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次のページで詳しく紹介！

区の鳥
「オナガ」

小中学校の児童・生徒１人１台のタブレットの配布が
始まりました。あわせて、区立小中学校における高速大
容量のネットワーク環境を整備しています。

今までの学びが、ＩＣＴを活用した新たな学びに大き
く変わります。タブレットを活用した新しい授業のモデ
ルを今号では紹介しています。今後の学びについては、
ご家庭でもタブレットを活用することから、ご家庭での
協力も必要になります。ご家庭と学校で協働して、より
よい学びをつくりあげていきましょう。

問 教育総務課　☎5432-2970 FAX  5432-3028

１歩先を行く
I CTを活用した 新たな学び ［特集］

ICTを活用した 新たな学び
……………………1－3

見学レポート
タブレット型情報端末を活用した
新しい授業

……………………… ４
【連載⑥】
学びが変わる―子どもたちの未来を見据えて―
教育総合センター

（区民にも開かれた公共施設）
……………………… 5

重要文化財 大場家住宅
……………………… 6

教育推進会議・総合教育会議
国内留学プログラム ほか

……………………… 7
教えて！せたがやの星

体操女子元日本代表
 田中 理恵さん

…………… 8

もくじ

誰でもいつで
も
どこで

も

学べるICT教育

1



13:00

14:30

19:00

7:00

8:20

8:30

9:00

10:30

今日は 36.5 度
だったよ

元気に学習して
きてね

朝の健康観察朝の健康観察

授業開始前の準備授業開始前の準備

タブレットを机の上に
置いておこう

朝の学習朝の学習

今日の学習は
計算練習です

「ドリル系アプリ」とは…
AI が学力を診断してその子に相応しい問題の出題、
採点、解説を全て自動で行う学習用アプリ

社会社会

今日の学習のねらいは
武士の「館」の様子を
詳しく調べることです

ぼくは武士が持ってる
武器についてインター
ネットで調べるよ

ぼくはドリル系
アプリで勉強し
ます

私は資料集で
詳しく調べるね

タブレットに体温を
入力して先生に提出
します タブレットは机の上や

机の中、手提げ袋など
に入れます

近隣の小・中学生と
オンラインでミーティ
ングします

音楽音楽
オリジナルソング
を作りましょう

「タンタン タンタカ」
とリズムパターンを
入力してみよう

昼休み昼休み
～レクリエーション係の活動～

来週のクラス
遊び何やろう
かな

どんな遊びがいいか
みんなにアンケートを
送って聞いてみるね

委員会委員会
～児童・生徒会ミーティング～

〇月 × 日の朝に３校
合同あいさつ運動を
行いましょう

では、私たち中学生
は▲小学校の正門で
やります

放課後放課後

音読の様子を録画
してくれる？

いいよ
頑張って練習して
先生に提出するのは
一番上手に音読でき
た動画にしようね

やかた

I CTを活用した
新たな学び

教育ICT環境の整備イメージ
新たな学びに向けて、端末とネットワークを整備します。

ICT活用による教育効果の増大

データ
活用

双方向型の
やりとり

個別
最適化

学習や学校生活につい
て、さまざまなデータを
整理、統合して健やかな
成長を経年で見守り、効
果的に支援します。

双方向型のやりとりを
することにより、多様な
情報や価値観を受け止
め、学びを広げ、深めま
す。

一人ひとりの興味・関
心や学習理解度、学ぶ
ペース、学び方等に応じ
て、いつでも、どこでも
学べるよう個別最適化し
ます。

！ ！ ！

１人１台のタブレット型情報端末

～小学生Ⅰ君のとある1日～

問 教育総務課　☎5432-2970 FAX  5432-3028

無線アクセスポイント
（各教室に新設）

タブレットの配備
（約 4万 3千台）

ネットワーク機器

LANケーブル 各学校のインターネット
接続回線の増強 インターネットインターネット

【校内通信ネットワークの再整備内容】
・各教室への無線アクセスポイント設置
・通信機器の高速化対応
・インターネット接続回線の高速化
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見学
レポート

至 三軒茶屋駅

環
七
通
り

淡島通り 若林
陸橋

至 世田谷
代田駅

家電量販店

教育総合センター
建設地

ファミリー
レストラン

至 上馬

東急世田谷線

至 下高井戸駅
若林駅

連載
⑥

学びが変わる―子どもたちの未来を見据えて―

教育総合センター（区民にも開かれた公共施設）

タブレット型情報端末を活用した新しい授業
タブレットを活用した社会の授業の様子を見てみましょう！
６年生の社会科「武士の世の中へ（鎌倉時代）」の授業の中で、平安時代と比べることで鎌倉時代の社会の特徴を

明らかにしていく学習です。

教育総合センターは、「教育研究・研修」や「学校支援」など学校教育を総合的にバックアップするととも
に、就学、いじめや不登校などの多様化する教育相談への対応をはじめ、乳幼児期からの子どもの体験の場や
先進技術等に興味を持つきっかけとなる体験事業の実施など、区民や親子が気軽に訪れることのできる公共施
設となるように整備を進めています。

興味・関心に対応した
事業の取組み

●科学実験やプログラミングなど、子どもた
ちが遊びや学びの活動を通して、探究的な
思考を育む事業を実施。

●地域の企業や商店と連携し、キャリア教育
を推進。

etc.

乳幼児期の体験活動の提供

●乳幼児期からの子どもの自然体験や外遊び
ができるよう広場を開放。

●非認知的能力が育まれるよう「ものづくり」
ができる場を用意。

etc.

教育相談への対応

●就学相談、いじめや不登校、特別支援教育
などの総合相談窓口を開設。

●配慮を必要とする子どもに関する情報を関
係職員で共有し、適切な支援を実施。

etc.

ICTを活用するメリット
１　対話を重視した授業展開
事前にタブレットに入力しておくことで、授業
において対面による話し合いの機会をより多く設
定することができます。

２　先生と子ども、子ども同士の円滑な情報共有
双方向型学習支援アプリを使うことで、学級全
員が誰でも、いつでも、どこでも情報共有を行え
るようになります。

事前学習
先生から子どもたちのタブレットに、こんな宿題

が送られていました。「鎌倉時代の武士の「館
やかた

」と平
安時代の貴族の屋敷を比べて気付いたことを入力し
て、授業の前の日までに送信してください。」

授業での友達との意見交換
（１）先生の「自分が気付いたことを友達と共有し

ましょう。」という指示からスタートしました。

授業のまとめ
（１）自分の考えが広がり、更に詳しく知りたく

なったことを発表していました。

（2）先生が、今後の学習の方向性について確認
し、子どもたちが授業の振り返りを書いて授
業が終了しました。

ICT活用のポイント
事前に課題を配信することで、子どもは放課後等

に自分のペースで取り組むことができます。
先生は、事前に提出された子どもの考えをもとに

授業を展開することができます。

ICT活用のポイント
一見、意見交換しているようには見えませんが、

子どもたちは双方向型学習支援アプリを利用してク
ラス全員のワークシートを見比べています。

ICT活用のポイント
授業の振り返りもタブレットに入力することで先

生だけではなく、友達同士でも共有できます。この
後、先生から次の授業までに取り組む課題が配信さ
れます。

（2）友達の気付きを知って、更に詳しく知りたく
なったことは直接話し合っていました。

現在の工事の様子（令和2年11月末時点）
現在は、基礎工事中です。
避難所にもなる予定のた

め、災害時には区民をしっ
かり守れるよう、土台づく
りを行っています。

今後のスケジュール

　※スケジュールは今後、変更となる場合もございます。

〈区民が活用する事業〉

R2.11月～ R3.9月 R3.10月～ R3.12月 R3.12月

世田谷区立教育総合センター建設地
所在地

〒154-0023
世田谷区若林
５丁目38番１号

交通機関
東急世田谷線
若林駅より
徒歩８分

小田急線
世田谷代田駅より
徒歩14分

新築工事 移転作業等

9/30竣工

開設

問 新教育センター整備担当課　☎3249-0815 FAX  3429-2844

問 教育指導課　☎5432-2703 FAX  5432-3041

武士は自分の領地
を守るために何を
したのか詳しく知
りたいです。

武士が現れたことで世
の中や人々の暮らしは
どのようになったのか
詳しく調べていきま
しょう。

授業の感想をタブ
レットに入力して提
出してください。

鎌倉時代の館には
弓、矢、馬具が多い。

武士の「館
やかた

」と、貴
族の屋敷の様子を
比べてみましょう。

（Bくん）戦の準備
をしていることに
注目している。

（Aさん）館の近く
に田畑が広がって
いることに気付い
ている。

なぜ戦う準備をし
ているのかな。武
士は農民を守りた
いのかな。

自分の領地を守る
ためだと思うよ。

1 2

3
うちの子、集団行動
が苦手みたい…

もっと いろいろな
ことを知りたい！

子どもたちに外
遊びの楽しさを
知ってほしい
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編集後記
いよいよ!!「GIGAスクール構想」が始まります。
１人１台のタブレットが配備され、私たちが子どもの頃には想像ができなかっ

たような「新たな学び」を進めていきます。
活用方法を工夫しながら、今の時代に必要不可欠であり、個別最適化された学び

ができるICT教育にご期待ください。

次号111号は令和3年3月に 発行予定です。
お楽しみに！

教育委員再任のお知らせ
令和2年４月１日付

で教育委員に就任され
た中村豊氏が、令和2
年12月１日付で再任さ
れました。

10月３1日　教育推進会議・総合教育会議

令和2年８月に、テンプル大学ジャパンキャンパス（令和元年夏に港区から世田谷区太子堂に移転）の協力を得て、
同大学の国内留学プログラムに区立小中学校の児童・生徒が参加しました。

このプログラムは、さまざまなテーマについて、英語を共通言語として話し合ったり、学んだりするものです。小学
生は算数や図工などの教科、中学生は生活・文化やインターネットをテーマに３日間の「英語漬け体験」を行いまし
た。参加者は、日本にいながら海外の大学の授業スタイルを体験し、講師やテンプル大学の学生とのコミュニケーショ
ンを通じて生きた英語にふれ、さまざまなものの見方や考え方があることを学びました。

重要文化財

大場家住宅
（世田谷区世田谷１－29－18）

世田谷区内には多くの文化財があります。今回は住宅建造物として都内初の
国の重要文化財に指定された「大場家住宅」を紹介します。
●大場家住宅とは…

今から約280年前の元文2年（1737）頃に建てられたと考えられています。全国的にも数
少ない在地代官の住まいとして貴重な存在となっており、昭和53年（1978）に文化財価値を
認められ住宅建造物として都内初の国の重要文化財に指定されました。
●大場家とは… 

世田谷新宿問屋役を務め、元文４年（1739）から明治維新までは彦根藩世田谷領代官職を
代々務めました。農民の負担軽減や自然災害後に村人が苦しまないよう御救米制度等を確立
し、人々の生活向上に貢献しました。また、江戸時代の人々の暮らしぶりを日記等に書き残
したことにより、私たちは当時の生活を再現し、知ることができます。
●数十年に一度の大規模な保存修理工事

建造物などの、登録・指定文化財は原則建築当初の状態を保存し続ける必要があります。
しかし、現在は建築当初と同じ材料や無形文化遺産「伝統建築工匠の技」を有している職人
の減少等により、文化財の保存はとても困難になっています。

その中で、大場家住宅は、平成30年12月から令和元年11月の間で茅の葺き替え工事と、あ
わせて安全面も考慮し、地震への備えのために耐震補強工事も行いました。今まで建物内の
部屋は見学できませんでしたが、この工事により安全が確保され、現在は建物内の部屋を公
開事業で見学できるようになりました。

かまどの火入れや放水銃による放水など、見学に来てください！

〈大場家住宅特別見学会〉
区学芸員による大場家や代官屋敷の歴史等の解説のほか、普段見ることができない2階座敷部を開放した見学会

を行います。また、当時の生活を再現したかまどへの火入れや、災害対策のための放水等をあわせて行います。

日 時　12月20日（日）10時～13時　※参加自由（申込不要）
内 容　（１）区学芸員による解説会　（２）火入れ見学　（３）放水銃による放水見学
場 所　上記のとおり
その他　（１）マスクの着用をお願いします。

（２）体調確認のため、当日受付の際、検温させていただき、受付簿に必要事項の記入をお願
いします。

（３）参加自由（申込不要）ですが、新型コロナ感染拡大防止のため、建物内の人数調整をさ
せていただくことがあります。

詳細は区ＨＰおよび世田谷デジタルミュージアムにてご確認ください。

https://www.city.setagaya.lg.jp/event/bunka/d00188507.html

大場家住宅の紹介動画（約１分）を作成しました。以下の世田谷デジタルミュージアムからぜひご覧ください。
今後は大場家住宅以外の文化財の紹介動画も作成し、世田谷デジタルミュージアムに掲載していきます。

世田谷デジタルミュージアムについて
区内にある豊富な文化財や関連資料をデジタルアーカイブ化し、誰もが貴

重な文化財に触れることができるインターネットサイトです。郷土資料館な
どで収蔵された文化財や昭和30年代の世田谷の風景写真などを数多く収録し
ています。

また、「お知らせ」では、さまざまな歴史文化講座やイベントなどを掲載
しています。

ぜひ、サイトを開いて、世田谷の歴史や文化にふれてください。

サイトへの
アクセスは
こちらから。

参加者の声
今年は学校のイベントが無くなっていたけど、このプ
ログラムで新しい友達もできて、英語のスキルを伸ば
すこともできたので、とても楽しむことができまし
た。また参加したいです。

アメリカと日本の勉強の仕方の違いがおもしろかった。

今まであまり英語が好きではなかったけれど、英語を
話す恐怖心が克服できました。これからは気軽に外国
人に話しかけられそうです。

Zoom会議「これまでの学び、これからの学び
～保護者や教員・子どもから捉えたICTによる新しい学び～」

当日のZoom会議の様子を、区の公式YouTubeにて配信しています。以下、区のホームページ内より閲覧できます。

〇教育推進会議
テーマをもとに、ICTに関する保護者と地域の方の声を

オンラインにてうかがい、ICTを活用した授業風景及び児
童・生徒、教員のインタビュー映像を視聴、構成員によ
る意見交換を行った後に学識経験者の講評をいただきま
した。

〇総合教育会議
教育推進会議の内容をもとに、区長、教育長、教

育委員による意見交換を行いました。

令和２年度第２回世田谷教育推進会議（動画） 第２回世田谷区総合教育会議（動画）

区長と教育長、教育委員との
意見交換の内容

・ICTは新たな時代の学びにおいて不可欠です
が万能ではありません。子どもたちが冷静
に判断できる能力を高め、成長するための
ツールの一つとして活用してほしいです。

・ICT活用による学習が進むなか、学校や家庭
でタブレット端末をどのように活用し、学
ぶことができるか、保護者に対しても十分
な説明が必要です。学校・保護者・区が連
携することが重要だと思います。左上：手話通訳、右上：教育推進会議構成員

下：東京学芸大学附属小金井小学校 鈴木秀樹氏

Zoom会議
の様子

問 生涯学習・地域学校連携課　☎5432-2726 FAX  5432-3039

撮影　清水　襄
至 下高井戸

ボロ市通り

上町駅

区立桜小学校

上町停留所

天祖神社 世田谷信用金庫

区立郷土資料館

世田谷通り

世田谷駅
至 

三
軒
茶
屋

東急世田谷線

N

文

大場家住宅

普段非公開の
２階座敷部も
見学できます！

問 教育指導課　☎5432-2707 FAX  5432-3041

国内留学プログラム
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問 教育総務課　☎5432-2745 FAX  5432-3028

気持ちが変わると人生も変わる。
すべて自分が変わらないといいことも引き寄せられない！

ロンドンオリンピックに３兄弟揃って出場された田中理恵
さんにインタビュー。
ご家族とのエピソード、世田谷区内の日本体育大学に通わ
れていた頃のお話、現在の子育てのことなどをうかがいま
した。（詳しくはWEBで！）

―幼少期について、どのようなお子さんでし
たか？

物心ついたころから家の中にトランポリン
や鉄棒があり、両親も体操選手でしたので、
遊び道具が体操の器具でした。兄と弟がいま
したので、ブロックやミニ四駆などで遊んで
いました。自転車に乗りたくて、丸一日練習
をして真っ黒になるまで外で遊んでいるよう
な子どもでした。

小学校１年生で始めた体操、順風満帆
な中学時代とその後の高校での挫折
―ご兄弟とはずっと仲が良いですか。

まだ、ケンカをしたことがなくて、物の取
り合いもしたことがありません。小学校１年
生から体操の生活が始まったので、ケンカす
るパワーもありませんでした。練習を頑張っ
て、練習中に怒られている姿を兄弟も見てい
るので、３人で支え合って、みんな優しい気
持ちになろうとしていました。また、疲れ
きっていました。
―田中さんにとってご両親はどのような方で
すか。

父母は本当に怒るということが全くない、
いつも褒めてくれているイメージがありま
す。練習に行くと先生になり厳しい指導を受
けましたが、家に帰ると「今日は頑張った
ね」と声をかけてくれて、オンとオフを切り
替えてくれました。あとは、家では体操の話
はしないというルールがありました。
―中学・高校では、どのような体操生活をお
くりましたか。

中学３年生までは本当に体操が楽しく、ど
んな技でも成功できました。アテネオリン
ピック出場を目指して頑張り、中学３年生で
全国大会の個人総合メダルをとりました。そ
の後に、足首の骨が欠けてさまざまな関節に
入るという大きな怪我をして、コンスタント
に練習ができなくなりました。体重が約10キ
ロ増え、身長も約10センチ伸びて、高校３年
間は反抗期とも重なり、全然気持ちも入ら
ず、ただただ練習に行かされる生活でした。
初めての挫折で、体操人生で一番苦しい時代
でした。
―そこから立ち直ったきっかけは、なんでし
たか。

どんな態度をとろうとも親は怒りませんで
した。父兼先生としては「体操人生を長く見
なさい」と、母は「いつも笑顔でいなさい」
と言ってくれました。でも、当時は両親の言
葉も響かず、「辞めたい」と母に言ったら、

「どうぞ辞めてください」と言われました。
2か月くらい休み、友だちと一緒に帰った
り、遊びに行ったり、カラオケに行ったりと
女子高生らしい経験をしましたが、「兄弟は
頑張っているかな」とか「やはり目標を持つ
ことのほうが楽しいな」と気づきました。
「戻りたい」と母に言ったとき、母は理由を
聞きませんでした。弟が「そろそろ真剣にや
れ」と家族を代表して言ってくれて、そこか
ら気持ちが変わりました。申し訳なさと、自
分が変わらなきゃ、また頑張らなきゃいけな
い、ともう一度スイッチを入れ直しました。
―その後、日体大に通われたのですね。

日体大からスカウトがあり、体操人生をや
り直すには一番強い大学に行くことを決心し
ました。足首の怪我を手術し、完治してから
遅咲きのように皆様に知ってもらえるように
なりました。足首を手術したのが、人生の変
わる瞬間でした。一番良かったのは、高校３
年間も基礎トレーニングは続けていたので、
足が治ったとき、身体はできあがっていまし
た。足が痛くなくなったときに、心と身体は
一致するのだなと実感するように、どんどん
とレベルが上がっていきました。自分でも
びっくりしました。両親から離れたほうが、
自分をしっかり知ることができました。両親
に甘えていたことや仲間と支え合う環境も大
事なことも、遅いですが大学生になり気づき
ました。

ロンドンオリンピックで家族全員がそ
の会場にいる幸せ
―2012年のロンドンオリンピックに3兄弟一
緒に出場したというのはどうでしたか。

正直な気持ちを言うと、同じ年に３兄弟全
員が行けたというこんな幸せなことがあって
よいのかという不安と、プレッシャーと、喜
びと、すごく複雑な2012年でした。これ以上
幸せなことはもう一生ないのではないかと思
うくらいでした。

ロンドンオリンピックの舞台で、家族全員
がその体育館の中にいるというのは幸せだな
と思いつつ、両親に恩返しができたと思いま
す。

気持ちが変わると人生も変わります。気持
ちが落ち込んでいて、調子が悪いのも何でも
人のせいにしている時期がありました。当た
り前ですが、大学に入り、いろいろな選手と
出会い、学びました。全て、自分が変わらな
いと良いことも引き寄せられないと思いま
す。いま、改めて、高校の３年間はいい経験
をしたなと思います。

インタビュー

教えて！せたがやの星
第15回

―現在、２歳の娘さんがいらっしゃるとのこ
とですが、子育てはいかがですか。

子育ては難しいです。娘が産まれる前は想
像の中で、全力で仕事も子育ても頑張ろうと
ふわふわとしている感じで思っていました。
実際に娘が産まれて生活していく中で、甘え
ることも、弱音を吐くことも、恥ずかしいこ
とじゃない、大事だな、と学びました。一つ
だけ決めているのは、子どもの見本になる行
動をしようと思っています。
―最後に子どもたちにメッセージを

子どもたちには夢や目標を常に持って、自
分たちが楽しい、好きといえるものを選んで
もらいたい。スポーツだったり音楽や勉強
だったり何でもいい。常に前を向いて、自分
がなりたいものを夢膨らませながら最後まで
諦めないで頑張ってほしいと思います。

田中 理恵（たなか・りえ）
６月11日　和歌山県生まれ。
日本体育大学卒業、同大学大学院修了。
女子体操選手としては大柄な身長157㎝の長身と長
い手足を生かした美しい演技を持ち味として活躍。
ロッテルダム世界選手権（2010年）にて、日本女
子初の『ロンジン・エレガンス賞』を受賞。全日
本体操競技選手権大会（2012年）女子個人総合優
勝、NHK杯体操競技（2012年）女子個人総合優勝
など輝かしい実績を残す。
ロンドン五輪（2012年）には同じ体操選手である
兄の和仁選手、弟の佑典選手とともに出場。兄弟
３人揃っての五輪出場は日本代表史上初の快挙。
現在、東京2020オリンピック・パラリンピック競
技大会組織委員会理事、日本体操協会理事を務
め、さまざまなスポーツイベントやテレビ番組へ
の出演など、多岐にわたって活動している。

★インタビュー全文は区のホームページ
（右のQRコード）に掲載しています。

体操女子元日本代表
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