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Ⅳ ２１世紀型 ICT 教育の創造モデル事業の取組

１ 研究テーマ 

「子どもの『できる』を引き出し，夢や希望を育てるメディアセンターとしての 

図書館活用」 

（１） テーマ設定の理由 

 子どもたちは本が好きである。好きな本を読んで目を輝かせたり，音の出る本の音

声を楽しんだり，仕掛けを触って喜んだりしている。現在も将来に渡っても，図書に

親しみ心豊かな生活を送ってほしい。また，図書教材を活用することで，いろいろな

情報の中からその時に必要な情報を取り出してほしい。図書教材とは，電子教材（画

像・映像・音響・アプリなど）や図書の内容を補足する手作り教材も含める。図書館

にある様々な資料と電子教材，手作り教材や子ども自身が制作したものとを切れ目な

く融合させることで，子どもの「できる」「もっとやってみたい」という気持ちを引き

出せるのではないか。図書館がそれらを管理し，活用できるようにメディアセンター

としての役割を果たすことで，自らそれらを活用しようとする子どもを育てることに

繋がるのではないかと考えた。また，今好きな本から他の本にも興味を広げ，主体的

に読書活動を楽しむだけでなく，自ら情報発信することのできる子どもを育てたい。

役割を担う生徒会の生徒の「できる」も引き出していきたい。図書館に行けば何か面

白いことができる，そんな図書教材の詰まったメディアセンターにしていきたいと考

え，このテーマを設定した。  
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【図Ⅳ－１】テーマ設定の理由 
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（２） 今年度の見通し 

 昨年度より，「２１世紀型 ICT 教育の創造モデル事業」の研究指定を受け，１０台の

タブレット型端末とメディアサーバーが使えることになった。そこで，子どもたちが

タブレット型端末の操作に慣れるように，昼休みの図書室で自由に使えるようにする

とともに，タブレット型端末のメディアサーバーに以下のような情報を保存すること

にした。 

①読み聞かせ教材など 

②子どもが授業で情報を収集し，制作している映像など 

③書籍の内容を補足する支援方法や手順書など 

 メディアサーバーに蓄積した電子教材を，タブレット型端末やパソコンでいつでも

どこでも活用できるように取組を進める。また，「DAISY 図書」なども入手し，デジタ

ル図書の活用も推進していきたい。他にも，子どもたちが図書に親しみ「できる」こ

とを増やすために，いろいろな教材教具も活用していく。 

 昼休みの読み聞かせ放送も引き続き取り組み，昨年度より少し長めのお話を放送す

る。図書室での読み聞かせや新聞作りなど，生徒会（図書委員）の生徒が「できる」

を活かして活躍するようにしていきたい。読書週間の取組も充実させて，児童生徒が

いろいろな本に興味を持つようにしていく。     

 子どもたちが必要に応じて教材を活用できるようにするために，タブレット型端末

のアプリや教材教具の使い方，読書週間の取組などを，まずは教職員に知らせていく。

図書館に関する情報を発信し，授業への協力・支援をしていくことで，メディアセン

ターとしての機能を充実させていきたい。 

２ 具体的な取組 

（１） タブレット型端末を使った教材の活用 

ア 調理実習の手順書 

 調理実習では，今まで，カードで手順書を作ってきた。事前に指導者が調理をし，

作業の様子を写真に撮る。それに端的な説明を書き，ラミネートをかける。パンチで

穴を開けてめくり方式にするか，上から下への一覧にするかなど，児童生徒の実態や

課題に応じて作っていく。しかし，文字が読めない児童徒もいるので，その時は指導

者が説明をするようになる。もっと手軽に作れて使いやすい手順書が作れないかを考

え，タブレット型端末のアプリを使って作ってみた。 



（ア） 手順書の作り方 

 中学部の調理ユニットでは，前期に「おべんとうの おかずをつくろう」という学

習をした。スクランブルエッグや焼く唐揚げ，ポテトサラダ，野菜炒めを２回ずつ作

り，最後に分担しておかずを作って，家から持って

きた弁当箱につめるという授業である。まず，スク

ランブルエッグを作っている時（１回目）の授業の

様子をタブレット型端末で写真に撮った。今回利用

したアプリでは，必要な写真を取り込んだ後に音声

が吹きこめる。それを工程順に並べ替えて繋げると，

スライドショーのような手順書になる【写真１】。

 ２回目のスクランブルエッグ作りでは，１回目の

活動の様子をタブレット型端末で再生し，大型テレ      【写真１】

ビに映して導入時に一斉指導をした。生徒たちは，自分が調理をしている様子がテレ

ビに映っていることもあって興味津々で見て，その時間に何を作るのか，どうやって

作るのかを思い出すことができた。 

 その後，調理ユニットの指導者にタブレット型端末での手順書の作り方を説明する

と，指導者は焼く唐揚げ以降の手順書を自分で作った。 

できた手順書は，アプリの中にある「トンネル」という機能を使うと他のタブレッ

ト型端末にコピーができるため，数台のタブレット型端末を個別に使うことができる。

最初から最後まで全部の工程の作業を続けて見ることもできるし，途中で止めてその

工程の作業だけを見ることもできる。手順書を見ながら一人で全部の工程の作業をす

る課題や，１工程ずつ指導者と一緒に調理しながら自分から取り組もうとすることを

増やす課題など，それぞれの生徒の課題に合わせて利用できる。 

 その手順書を使って学習した生徒の一例をあげる。 

（イ） タブレット型端末の手順書を見て，自分から調理に取り組んだＰ 

 Ｐは，中学部１年の生徒である。調理をすることが好きであるが，やり方が分から

ず，ジャガイモの皮むきでは実の部分まで全部剥いてしまうこともあった。家庭での

手伝いは遊んでしまうのでしていないが，保護者は，本人が好きなことで生活に生か

せる力を身につけてほしいと願っている。担任も，本人ができることを活かして手伝

いができるようになってほしいと思い，「学級やユニットで任された仕事を最後までや

り遂げる」という長期目標を立て，いろいろな場面を設定している。Ｐが自分から取

り組むためには見通しを持つことが必要であるため，「見通しを持って自ら活動に取り



組む」という長期目標も立てた。その目標を達成するために，今年度は，「使った食器

や調理器具の後片付けをする」，「手順書に沿って調理をする」という短期目標を立て

たので，調理ユニットに入って学習することにした。 

 Ｐは，文字よりも音声を手掛かりにして情報を得ることが得意である。写真をよく

見て，その通りに模倣することもできる。タブレット型端末で作られた音声入りの手

順書を使えば，調理の手順や方法が理解しやすいのではないか，自分から興味を持っ

て調理をするのではないかと考えた。そこで，導入で大型テレビに映った全部の工程

の手順を確認した後，本人のテーブルの上にタブレット型端末を置くことにした。 

Ｐのグループは，指導者のモデルを見たり説明

を聞いたりして，１工程ずつ作業をしている。Ｐ

は，初めはタブレット型端末を使いたくて落ち着

かなかったが，その時に作業する工程の画面をス

タートさせるボタンをタップするように促すと，

それをタップして，画面を見ながら同じように作

業をした【写真２】。使い方が分かると，自分から

スタートボタンをタップすることもあった。        【写真２】 

 タブレット型端末で作った手順書は一つ一つの工程が写真で示されているので，や

り方が分かればその写真を見るだけでその後もその作業を行なうことができる。しか

し，その作業をどこまで（どれだけの時間）やればよいのかは分かりにくい。タイマ

ーを別にセットして終わりを知らせることはできるが，タイマーをセットし直してし

まう生徒もいる。そこで，写真の代わりに短い動画を入れれば，生徒はそれを見て，

その動画が終わるまで作業を続けるのではないかと思い，取り組んでみた。 

 ポテトサラダ作りの時に，じゃがいもを潰すと

いう工程がある。その工程の作業を事前に動画に

撮り，それをアプリの手順書に入れると，Ｐは，

その動画を見ながら，動画の画面が終わるまで，

ジャガイモをずっと潰すことができた【写真３】。 

 Ｐは，夏休み明け頃から，母親が料理をしてい

るのを見て，野菜の水切り器を回したり，フライ

パンでうどんを炒めたりしている。料理に興味を       【写真３】

持って，自分から手伝うようになっている。  



イ その他の取組 

 小学部の高学年ユニットでは，「体を動かそう～ウェスト筋肉番付～」という授業に

取り組んだ。そのユニットの指導者が，サーキット運動の各動作の動画をタブレット

型端末で撮り，授業で使うことにした。初めはタブレット型端末を大型テレビに繋い

で，一つ一つの運動を覚えるように，一斉指導をし

た。次に，２～３台のタブレット型端末を各コーナ

ーに置いて，そのコーナーでタブレット型端末に映

っている運動をするようにした。児童はタブレット

型端末を見ながら，映っている時間中，その運動を

した【写真４】。動画が終わると，自分からスタート

ボタンをタップする児童もいた。              【写真４】

学習が進むにつれ，児童が自分でコーナーに行ってそのコーナーの運動をするため

に，さらに多くのタブレット型端末が必要になった。しかも，タブレット型端末で遊

ぶことが好きな児童には興味が他に逸れないように，興味をひくアプリなどがその時

間に使うタブレット型端末ではすぐに使えないようにする必要がある。そこで，ユニ

ットの指導者が作った動画をメディアサーバーに保存し，どのタブレット型端末から

でもその動画を見ることができるようにした。今ではコーナーごとにタブレット型端

末を置くと，児童はそれを見てそれぞれの運動をしている。 

（２） デジタル図書や教材教具の活用        

 ア DAISY 図書 

 ６月末に「DAISY 図書わくわく文庫」を入手することができた。DAISY 図書とは，音

声の出る電子図書で，文字や絵が見えないまたは見えにくい子どもたち，文字は読め

るがどこを読んでいるのかが分かりにくくなる子どもたちに有効である。画面に本の

頁が映し出され，文章を読む音声が流れるが，読んでいる箇所の文字がマーカーで示

されるため，どこの箇所を読んでいるのかが分かりやすい。たくさんの児童生徒に活

用してほしいと思い，図書室の一角にパソコンを置いてそれを利用するコーナーを作

った。図書室に「DAISY 図書わくわく文庫」のポスターを貼り，どういう図書が入っ

ているのかが分かるようにした。昼休みの開館時に，電車が好きな生徒に勧めると，

マーカーで示された箇所の音声を聞いて自分でも復唱しながら，喜んで読んだ。それ

を見ていた他の児童も，自分の順番が回ってくると楽しそうに読んだ。 

 絵によっては怖がって絵本に近づこうとしない生徒が「DAISY 図書わくわく文庫」



を使うと，興味深そうに見ることができたという事例もある。教室のパソコンでも

「DAISY 図書わくわく文庫」が見られるので，図書室で何回か個別学習をした後，ク

ラススタディの時間に大型テレビに映して，友達と一緒に見た。その後，その教材を

基に，絵本と同じようなワンピースを作って友達に発表したり，感想を伝えたりする

学習を展開することもできた。 

 また，「DAISY 図書わくわく文庫」は，音声を聞いてそれを真似ることができるので，

「ゆっくりと音読する」という課題がある生徒Ｑが，音声のスピードを落として利用

した。音声が止まった後に指導者が一時停止の操作をすると，Ｑは今聞いたばかりの

音声を模倣した。すぐに模倣できなかった時も，どこの箇所を読んだのかがマーカー

で分かりやすく示されているので，その箇所の文字を読むことができた。ゆっくり読

めた時に指導者が褒めると，Ｑは早口で読むことが少なくなってきた。 

 タブレット型端末にも DAISY 図書の再生アプリを入れたので，今後，ますます活用

が広がるだろう。

イ 音声読み上げペン

 この「ペン」はペン型の音声再生機で，専用シールにペンの先を当てると，録音し

た音声が流れるようになっている。身近な物にシールを貼ってものの名前を覚えたり，

コミュニケーションボードにシールを貼って要求

を伝えたりするように，コミュニケーションツー

ルとして使われているが，図書館では音読練習に

使えるようにした。ゆっくり音読できるようにな

ることで，児童生徒がその力をいろいろな場面で

活かせるようになるのではないか，と考えたから

である。「DAISY 図書わくわく文庫」に入っている

図書以外の図書に専用シールを貼り，音声を入力       【写真５】 

した。「音声読み上げペン」は，シールを貼る間隔を変えることで，一度に読み上げる

箇所の長さを調整することができる。まずは，長い文ごとよりも，１～２音節ごとに

短く分けてシールを貼り，使いやすいようにした。 

 前述のＱが早速，使い始めた。Ｑは自分で「音声読み上げペン」をシールに当て，

音声が消えた後にすぐ読み上げた。「DAISY 図書わくわく文庫」の中の図書よりも一度

に読む箇所を短くしたので，読みやすかったようである。この「ペン」で学習する時

は，どこの箇所を読んでいるのかが分かりにくいため，「スライド式のリーディングト

ラッカー」を作って，１つのシールごとの文字だけが見えるようにした。「リーディン



グトラッカー」とは，幅５センチメートル，長さ２０センチメートルぐらいの画用紙

にラミネートをかけて中を繰り抜いたもので，他の文章を隠すことにより今読んでい

る文章を見えやすくしたものである。それにスライドをつけて繰り抜いた部分の長さ

を調整できるようにしたので，文章の中のどの箇所を読んでいるのかが分かりやすく

なる。Ｑは，大きな声でゆっくりと，感情をこめて読むことが増えてきた【写真５】。

（３） 図書に親しむ活動

 ア 読み聞かせ放送とクイズ

 昨年度と同じように，昼休みに読み聞かせの放送をした。今年度は，物語としての

お話の面白さに気付いてほしいと思い，以前よりも少し長めのお話（５～６分ぐらい）

にした。絵や言葉のリズムを感性で受け取るだけでなく，少し長い本の読み聞かせを

聞くことで，読解力を身につけることができるようになってほしいと考えた。

お話に関連したクイズも放送し，正解者にはプレゼントをした。例えば，『たなば

たバス』の読み聞かせの時には，織姫と彦星に扮した指導者がバスに見立てたキャス

ターカ―を引っ張って正解者を乗せた。『つきの よるの ものがたり』の読み聞かせ

では大きなスクリーンで影絵をして，正解者のポーズを，タブレット型端末で写真に

撮ってプリントアウトしたものを渡した。児童生徒はプレゼントを喜び，クイズを楽

しみにするようになった。クイズの答えを考える中で，読み聞かせの本の中の好きな

場面だけでなく，お話の内容にも注目するようになった子どもたちが増えたと思われ

る。

 イ 大型絵本作り

 読書週間の取組で，大型絵本を作った。まず，生徒会の生徒が指導者と一緒にお話

を考えた。どんな内容にしたいのか，誰が出てくるのか，主人公の年齢は…？生徒た

ちは真剣に考え，「何か困ったことが起きた時に乗り越える話がいい」ということにな

った。乗り越える時には誰かに助けてもらうのか，自分で解決するのか，と問うと，

「自分で乗り越えたい」という意見が出た。自分の経験を思い出したり，こうありた

いという理想像を描いたりしながら考えた生徒もいた。小・中学部，高等部の児童生

徒という幅広い年齢層に分かる内容で短いお話…というと難しかったが，何とか出来

上がった。それを指導者がページに割り振り，絵の得意な児童生徒が描き，下絵を拡

大して下書きをすると，生徒会の生徒が背景などの下塗りをした。「ここはこの色がい

いかな？」とローラーや刷毛で塗ったり，タンポで色をつけたりして，楽しそうだっ

た。 



次に，昼休みに図書室に来た児童生徒が，布や紙を貼ったり色を塗ったりして絵が

出来上がってきた。昼休みに図書室に来られない児童生徒もいるので，教室を回って，

たくさんの児童生徒が参加できるようにした。生徒会の生徒が文字を書き，タイトル

を考えた。指導者がラミネートフィルムを貼り，絵と絵を貼り合わせ，端をカットし

て出来上がった。 

出来上がった大型絵本を披露すると，生徒会の生徒は拍手をして喜んだ。お話作り

から始めて下塗り，仕上げなど，自分たちのできることを活かして作り上げたことで，

達成感を味わえたようだ【写真６－１・２】。 

大型絵本は学校祭文化の部の展示コーナーや，地域で開かれた本校の作品展に展示

し，多くの人に見てもらえた。図書室の大型絵本コーナーに置いて，校内で利用でき

るようにした。

【写真６－１】 【写真６－２】 

３ 今年度の成果と課題 

 今年度は，タブレット型端末を使った手順書などの教材作りをすることができ，作

り方を伝えていくことで，授業を担当するユニットの指導者が自分で作れるようにな

った。図書館の図書を使ったお話遊びなどの授業の様子もタブレット型端末で紹介動

画を作り，メディアサーバーに保存した。今後，他の指導者も参考資料として利用で

きるだろう。メディアサーバーには「としょ」のフォルダがあり利用しやすくなって

いるので，読み聞かせ絵本も含めて，もっといろいろな教材を作り保存していきたい。 

 DAISY 図書や「音声読み上げペン」などの教材教具も，少しずつではあるが利用で

きるようになった。今後は，さらに多くの児童生徒が利用できるようにしていきたい。

 また，昨年度より少し長めのお話を放送したりクイズを出したりするなどの取組に

よって，ある程度は，児童生徒が主体的に図書に親しむようになったと思われる。読



書週間に「わたしのすきな本」という取組をすると，児童生徒は友達や指導者が大型

テレビに映っているのを喜び，そこで紹介された本を読み始めた生徒もいる。 

今年度は「としょかんだより」を定期的に発行して図書の紹介をした。もっと広報

活動をすることで，児童生徒が図書に親しめるようにしていきたい。 

 本を読むことによって身につく力はいろいろあるが，その中の一つだけでもいいか

ら引き出していきたい。図書館の本が，その子どもに合った力を発見し伸ばしていく

きっかけになったら嬉しい。本の読み聞かせに触れることで生まれる新しい反応を指

導者が受け止めて，それぞれの課題に繋げていくようなことができないか。本の専門

家であり，読み聞かせなどで子どもと接している図書館支援員と担任との連携を，も

っと密にしていきたい。 

 利用しやすい図書館を作ることも必要である。今年度は，分類表示のボードを立て

書架の整理をしてどこに何の本があるのかを分かりやすくし，検索用のパソコンも常

備した。来年度は，低い書架を並べたり車いすのままでも入れるようにしたりして，

より使いやすい図書館を作っていきたい。「乗り物が出てくる絵本」，「リズムの楽しい

絵本」など，本のリスト作りもしていきたい。

学校外の諸機関（公立図書館やおもちゃライブラリーなど）と連携することも必要

である。連携すれば，図書に関する情報を得て学校の図書館で活用できるし，そこで

の取組を紹介して，児童生徒が公立図書館などを利用しやすくなるだろう。

 子どもたちがわくわくして活用できるメディアセンターを，来年度も充実させてい

きたい。


