学習意欲を高めるを高めるを高めるを高める電子黒板電子黒板電子黒板電子黒板の利用の利用の利用の利用    

～文教用デジタルハイビジョンビデオカメラやパワーポイントを組み合わせた活用について～ 

広島県立福山北特別支援学校 教諭 土居 裕 

【概要】 

電子黒板の利用を通して，活動への主体性や発表等の意欲を高める。 

電子ペンを使って，主体的に活動できる場面を増やす。 

 

【キーワード】文教用デジタルハイビジョンビデオカメラ 電子ペンの操作方法 

 パワーポイントのハイパーリンク 学習意欲の向上 主体的な活動 

１ はじめに 

 本校には，電子黒板が２台あり，どちらも移

動ができるキャスター付きのため教室間の移動

が可能である。しかし，利用頻度は少なく，プ

ロジェクターの代わりとして使われることがほ

とんどである。そのため，授業で使用しても生

徒は受け身的な学習になることが多い。 

この研究では，中学部第１学年２組の総合的

な学習の時間における，女子生徒 A の取組につ

いて実践したものである。 

 

２ 研究の目的 

この研究は，電子黒板を活用することにより，

生徒Aの学習意欲や主体性を向上させること目

指している。 

操作方法の分かりやすい文教用デジタルハイ

ビジョンビデオカメラや生徒参加型のパワーポ

イント教材などを活用することで，学習意欲や

主体性を向上させることができると考え実践し

たものである。 

 

３ 研究の方法 

研究の方法として，文教用デジタルビデオカ

メラ文教用デジタルハイビジョンビデオカメラ

を利用し，写真の撮影や発表場面において活用

する。振返りにおいてパワーポイント教材にハ

イパーリンクを取り入れることで，学習したこ

との確認を生徒が自ら考え，選択できる活動を

取り入れる。また，毎回発表回数ごとにシール

を貼り，記録に残していく。 

（１）文教用デジタルハイビジョンビデオカメ

ラの活用について 

 ・ 文教用デジタルハイビジョンビデオカ

メラの起動，撮影，保存方法について説

明を行い，校内や校外で探検する学習で

使用する。 

・ 電子黒板へ撮影した画像を伝送し，生

徒全員で確認し，情報を共有する。 

・ 気付いたことや特徴について，電子ペ

ンで書き込み共有する。 

（２）パワーポイントの活用について 

・ ハイパーリンクによる選択場面を設定

し，二～四択で答えられる学習クイズを

設定し，ゲーム形式の振返りを取り入れ

る。 

 

４ 結果と考察 

生徒 A は，文教用デジタルハイビジョンビデ

オカメラや電子黒板の操作方法を理解し，短時

間で操作できるようになった。自分で撮影した

画像について進んで挙手したり，気が付いたこ

とを電子ペンで記入したりするなど，学習への

意欲が向上したと言える。生徒 A 本人も「普通

のデジカメと比べて使いやすく面白かった」と

述べていた。文教用デジタルハイビジョンビデ

オカメラを使用した生徒５名全員が，起動，撮

影，保存の一連の操作を一度の説明で覚えるこ

とができた。 

パワーポイントの活用では，ハイパーリンク

を取り入れたことで１０問ほどの問題を一人で

解き，全問正解することができた。ゲームのよ

うに選択肢を取り入れて問題を設定したことに

より，楽しみながら取り組んでいた。「自分で画

面を押すと，マルやバツが出て楽しかった」と

感想にあったように，生徒主体で操作できると

いう部分に大きなメリットがあったと思う。 

表１にあるように授業の回数に伴って生徒 A

の挙手する回数にも大きく増加が見られた。自
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信をもって大きく挙手して発表したり，文教用

デジタルハイビジョンビデオカメラを使って気

になる風景や建物を積極的に撮影したりするな

ど，学習意欲や主体性が向上したと考えられる。

また，４月当初は，内気で教員が話しかけても

うなずく程度であったが授業後には，家族で旅

行したことやペットのことなど，生徒 A から教

員に話しかける場面も増えてきている。 

 

表１ 生徒 A の挙手による発表回数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 文教用デジタルハイビジョンビデオ 

カメラを使用している様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 問題を解いている様子 

 図１は，校内において文教用デジタルハイビ

ジョンビデオカメラを使用している様子である。

起動，撮影，保存の一連の使用方法をすぐに理

解し，友だちに説明したいものを撮影している。 

図２は，パワーポイントと電子黒板を組み合

わせ，振り返り学習をしている様子である。 

回答したり，次の問題を出したりするなど全て

の動作をハイパーリンクで繋げたことにより，

１０問ほどの問題を一人で解き終えることがで

きた。 

 

５ まとめ 

文教用デジタルハイビジョンビデオカメラの

活用においては，一度の説明で生徒全員が操作

方法を理解することができるほど，使いやすい

機器であった。生徒自らが操作できるというこ

ともあり，学習意欲や主体性の向上が大きく見

られたように思う。 

また，パワーポイントのハイパーリンクによ

る生徒参加型の学習場面では，ゲーム感覚で取

り組むことができ，発表回数の大幅な増加が見

られた。生徒自らが問題を解いたり，次の問題

を提示したりするなど，一人でできる活動を設

定することで，生徒らの自信にもつながったよ

うに思う。 

文教用デジタルハイビジョンビデオカメラに

限らず，パワーポイントなど，電子黒板に他の

機器を組み合わせることで，授業の幅をより広

げることができると感じた。教育目標を達成し

ていくために様々な ICT機器の活用，工夫，改

善を繰り返し行い，有効利用していきたい。 
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