
 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年度第２回世田谷教育推進会議 

教育総合センターの開設に向けて 

～ＩＣＴ教育によって、子どもたちの学びはどう変わるのか～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年７月21日（水）  オンライン会議(Zoom) 



1 

○司会 定刻となりましたので、これより令和３年度第２回教育推進会議を開催いたしま

す。 

 私は、本日の進行を務めます教育総務部教育総務課長の安藤と申します。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 それでは、本日の会議に参加されている皆様を御紹介します。 

 国際大学グローバル・コミュニケーション・センター准教授の豊福晋平先生です。 

 東京学芸大学附属小金井小学校教諭の鈴木秀樹先生です。 

 保護者を代表して、吉澤卓さんです。 

 同じく保護者を代表して、本田小百合さんです。 

 世田谷区教育委員会教育長、渡部理枝です。 

 教育指導課主任指導主事、井元章二です。 

 参加者の皆様には、本日、パネルディスカッションのパネラーをしていただきます。 

 開催に当たり、渡部教育長より御挨拶を申し上げます。 

 それでは渡部教育長、よろしくお願いいたします。 

○渡部教育長 皆さんこんにちは。世田谷区教育委員会教育長、渡部でございます。 

 本日は、「ＩＣＴ教育によって、子どもたちの学びはどう変わるのか」をテーマに、令

和３年度第２回教育推進会議を開催いたします。 

 本日は教育現場でのＩＣＴ教育の実践例を録画映像で現場の先生方が報告し、ＩＣＴの

専門の先生方、保護者代表の皆様、教育委員会事務局でパネルディスカッションを行いま

す。 

 今回は、オンライン会議をライブ配信して皆様に御視聴いただき、後日、ユーチューブ

世田谷区公式チャンネルで配信を行う形で開催いたします。 

 子どもたちの新しい学びについて、皆様の貴重な御意見をいただきますよう、よろしく

お願いいたします。 

○司会 渡部教育長の御挨拶でした。 

 では、ここからの進行は井元主任指導主事にお願いいたします。 

○井元主任指導主事 それでは、よろしくお願いいたします。 

 １人１台のタブレットを活用した学びは、まだまだスタートしたばかりで、これから話

合いを皆様と積み重ねていく必要があると考えております。そこで本日は、５月15日に行

ったＩＣＴ教育オンラインセミナーの登壇者に引き続きお集まりいただいて話合いを深め
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てまいりたいと思っております。登壇者の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。 

 なお、本日は、視聴されている方々から、Ｑ＆Ａの機能を使って質問を受け付けており

ます。ぜひ皆様、質問をお寄せいただければ幸いです。この会の後半の質疑応答のところ

で、時間の許す限り、パネルディスカッションのパネラーの皆様にお答えいただきたいと

思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 では、まずはタブレット依存などへの懸念をメインテーマに取り上げた前回のオンライ

ンセミナーの内容を豊福先生に振り返っていただこうと思います。 

 豊福先生、よろしくお願いいたします。 

○豊福氏 国際大学ＧＬＯＣＯＭの豊福です。今日はよろしくお願いいたします。 

 では、ちょっと資料共有いたします。今日のお話に先立って、前回どのようなお話だっ

たかをかいつまんでお話ししたいと思います。 

 そもそもＧＩＧＡスクールが始まる前は、学校にはパソコンとかはあまり入っていなか

った、それからネットワークの利用もほぼなされていなかったということで、実は学校と

おうちの間には情報格差が結構大きいですねというお話でした。 

 これを解消することは大きなメリットになってくるだろうと。例えばそれは、今まで紙

と対面でしかできていなかった連絡が、スマホでデジタルで行えるようになったり、利便

性が確実に増していくということですね。ただし、その間には幾つか大きな壁があること

も分かってまいりました。 

 そこで、一つはこちらですが、もともと子どもたちが家庭で中心に使っているものは、

こちらにあるような情報の消費、例えば動画サイトを見たり、ＬＩＮＥを中心にした私的

な交流がメインでした。 

 これに対して、やはり親世代からすると、テレビを見ていたものが全部オンラインに移

ったということで、長時間それを見過ぎているのではないかとか、依存になっているので

はないかという御懸念が結構強く示されているように思います。 

 ただし、子どもたちのメディア環境が大幅に変わっていることを考えますと、我々大人

の世代も、子どもたちがどういう環境で、どのような生活をして、どのような情報を得て

いるのか、あるいは発しようとしているのかをきちんと分かってあげなければいけないと

いう話をしたかと思います。 

 それと併せて、学校の中では、これから公的な連絡、共有発表、知的な生産とか知識習

得の部分を、学校から配られたｉＰａｄを活用することで、より役立てていこうとしてい
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ます。 

 そこで、情報化のメリットをポジティブに生かすことが、これから我々に課せられた課

題であると思っております。私的な情報の消費とか交流は、どちらかというとネガティブ

に捉えられてきたところもありますし、子どもたちが知的な生産をどのようにしていくの

かも、実はあまりよく分かっていない現状があったりします。そういう課題を乗り越えて

いくことがこれからの課題ということですね。 

 そのためにはどういう取りかかりがあるかですが、これは前回申し上げたとおり、頻度

と時間と用途を増やしていくことと、子どもたちがその機会に習熟していくことをセット

で考えていかなくてはいけないということです。 

 それも授業の中で頑張って使うというよりは、むしろ学校日常のデジタル化を鍵にして

無理なく育てていけたらと考えていますというお話でありました。 

 そういう形で少しまとめました。 

○井元主任指導主事 豊福先生、ありがとうございました。 

 学校と家庭における情報格差を解消して、ＩＣＴを公的連絡や共有発表に活用していく

というメリットに目を向けていくことが大切であるというお話をいただいたところです。 

 そこで本日は、タブレット依存などへの懸念をメインテーマに取り上げた前回とは視点

を変えて、情報化のメリットに目を向けて話合いを深めていきたいと思っております。 

 なお、前回のテーマとなりました懸念されるところについては、今後、専門家の方々を

お招きして、もっと掘り下げて話し合えるように、今準備を進めているところです。 

 それでは、これから情報化のメリットというところで、ＩＣＴ活用が広がってきて、新

しい学びの可能性が見えてきた実践を、小学校と中学校の先生方から報告していただきた

いと思います。これから御報告いただく両校には、ＩＣＴの活用を積極的に広める役割を

担うＩＣＴインフルエンサーと呼ばれる教員がおりまして、その先生方の働きによってＩ

ＣＴ活用が非常に活性化しております。 

 では初めに、全てのお子さんがＩＣＴを日常の中で利用できるように、先生方が支え合

いながら取り組んできている事例を、用賀小学校の先生方に報告していただきたいと思い

ます。 

 用賀小学校の先生方、どうぞよろしくお願いいたします。 

○鈴木先生 それでは、これから用賀小学校の実践報告をします。今日は用賀小の蛍光ピ

ンクのチームＴシャツでお送りします。私は用賀小の鈴木です。 
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○小林先生 小林です。 

○青鹿校長 校長の青鹿です。よろしくお願いします。 

○鈴木先生 それでは、スライドの画面を共有します。 

 用賀小学校では、ｉＰａｄの活用が、どの学年でもできるように進めております。ロイ

ロノート等の基本的な操作の研修を行ったほか、分からないことはすぐに聞ける雰囲気が

あり、ハード面、ソフト面ともに、その都度、その場で解決できることが活用につながっ

ている理由の一つではないかと考えております。 

 全学年にｉＰａｄが配付されましたが、他校からは「低学年で何ができるのか」、「低

学年では何をやったらよいのか」という声も聞こえてきます。そこで、今日は用賀小の２

年３組の様子を御紹介したいと思います。 

 ４月の終わりにｉＰａｄが配付された２年生。２か月ほどで子どもも先生も、ここまで

できるようになりました。掃除の時間を、ロイロノートのアンケート機能を活用しながら

振り返っている様子です。 

 では、こちらの動画を御覧ください。 

（動画） 

○鈴木先生 それでは、動画のクラスの担任の小林先生にインタビューをしながら進めて

いきたいと思います。 

 低学年で、アンケート機能は少し難しいと思うのですが、その点はいかがでしょうか。 

○小林先生 子どもたちがタブレットの操作に大分慣れてきたので、アンケート機能を使

うようになりました。毎月の掃除の振り返りや、校内研究で行う児童の実態調査などをア

ンケート機能で実施しています。こちらの負担も少ないですし、その場ですぐに結果が出

て、子どもたちとその内容を確認できることは非常に効果的だと感じています。子どもた

ちの意識も高くなり、掃除も見る見る上手になりました。 

 紙ベースの振り返りシートと比べても、タブレットを使うことによって、反省させられ

ているという重たい雰囲気もなく、楽しみながら自分の活動を振り返ることができること

もよいことだと思っています。 

 今では子どもたちが自分たちでアンケートをつくり、係活動などでも利用しています。

例えばクラス遊び係は、アンケートを使ってクラス遊びの内容を決めています。 

○鈴木先生 もう子どもたちが係活動でアンケートを使っているのですね。 

○小林先生 はい。 
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○鈴木先生 今は「クラス遊びがいしゃ」でしたが、ほかにどんな係で使っているのです

か。 

○小林先生 新聞係がアンケートを取って、その結果を新聞に載せたりしています。 

○鈴木先生 すごいですね。その段階が必要だと思うのですが、どんな段階で指導したか

をお願いします。 

○小林先生 私は今年の３月に産育休から復職しました。私が休んでいる間に、小学校で

はタブレットを使った学習活動が始まっていたので、どのように学習に利用したらよいか

初めは分かりませんでした。低学年はアルファベットも知りませんし、パソコンに触った

ことがない児童も少なくありません。低学年でもできることを考えることにしました。 

○鈴木先生 低学年は確かに分からないことや未経験のことが多いですよね。復帰した途

端にｉＰａｄというのも、ちょっと驚くと思うのですが、復帰したら子どもが全員ｉＰａ

ｄを持っていると聞いて、どう思いましたか。 

○小林先生 配ったからには何かに使わなくてはという思いはすごくありました。 

○鈴木先生 なるほど。そうしたら、活用をどのようにしていったかが知りたいのです

が、お願いします。 

○小林先生 まず初めに、一番簡単にできるのは写真の撮り方かと思いましたので、写真

の撮り方を教えました。主に生活科の植物や昆虫の観察に使いました。 

 次に利用したものがロイロノートです。ロイロノートで初めに教えたことは、テキスト

の使い方です。文字の入力はタッチパネルを利用しました。まずは担任と自由にメッセー

ジ交換を行い、楽しみながら入力を繰り返し、タブレットの操作に慣れていきました。 

○鈴木先生 五十音のタッチパネルだと、低学年も入力できますよね。先生とのメッセー

ジ交換は、子どもたちもうれしいと思いますし、この「せんせいだいすき。☆」はとても

うれしいですよね。多分、僕には来ないと思うのですが（笑）、大体何往復ぐらいやり取

りしたのですかね。 

○小林先生 初めの頃は本当に全員が何通も送ってくれたので、もう放課後になると何十

通と届いていました。 

○青鹿校長 ほお、すごい。 

○鈴木先生 そうすると、入力スピードも上がるから一石二鳥ですよね。 

○小林先生 はい。 

 そして、次に利用したのが提出箱です。提出したものを回答共有すると、「友達にも見
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てもらえる」という意識から、ノート記述も意欲的になっているように感じています。 

○鈴木先生 こういう段階を経てアンケート機能まで使えているということがよく分かり

ました。スモールステップでの指導や、先生とのメッセージのやり取りなど、いろいろな

仕掛けで低学年での積極的な活用につながっていると思います。 

 では、最後に校長先生、いかがでしょうか。 

○青鹿校長 今後も新しく対応しなければならない教育課題がたくさん増えてくると思い

ます。その中で、先生方の努力には本当に頭が下がります。ＩＣＴを授業で取り入れてや

っていこうとする気持ちがうれしく思います。それは30年後の未来、大人になった子ども

たちが、どんな力を頼りにして生活していくのか、しっかりと見据えた学習活動を考えて

進めているからだと思っています。 

 しかも、子どもたちの将来を見据え、何をしなければならないという堅い発想ではな

く、やってみるとどうかな、まずやってみようとする発想からは、私はたくさん教わるこ

とがありました。 

 日常的に使われているタブレットが、子どもたちの個別最適な学びを進めていくための

道具として、その可能性を非常に感じました。 

 これで用賀小学校の実践報告を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○鈴木先生 ありがとうございました。 

○井元主任指導主事 ありがとうございます。 

○鈴木先生 ゆるキャラのヨッショーです。 

○井元主任指導主事 ヨッショーですか。（笑）本当に楽しい発表をありがとうございま

す。先生方、本当にとてもよい雰囲気で学校、子どもたちの教育に当たられているという

ことがとても伝わってきました。本当にありがとうございます。 

 では、続きまして、特別支援学級で一人一人の特性に応じてＩＣＴを活用している事例

を、上祖師谷中学校の先生方に報告していただきたいと思います。 

 それでは、どうぞよろしくお願いいたします。 

○毛利副校長 こんにちは。温知学舎、上祖師谷中学校副校長、毛利慎治です。よろしく

お願いします。 

○大山先生 こんにちは。上祖師谷中学校、特別支援学級、Ｉ組担任の大山です。 

○毛利副校長 本校のＩＣＴ実践報告を行います。 

 まずは、ＩＣＴ機器を活用している授業の様子を動画で御覧ください。 
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（動画） 

○大山先生 動画を御視聴いただきありがとうございました。動画のように本学級ではＩ

ＣＴを活用し様々な教育活動に取り組んでいます。今日はその実践事例を紹介いたします。 

 ①文字入力・文章づくりの支援です。写真の生徒は、文章を五十音入力で作成していま

す。また、次の生徒はタイピングが得意なので、ローマ字入力で文章をつくっています。

このように、どの生徒も文章づくりに参加し、スピーチすることができました。 

 ②ｉＰａｄによる調べ学習です。写真の生徒はインターネット(Safari)を利用して交通

経路と交通費を調べています。音声入力によって、タイピングが苦手な生徒も円滑に検索

することができました。 

 ③文字認識の支援です。写真のように、カメラアプリによって黒板やホワイトボードの

文字を撮影しています。そして、撮影した文字を拡大することで英語（アルファベット）

の形の認識を支援しています。このようにはっきりと映すことによって文字の認識力が高

まり、それにより英語学習に対する意欲の向上にもつながりました。 

 ④観察・記録の支援です。写真の生徒は、カメラアプリによって顕微鏡の世界を撮影し

ています。これは実際に生徒が撮影した顕微鏡の様子です。撮影した写真を見て、実際に

スケッチを行いました。そうすることによって、顕微鏡の操作が苦手な生徒でも顕微鏡観

察を容易に行うことができました。 

 また、別の場面では、写真アプリの機能によって、写真にこのように注目点をつけまし

た。観察ポイントをしっかりと確認させてからスケッチを行いました。そうすることによ

り、全員が特徴を捉えたスケッチをすることができました。 

 これは、実際に生徒が描いたスケッチです。アジサイの葉の特徴である葉脈の様子や、

葉の縁のぎざぎざなど、しっかりと特徴を捉えることができました。 

 まとめです。ＩＣＴ活用によって得られた効果は４つあると感じています。 

 ①文字入力（文章づくり）のハードルが下がったことです。そうすることにより、書く

ことに時間を要する生徒も、文章の作成が容易にできるようになりました。 

 ②様々な学習活動における「認知」の支援です。「分からない」ストレスが減り、生徒

の学習意欲や集中力の向上につながりました。 

 ③タイピングスキル・タブレット端末活用力の向上です。将来、就労に生かせるスキル

の獲得へとつながっています。 

 ④伝える力・表現力の向上です。「伝わらない不安」から「伝える喜び」へと変化して
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いっています。 

 本学級では、このようにＩＣＴ機器を活用し、様々な教育活動に取り組んでいきます。

今後ともよろしくお願いいたします。 

○毛利副校長 これからも上祖師谷中学校では、ＩＣＴ機器を、いつでも、どこでも、日

常的に学びを深める文房具として、様々な教育活動に活用してまいります。 

 以上で本校のＩＣＴ実践報告を終わります。ありがとうございました。 

○井元主任指導主事 ありがとうございました。とてもすてきな発表でした。特にキーワ

ードがたくさん出てきたかと思っておりますが、今の実践報告を伺って、お子さんが卒業

した後のことまで見据えて、一人一人の特性に応じたＩＣＴ活用スキルを育成していると

いうことが本当によく伝わってきました。 

 実践報告いただいた先生方、本当にありがとうございます。 

 それでは、今の２つの事例を基に、これから、時間にして３時20分ぐらいまでになりま

すが、本日登壇いただいているパネラーの皆様と話し合っていきたいと考えております。

ここからのファシリテーター役は豊福先生にお願いしたいと思います。 

 豊福先生、どうぞよろしくお願いいたします。 

○豊福氏 よろしくお願いいたします。 

 ５月の頃から比べますと、具体的な学校での活用事例が出てまいりましたので、「お

お、なかなかすごいぞ」という感じを僕自身は受けたのですが、特に先ほど６つ枠を出し

て御説明したのですが、用賀の小学校さんでは、例えば私的な通信、先生にメッセージを

出すというすごくプライベートな通信から、今度は提出箱を使って、クラス全員でシェア

するというようなところにうまくつないでいったり、幾つか気になるといいますか、要点

になるようなところが出てきたと思います。 

 今日見せていただいたものは、どちらの学校さんも、発表はすごく緊張されていたと思

うのですが、実践の中身はすごく自然な、子どもたちのやりたいことや、自分たちがやっ

たよというものが前面に出てきているような、そんな内容だったかと思うのですね。 

 そこで、まずは、これを見ていただいて、用賀小学校の事例からお話を進めていこうか

と思いますが、本田さん、特にこの用賀小学校の事例を見て、どんなところに気がつかれ

ましたか、ちょっとお話しいただければと思います。 

○本田氏 ありがとうございます。動画を拝見して、お友達の上手なお掃除の仕方とか

を、先生の説明だけではなくて写真でも見られるということは、子どもたちは「なるほ
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ど」と思うのかなという印象を持ちました。 

 先ほどの動画を見ていて、ガッツポーズをしている女の子もいたのですが、褒められる

側も「やったぞ」という思いが持てるのかなと思います。 

 オンラインアンケートも、入力した後にすぐに共有でき、自動的に集計してくれるの

で、時間差が少ない状況で皆さんに共有できるので、理解を深められるよさがあるのかな

と思いました。 

 ロイロノートですが、子どもが使っていて日頃感じていることですが、クラスのお友達

の全員の意見を一覧で見られることがすごくいいなと思っています。というのも、今まで

授業中に手を挙げて発言するとか、自分が書いたノートを先生に提出するのですと、すご

く限られたお友達の情報だけが入ってくると思うのですが、それがほかのお友達の情報が

入ってくることで、「あっ、こんな考え方があるのか」ということをより広く学べる機会

ができるのかなと思います。これが恐らくタブレットを使う大きな利点かなと思います。 

 この間、公開授業がありまして、各クラス少しちらちらと拝見したのですが、調べ学習

とか意見交換などでタブレットを活用していて、かなり感動しました。 

 タイピングができるお子さんは、もちろんさくさく入力していて、いいなと思いました

が、タイピングができなくても、先ほどの画面にあったようにタッチパネルを利用してい

て、それぞれに活用していて、とてもよかったと思います。 

 公開授業では、すごく短時間だったと思いますが、タブレットが配付されてからそんな

に日がたっていないとは思うのですが、様々に活用されているところを拝見して、先生方

には本当に感謝しております。 

○豊福氏 ありがとうございます。特に低学年のお子さんへの応用なので、多分ほかの学

校の先生方も知りたいと思っていることは、子どもたちがどのくらいの操作をできるのだ

ろう、どのくらいの習熟というかトレーニングをすればできるようになるのだろうという

ところがなかなか分からないとか思うのですが、学校で見られている分にはどんな感じで

すか。それは多分お子さんによって違いもあったとは思うのですが、いかがですか。 

○本田氏 そうですね、いろいろ工夫しながら使っている印象でした。 

○豊福氏 そうですね、担任の先生のお話もあったと思いますが、例えば操作が難しいの

ではないかとか、タイピングができないのではないかということは一般に言われることで

すが、写真を撮ったり録音をしたりという機能自体は、子どもたちは一回操作を覚えてし

まえば使いこなせたりするので、多分その辺の応用をうまくされているのではないかと、
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画面の中からはそのように読み取れましたね。 

○本田氏 そうですね。 

○豊福氏 はい、ありがとうございます。 

 さて、特に今回、アンケートの話がちらっと出てきたのですが、渡部教育長にお伺いし

たいことは、この中でどういうことを目指していこうとされているのかというあたりを少

しお話しいただけるとありがたいと思います。 

○渡部教育長 どういうことを目指していくかということは、これからのＩＣＴというこ

とについてですかね。 

○豊福氏 といいますか、特にコミュニケーションのツールですよね。 

○渡部教育長 コミュニケーションのツールとして、どういうことをということですか。 

○豊福氏 はい、そうです。 

○渡部教育長 今、本田さんからお話をいただいて、少しずつでも進んでいるというお話

を伺って、本当によかったなと思いました。私としては、学校差のようなものも気になっ

ていて、これがそんなに簡単に進むとは、あまり思えていなくて、先ほど教育総合会議の

中で話をしたのですが、この変化の中で、本気で変えていかなければいけない、コミュニ

ケーションの仕方も、子どもたちが変わっていくので、みんなが意識を変えていくという

ところから始めるのですが、なかなかこの変革は難しいと私としては思っていました。 

 ただ、試行錯誤をしながらも、みんなが少しずつでも前に進めようとしてくれているこ

とが、私はうれしいです。先ほどの用賀の例でも、上祖師谷の例でも、まだまだ試行錯誤

なのだと思います。 

 前回、また同じメンバーでこのようにやっていますが、そのときには「これから始めま

す」という話しかできなくて、そうしたらほかの皆さんや、聞いている方から「例が欲し

い」と言われて、学校でどんなことをしているのかを知りたいというところがあったの

で、今日こういう形で進められて、豊福先生からも「進んだ」というお話をいただいたの

で、よかったかなと思いました。 

○豊福氏 ありがとうございます。 

 やはりスローガンだけだと、具体的に学校にどういう形でおりているのかが見えてこな

いので、そこを不安に思われる方も多かったのではないかと思うのですが、結構皆さん工

夫されているなというところがはっきり出てきたことがよかったと思います。 

 私が表面だけなぞっていてもしようがないので、ここで鈴木先生に少し突っ込んだとこ
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ろをコメントいただこうかと思いますが、特に今回、低学年の実践という形でお見せいた

だいたのですが、どこら辺に注目されましたか。 

○鈴木氏 私も１人１台を初めてやったのは、実は２年生だったのですね。懐かしく見て

いたのです。ｉＰａｄだったので「ああ、やった、やった」と思いながら見たのですが、

無理のないところがいいなと思いました。 

 ふだん子どもたちが、タブレットがなくてもやっている活動はあるわけではないです

か。掃除であったり観察とかですね。そういうものを、タブレットで写真を撮るという簡

単な操作を持ってくることで、随分バージョンアップしますよね。そこの無理のなさとい

うところがいいなあと思いました。 

○豊福氏 そうですね。特にああいうメディアを子ども自身が自分の手で残せるのだ、や

ったことを自分で残せるのだ、それを、次の段階は多分、サムネイルにいっぱい残ってい

る写真を、もう一回シェアしたり作品にしたりできるのだというところがだんだん整って

くると、パワーアップしてくるのではないかというところは、僕のちょっとわくわくして

いるところですね。ありがとうございます。 

 次が中学校の上祖師谷中学校さんで、特に特別支援学級の中でお使いになっているケー

スを御覧いただいたのですが、この中では、今までのＩＣＴの教育でやってきたことと少

しに違った方面を結構強化されている、意図的におやりになっているなという気がしたの

ですね。 

 それは、僕もこういう会議とかでよく言うのですが、先生が１つ課題を出して、全員が

同じやり方で、同じ時間で、同じ結果を出すという課題を出すということが、今までの学

校の中でよくやっている課題ですが、今回に関しは、それぞれ皆さんが持っているチャレ

ンジの違い、困難や障害を持っていらしたりする。でも、その中で自分の道具としてどう

やって使おうかというところが結構はっきり出てきていた面白い事例かと思うのですが、

これに関しては吉澤さんに少しお話を振りたいのです。このビデオと発表を見ていただい

て、どういうところが気になりましたか。 

○吉澤氏 個別最適化の学びと言っていて、学校にフィットしていて、学校をエンジョイ

しているお友達の世界は、これからもいろいろと面白いことが起きるのだろうなと思うの

ですが、やはり学びが少し個性的な友達が、こうやって一つ一つＩＣＴがあってこその学

び方に触れられるということは非常に大事だなと改めて思いました。 

 でも、今Ｑ＆Ａにも入っていましたが、やはりこれは、いわゆる特別支援学級に限ら
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ず、日常の普通の学級の中のいろいろな特性に、これからどんどん、個別な状況に先生が

応えられるということを、保護者の方は、多分期待されていて、そのことについてはこれ

から、さっき渡部教育長がおっしゃっていましたが、もう少し頑張らなければいけない

と、そして先生たちの認識はどうなっているのだというところはあるのです。 

 しかし、私はこれを見ていて、教員がこの事例を共有するだけではなくて、子どもた

ち、自分たちがこれを共有することによって、「あっ、こういうことで、自分たちはこの

ように学んでいきたい」と、そのようなつかみ方ができたりしてもよいかなとは、ちょっ

と、いきなり流れが壊れるかもしれませんが、非常にそのように思いましたね。 

○豊福氏 そうですね。僕は、子どもは道具として使うというところを結構見ているの

で、指示されたやり方でしか使えないものになってしまうと、多分応用は出てこないのだ

と思うのです。 

 それは、先生から課せられたタスクは割と絶対なので、「あんただったらできるでしょ

う」という顔をして与えられるわけですよ。それを自分でこなせないと「あっ、僕は能力

がないんだ」と思ってしまうのですね。 

 でも、それは、もう少しすると、「いや、やり方が悪かっただけかもしれない」とか、

「僕はそれに向いていないかもしれない」とか「ほかのやり方だったらできるかも」と考

えられるようになったら大したものなのです。 

 そこの呪縛を解くための道具になり始めているのかなと。例えば五十音で打ったり、音

声で入れたり、キーボードで打ったりということを自分で選べるというところが結構大き

なポイントだったかなとは思うのですね。 

○吉澤氏 そうですね、入力だけでなくて、例えば識字困難で、音声で耳から聞くことに

よってなどということも非常に容易にできる、そういうツールが目の前にあるわけで、そ

こをこれから一個一個ですが、拡張していくと非常に楽しみだなと思いますね。 

○豊福氏 そうですね。普通の学級の中でも、少しそういう傾向があったり苦手というお

子さんが、「僕はこのやり方ができれば普通に授業を受けられるかも」と思ってもらえる

というところは、結構救いになると思いますね。 

○吉澤氏 そうですね。 

○豊福氏 この辺に関しても、普通の学校で行われているケース、特別支援でサポートと

いう形で入っているケース、もう一つは、これは特別支援とはまた少し違うのですが、学

校に通いたくても通えないとか、不登校のお子さんをどのようにサポートするかも、学び
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をきちんと個別最適にしていく、一人一人に合った教育を提供していくという意味では、

とても大切なことですし、それがＩＴを使って行えるということは、大きな可能性がある

とは思うのです。 

 ただ、すみません、僕は最初の会議を半分くらいしか聞けていなかったのですが、これ

と少しつながりを持って、ＩＣＴを使って、どんな形で不登校の支援を展開されようとし

ているのかも含めて、ちょっと教育長からお話を伺いたいと思います。いかがですか。 

○渡部教育長 今、上祖師谷中の例を伺っていて、すごくうれしい言葉がありまして、さ

っきの「伝わらない不安」が「伝える喜び」に変わるということが、私は本当にうれしい

なと思いました。 

 これは特別支援学級の子だけではなくて、子どもたちみんなが思っているのです。自分

が話したことが伝わらないのではないかという不安をみんな抱えているから挙手できな

い、手を挙げられないというところなのです。 

 でも、これがＩＣＴの活用で「伝える喜び」に変わる、そういうツールになれるとした

ら、本当に可能性は十分あるのだなと、思いました。 

 そして、それを私たちがまだ使いこなせていないことが、実はすごくもどかしいです。

ＩＣＴにはもっと可能性があるのではないかと思っています。その強力なツールになるは

ずなのに、まだまだその使い方が開拓できていないかなと思うのです。 

 多様な子どもたちのニーズに応えるには、たくさんの教育機会を与えたい、それが多け

れば多いほどよいと思っているのです。でも、どんな方法があるかが分からないので、さ

っき豊福先生がおっしゃったように、子どもにそれを任せてもよいかと、思いました。そ

うしたら、子どものほうが、こんな使い方があるというふうに考えられるかなと思いまし

た。 

 今度、カタリバさんとオンラインのホットスクールを始めます。それから分身ロボット

のOriHimeとか、様々なことでやってはいます。でも、それは本当に一助でしかなくて、

もっとたくさんあるはずだと思っています。技術が整ったのだから、それをやらない手は

ないでしょうという感じです。 

 技術は整っているのに、様々に乗り越えなければいけないハードルは、本当のこと、た

くさんあるのです。だから、すぐに始められないハードルはあるのですが、そこを乗り越

えていくことは、先生方もそうだし、教育委員会の役割だと思っているので、そこをどん

どん進めていきたいと思っています。 
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 それから、もう一つここでお話をさせていただいてもよいでしょうか。 

○豊福氏 どうぞ。 

○渡部教育長 インフルエンサーのことを少しお話ししたいなと思っている事例があった

ので、そこをちょっとお話ししたいと思ったのですが、では、まず大山先生からお話しい

ただいた後にさせていただきます。 

○大山先生 豊福先生、どうもありがとうございました。お話を聞いていて、我々の実践

事例が効果的なのだなということで、改めて自信につながりましたし、今後とも頑張って

やっていきたいと思いました。 

 本当におっしゃるとおりだと思うことは、このＩＣＴ機器、ｉＰａｄ、タブレット端末

は、生徒の学習レベルというか、生徒の発達段階に合わせて使用の形、道具の形が変化し

ていく、まさにそのとおりだなと思いますし、また、そのことによって、先ほど渡部教育

長もおっしゃっていましたが、生徒たちが、自信につながっていくのですね。それが、本

当に効果が大きいなと思っておりますので、今後ともこういう活動実践を引き続き頑張っ

ていきたいと思いました。 

 どうもありがとうございました。 

○豊福氏 ありがとうございます。 

 このお話には、多分いろいろな解き口があると思っていて、一方では、さっきもちょっ

と言ったのですが、僕は個人的には、文字入力のところには結構こだわっていたりするの

ですが、単にキー入力が速くできるという話だけではなくて、僕はもともと作文ができな

かった人なので、ワープロにどれだけ助けられたかということを考えるわけです。 

 そうすると、このようなつくり方をすれば、自分でもっとパフォーマンスを出せるよと

いうことが分かると、それを自分の強みに変えることができるということで、そういうテ

ィップスなのですが、自分でそれを使うと、自分の力にできるものが幾つもたまっていく

ことは、これから１つ、子どもたちの力になっていくのかなとは思いました。 

 この辺も鈴木先生にちょっと伺いたいところなのですが、話をいきなり振りますが、い

かがですかね。 

○鈴木氏 ありがとうございます。その点も含めて、両校の実践を見させていただいたと

ころで少しコメントしたいのですが、私は楽しいということと学びがあるということが大

事だと思っているのです。それが子どもたちの活動のエンジンになるかなと思っていて、

喜びと学びが両輪なのだろうと思っているのです。 
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 豊福先生の６群、６つのあれとは少し違うのですが、大体こんな感じで、現場でやって

いるふうだと、子どもたちの活用は進んでいくのかなと思うのですが、用賀小の場合だ

と、コンテンツをつくって、それを共有して、思いを共有するようなことを２年生のレベ

ルでやられようとしているのだなということはすごく見えました。それが喜びと学びにつ

ながっているなと思って、すごくいいなと思ったのです。 

 そこで大事なことが、やはり「できた」とか「分かった」という喜びがあることが子ど

もにとってはすごく大切だなと思うのですが、先ほどの特別支援のところを見させていた

だいて、あれは、子どもたちはすごく喜びがあったと思うのですね。 

 あの実践では、私がすばらしいなと思ったことは、ああやって文字入力の仕方なり何な

りを子どもたちに選ばせているということは、先生がその授業で、今、子どもたちの身に

つけさせたい力は本当は一体何なのかを見失っていないと思うのです。 

 結局、例えば「タイピングを身につけさせなければ駄目だ」とか、「五十音では駄目

だ」みたいな話も聞いたことがありますが、今はそうではなくて、文書をつくるというこ

とができることが大事だというところを、多分見失っていないのだろうなと思いました。

それゆえの実践なのだろうと思うと、本当にすてきだなと思うのです。 

 このいろいろな、見ることのものもありましたが、これらも、見えることで分かったと

か、見方が分かったということで子どもたちの喜びにつながっていたわけだし、一番すご

いと思ったところはこれですが、「発表できた」、「伝わった」ということはすごく大き

な喜びなので、そこまで持っていかれていることは本当にすてきだなと思いました。 

 そして、このように両輪があると、子どもたちはこの坂道を上がっていけるのではない

かと思うのです。 

 実は、前回も少しありましたが、いろいろな障害があって、それは例えばこのようなも

のだったりするわけですね。これらも問題ですが、障害ですが、実は先生たちがいろいろ

な不安や困惑を抱えているというところが大きな障害になり得るのだろうと思っています。 

 これは結構大変なのですが、世田谷区の場合、チームズによって質問できたり、いろい

ろなことをされているので、さすがだなと思うのですが、実はこれは根深くて、それぞれ

見えているものは氷山の一角で、それを支えている大きな問題があるのではないかと私は

思っています。 

 それは何かというと、保護者の皆さんも不安や困惑を抱えていたりというところがある

のではないか。それがあると、先生たちも保護者の皆さんのことを気にしますから、ます
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ますこの障害が大きくなっていってしまうところがあろうかと思います。 

 では、これを解決するにはどうするかというと、そこも結局、保護者の皆さんの力なの

です。保護者の皆さんが協力していただけると多分うまくいく。それは要するに声を上げ

ていただくということなのですね。 

 さっきニーズという言葉も出ましたが、特に特別支援の場合はそうですが、そうでなく

ても子どもたち一人一人のニーズは違うと思うのです。正直それは先生だけではなかなか

つかめないこともあるので、保護者の方がいろいろなことを学校や先生たちに届けていた

だけると、それが力になって子どもたちはこのステップを上がっていけると思っています。 

 今の世田谷区の状況を見ると、先生たちには教育委員会のほうからインフルエンサーを

設けたり、チームズのことをやったりしてボールを投げていると思うのです。それに対し

て今日御発表があったように、先生たちはすてきな実践をすることでボールを投げ返して

いるという関係がもうできていると思うのですね。 

 保護者の皆さんに対しても、今いろいろな形で教育委員会からボールを投げているとこ

ろなので、では、保護者の皆さんは今度は一体どんなボールを投げ返しましょうかという

ようなところになるのだろうと思います。それが私は、ここから声を届けるというところ

に行けるとよいかな、そうすると一人一人のニーズに応じた教育ができるのではないかと

思っています。 

 それは本当に特別支援だけの話ではなくて、例えばこれは私のクラスの様子で、国語で

物語教材を読んでいるところですが、手前の子は紙の教科書で読んでいて、その奥の子は

タブレットで見ていて、さらにほかにヘッドフォンをかぶっている子もいると思うのです

が、読み方をいろいろ選ばせているのですね。紙でもよいし、デジタル教科書でもよい

し、読み上げを聞いてもいいよと。 

 これはすごく小さな例ですが、自分に合った学び方を子どもたちが選べるところが個別

最適な学びの第一歩だと思います。そしてＩＣＴはその可能性をすごく広げるものなので、

そういう方向にこれから進むといいなと、あの両校の実践を見ながら改めて思いました。 

 すみません、長くなりましたが、以上でございます。 

○豊福氏 ありがとうございます。何か僕が後でまとめる必要がないぐらいきっちりまと

めていただきまして、ありがとうございます。 

○鈴木氏 いやいや、とんでもないです。 

○豊福氏 ２つ事例を見せていただいて、事例に関する考察というか意見交換はさせてい
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ただいたのですが、ここから先は、Ｑ＆Ａにいただいていることも含めてお話をできれば

と思います。 

 そして一旦、井元先生に司会をお渡しいたします。 

○井元主任指導主事 皆様、ありがとうございました。 

 では、寄せられたＱ＆Ａについてお答えしていきたいと思っております。私から、いた

だいた御質問を読み上げますので、お答えいただければと思います。 

 やはり夏休みに入ったところということで、まず１つは夏休み中に子どもたちにどのよ

うなタブレットの使い方をさせたらよいかという御質問です。どのように有効に活用して

いこうかということだと思いますが、用賀小学校の先生方、つながっていますでしょうか。 

○鈴木先生 はい、つながっています。 

○井元主任指導主事 では、用賀小学校では子どもたちにどんなことを取り組ませようと

されていますでしょうか。 

○鈴木先生 用賀小学校ではＱubenaを使って前の学年の復習をしていいですよという話

をしたり、自由研究はどの学校でもあると思うのですが、そちらをロイロノートでまとめ

てもいいよというような話はしています。総合の時間とかでロイロノートにまとめるとい

う経験はしていますので、自由研究でも、その場合はいいよと話しています。 

○井元主任指導主事 ありがとうございます。 

 小林先生、よろしいですか。 

○小林先生 ２年生では、１学期に育てたミニトマトが、まだ青いままだったので、「赤

くなったら写真に撮って送ってね」と言ってあります。 

○井元主任指導主事 なるほど、かわいらしい実践ですね。料理して食べたら、その料理

のレシピではないですが、「こんな料理を作ったよ」みたいなものも送ってきてくれると

いいですよね。 

○小林先生 そうですね、どんな味がしたのかと、どのように食べたかは教えてねとは言

ってあります。 

○井元主任指導主事 そうですか。夏休みも楽しく過ごせそうですね。分かりました。 

 ほかはどうですか、保護者の方お二人いらっしゃいますが、何かお子さん、「こんなこ

とに使おうか」などと考えていることはありますか。本田さん、どうぞ。 

○本田氏 夏休みに入ったので、宿題のリストを先生方から配付されたので、それを使っ

てスケジュールをｉＰａｄ上でつくりました。マイクロソフトが利用できるので、それは
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すごく便利だと思っています。ワンノートというのが、エクセルとワードを合体したよう

なものなのですが、こちらを使って、まず宿題のリストを書いて、その次に夏休み中に自

分がやりたいこと、親にやってほしいこと、あと本を10冊読むことになっているので、ど

んな本を読みたいかをリストにして、その下にカレンダー、下の子はまだ低学年なので、

細かいことは書けないので、１週間のスケジュールを、朝と午前と午後と夜という形でま

とめました。 

 上の子は高学年なので、タイピングは少しまだですが、もう少し細かく入力ができるの

で、カレンダーをつくってみて、その中に午前と午後等で何をするかとか、習い事もある

ので、その辺も入れ込んで、自分でどんな使い方をするかを考えてもらっています。 

○井元主任指導主事 ありがとうございます。御家庭でもいろいろ工夫できそうですね。

とてもすてきだと思いました。何か付け加えがありましたら、どうぞ。 

○本田氏 ワンノートだけでなくて、使い勝手がよければワードとかエクセル、ロイロノ

ート等を使っていろいろ工夫できるかなと思いました。 

○井元主任指導主事 はい、ありがとうございます。 

 では、続いての質問に行かせていただきます。これも夏休みということで、今度は懸念

される声ですが、鈴木先生の先ほどのお話の中にもあったのですが、ユーチューブとかイ

ンターネットばかり見てしまうのではないかという御不安の声で、それにどのように対応

していったらよいかという御質問が来ておりますが、鈴木先生、先ほどのに付け加えのよ

うなことはございますか。 

○鈴木氏 はい、ありがとうございます。私も今６年生を担任しているのですが、６年生

に向けて、夏休み前に少し授業をしたのですか、夏休み中の計画を立てようということを

言いました。 

 要するに、保護者の皆さんが、タブレットを使い過ぎるのではないかとか、ユーチュー

ブばかり見過ぎるのではないかということを心配される向きもあるでしょう。でも、君た

ちはそれを使いたいでしょう。それこそ例えば夏休みの自由研究に使ったりするのだか

ら、やりたいよね。では、一体どんなことをしたら保護者の皆さんが納得してくれるだろ

うかと考える授業をやりました。 

 例えば、ちょっと共有させていただくと、話し合ってみんなでこのようなテンプレート

をつくって、例えばこのような項目で、内容は自分で入れようと。それで夏休みを迎える

前に、おうちの人にちゃんとプレゼンしよう、それで夏休みにどうやってタブレットを使
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っているかを説得したら、おうちの方も安心して君たちにタブレットを使わせてくれるの

ではないかみたいなことをいろいろやったりしました。 

○井元主任指導主事 ありがとうございます。今のは先生方も、「ああ、こういうことを

言えばいいんだ」と思ったのではないかと思って、「もうちょっと前に聞きたかった」な

どという話もあると思います。 

○吉澤氏 これは今から動画にして配信しましょう。 

○井元主任指導主事 そうですね、配信するものを見ていただいたらいいですね。 

○吉澤氏 私も本田さんのワンノートの話は「ああ、そうだな」と。ツールの使い方も、

私もワンノートはあまり使ったことがないと思いながら、でも、違うツールでもいいです

が、これはすごくいいので、夏休みが始まってからですが、配信したらと思いました。 

○井元主任指導主事 そうですね、これ自体はユーチューブでまたすぐに配信されますの

で……。 

○吉澤氏 そうそう。 

○井元主任指導主事 先生方にも案内しますね。 

○吉澤氏 本当に面白いですね。 

○井元主任指導主事 本当ですね。特にこのＱ＆Ａは、そこのところをよく注目して見て

ねと案内します。すばらしいです。 

○豊福氏 ちょっと待ってください。 

○井元主任指導主事 はい、豊福先生どうぞ。 

○豊福氏 ユーチューブのお話で、鈴木先生の、子どもたちは自分で使いたいから、逆に

保護者を説得しようというのは、動機づけとしてすごいと思ったのですが、これは前回も

鈴木先生が言われていたことでもあるのですが、ユーチューブとかをどのように見ている

のかを逆に説明するということはあってもいいかなと思いましたね。 

 多分これは子どもによってみんな違うと思うのです。「どういう使い方をしているか教

えて」と聞いてみるのはいいかなとは思いました。 

○井元主任指導主事 はい、分かりました、ありがとうございます。 

 では、もう一つＱ＆Ａでいただいていることがございます。一人一人のお子さんへの対

応ということで、合理的な配慮を求めていらっしゃる方だと思うのですが、教育委員会で

各学校のそういった配慮の仕方、利用方法とかの事例をデータベース化することはできな

いのかと。そして保護者や先生方と共通認識を深める一助となるのではないかと、そんな
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お問合せが来ておりますが、これについては教育委員会へということなので、渡部教育長

にお願いします。 

○渡部教育長 御質問ありがとうございます。今までお話をしてきている中で、随分進ん

できたとは思っています。５月15日にオンラインセミナーをやったときは、まだ配ってい

ないクラスもあって、まだまだということで、これからのことをお話ししました。そして

今、学校を回っていても、随分進んできたなとは思っていますが、今お問合せいただいた

ように、まだまだの部分は多いです。個別の指導のことで、学校に言っても断られてしま

って、だから教育委員会でデータベース化ができないかというお問合せです。 

 私たちとしては、できることがあるのではないか、まだ不十分だなと思っているところ

です。 

 ただ、今日ちょっとお見せできなかったのですが、インフルエンサーが活躍をしてくれ

ています。用賀小の鈴木先生もそうですが、そうやっていろいろな意味で影響を与えてく

れています。だから、まだ期待できると思っています。 

 その中で、大山先生も、先ほどお話しいただいて、毛利副校長先生も協力してくださっ

ている。だから、私たちは、子どもたちがＩＣＴでつながってきたように、もっとつなが

って、子どもたちへの支援の事例を集めて、こんなことができるということを先生方にも

伝えていく必要があると思います。 

 ｉＰａｄも、まだ先生方が全員持っていないという中で、すまいるの先生方ができない

というところもあったのかと思います。実際、管理職はまだ持っていない学校がほとんど

なのです。 

 だから、まだまだ発展途上なので、そういう大山先生や毛利先生の力も借りながら、子

どもたちへの支援の可能性を探っていきたいと思っています。 

 今日は、時間が短かったのですが、またこういうオンラインセミナーはやっていこうと

思っているので、そういうときに、もう少し進んだお話ができればいいなと思っていま

す。 

 すみません、お答えになったかどうか分かりませんが、以上です。 

○井元主任指導主事 鈴木先生どうぞ。 

○鈴木氏 ありがとうございます。合理的配慮の事例は本当に難しくて、私もインクルー

シブ教育を研究していますが、例えば読みに困難を抱えている子に対する配慮でも、Ａ君

とＢさんでは全然違う方法が有効だったりするわけです。 
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 かつ、すごく難しいことは、学校なり先生がいろいろな子の「こういう困難に対して

は、こういうものが有効」みたいなものは、経験していないものがほとんどなわけです

ね。そういう中からいろいろな方法を探して、勉強して、どれが有効か当てていくこと

は、かなり時間のかかることで、正直、手間のかかることでもあります。 

 でも、タブレットが入ったことで可能性はすごく広がっているので、保護者の方へのメ

ッセージとしては、「ぜひ諦めないで、学校とも粘り強く相談して、話し合って、よい方

法を見つけてください」ということになると思います。 

 私も頑張らなければと思っていますが、いろいろな方法があるので、学校の先生たちに

も、これは本当に大変ですが、ぜひ諦めないで探していっていただければと思いました。 

○井元主任指導主事 鈴木先生、ありがとうございました。 

 では、お時間となりましたので、これで質疑応答を終わりたいと思います。本日のディ

スカッションの最後のまとめを豊福先生からお話しいただきたいと思います。それでは豊

福先生、よろしくお願いいたします。 

○豊福氏 もうほとんど結論が出てしまっているというか、今日の話の流れは非常にクリ

アだったので、あえてまとめるまでもないと思うのですが、一応お話をしたいと思います。 

 最後の鈴木先生がおっしゃったところで、いわゆる知恵をどうやって共有していくかと

いうことは結構悩ましいことなのです。 

 特にＩＣＴでは、データベースをつくってしまえばよいだろうと、取りあえずデータベ

ースをつくるのですが、誰もデータを入れなくて、頓挫することがよくあるのですね。知

恵がきちんとした方略というか、フォーマットにまとまって、ぱらぱらめくって辞書のよ

うになるには、多分まだしばらく時間がかかると思うのです。 

 そういうきれいな形になるよりは、グーグルの検索は皆さんお使いだと思うのですが、

キーワードをぽっと入れると、ばばばっと関連するものを引いてくれるような、割とラフ

な感じの情報共有をしていると、例えばチームズの中でインフルエンサーの方々が議論さ

れていたり、こういうことをしているよという学校の事例を紹介していただいているもの

が、たまたま引っかかってくるというあたりから知恵がまとまってくるかなと思います。 

 あと、もう一つ大事な話は、僕は心理屋さんだから言うのですが、先ほど言いました

が、先生が道具の使い方を全部「そのとおりやるんだよ」と指定して、それで「でき

た」、「できない」という昔ながらのやり方をしていると、子どもは選べないのです。そ

うすると、多分先生の思考も合理的な配慮というところになかなか行きにくいのです。 
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 ただ、子どもがある程度自分で道具立てできる状態にしてあげる、つまり自分が試行錯

誤してもよい、あるいは先生が指示したとおりでなくても、ゴールが合っていればよいと

いうように少し緩くしていただくと、いろいろなものが出てくるような気がします。 

 これは、試行錯誤を許すような心理的な安全が必要なのです。これをぜひ世田谷でつく

っていただけると、もっといろいろなものがトライとして出てくると思います。これはジ

ャスト・アドバイスです。 

 そこで、今日のお話、長い中で１つ大きなポイントになってきたことは、学びの形の

様々な展開がいよいよいろいろ見えてきたということですね。これをメディアとか学習塾

とか、そういう割と切り取った形で見ていくと、ドリルをやることがｉＰａｄを使う理由

ではないかとか、単に先生から質問がぽろっと来たものに、ぺっぺっと答えて送り返すだ

けが使い方ではないかと思ってしまうのですが、そうではなくて、いろいろな使い方が多

様にあるということが、それぞれの学校さんから示されてきていることが大きな宝になっ

ていくと思います。それをぜひ大切にしていただきたい。 

 そして、「物を記録する」の次は、さっき言いましたが、「物を構成」したり「共有」

したり「発表」したりで、鈴木先生が４つの段でお示しになった最後のところで、「みん

なで思いを共有」したり「分かち合う」ところまで行けると、これは大きな価値に変わっ

ていくと思います。 

 その上で、「自分の道具にできる」、あるいは「自分に合った学び方ができる」、それ

を選べるところに目標の一つがあるのだよということは、今回かなり強く意識されたので

はないかと思います。 

 それから、アンケートの集計の話がちらっと出てきて、僕は、これにはいろいろな反応

が出ると思ったのですが、普通だったら一人一人に紙に書いてもらったものを、正の字を

書いて、集計して、紙でグラフをつくったりしてという面倒くさいことをすることも、場

合によっては必要ではないかという話は出ると思っていたのです。 

 僕は、子どもたちにはそういう経験も必要だし、ぱっぱっと手軽に答えてもらって、そ

こで数字が簡単にまとまるという、両方の経験をしてほしいと思うのですね。 

 その上で「新聞づくりに使っています」というお話もあったのですが、手早くできると

か、みんなの意見を簡単に集められるというところで、では次に何をしたらよいか。質問

の仕方で失敗すると、ちゃんと答えが集まらないということを学ぶのかもしれないし、そ

の選択肢をもうちょっと工夫すると、みんなの答えがもっとよく分かるかもしれないと考
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えてくれるかもしれない。そういう経験の繰り返しによって、アンケートの取り方一つも

豊かになっていくので、ぜひそういうことを考えていただければよいと思いました。 

 あと、鈴木先生から出ていた喜びと学びの両輪ということはすごくよいお話で、「自分

ができた」というところと「学び」はくっつくのですが、あえて僕は余計なことをもう一

つ言うと、ほかの人に認めてもらったとか、ほかの人が「へえ、すごいね」と言ってくれ

たということは承認欲求ですが、そういうものが加わってくると、より自分の持っている

パフォーマンスを高く持っていこうというような動機づけに働くので、そういう機会を考

えていただくとよいのではないかと思いました。 

 そういう感じで、ばらばらにコメントをしてつないだだけですが、今日のお話も、次に

つながる幾つかの重要なヒントをいただいたと思います。 

 学校の中では「まだちゃんと使えていない」とか、「うちではまだできていません」と

いう御不満とか、「これからどうなっていくの」という御不安もまだたくさんあると思う

のですが、歩みは確実に前に進めているというところはお見せできたと思うので、ぜひこ

れにめげずにといいますか、みんなでこの動きを前に進めていけたらと思います。そうい

うことでまとめさせていただきます。 

○井元主任指導主事 豊福先生、本当にありがとうございました。 

 最後に本田さんと吉澤さんに、ちょっと一言ずつ、今日の御感想でもいただければと思

うのですが、では、吉澤さんお願いします。 

○吉澤氏 ありがとうございました。豊福先生がさっき、知恵の共有をどうするかという

ところで、まだまだ長い道のりがかかるぞと。豊福先生はずっと取り組まれていて、それ

で、まだ長い道のりがかかるのだったら、本当にそうなのだろうなと思うのですが、何か

行政府のＤＸの話を聞いていると、ユーザー中心に変わっていくことが一番なのだといろ

いろな方がおっしゃっています。 

 学校の場合はお子さんがユーザーの中心で、今このセッションも大人で話をしているの

ですが、子どもたち同士がどういう知恵を持っていて、それをどうやって共有していくの

かは結構鍵だなと思いました。先生たちも、私たちもそうですが、これから子どもたち

も、そういうことに一緒に入っていくようなことができたらなと、今日、ちょっと思って

聞いていました。 

 今日はありがとうございました。 

○井元主任指導主事 ありがとうございました。 
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 では本田さん、よろしいですか。 

○本田氏 教育長が、先生方のほうでいろいろ頑張ってくださっているということをお伝

えいただいたのですが、保護者のほうでも子どもの学びを支えていきたいという声が、前

回の講演のときのアンケートで、かなり大きく寄せられていたと思うのです。ただ、保護

者のほうも、知識がまだ追いついていないとか、どのように使ったらよいか、なかなか分

かっていない部分もあるので、そこは少しずつ相互に学んでいけるといいなと思っていま

す。引き続きよろしくお願いいたします。 

○井元主任指導主事 本田さん、ありがとうございました。 

 すみません、どうしても最後にお二人のお話を伺いたくなってしまいました。安藤課長

に司会をお返しします。 

○司会 豊福先生、参加者の皆様、どうもありがとうございました。 

 世田谷区教育委員会としては、これからの学びに、どのようにＩＣＴを活用した学びを

発展させていくか、しっかりと考え、検討していきたいと思います。 

 今日から夏休みが始まりました。お子さんたちには自由研究や１学期の振り返り学習を

行うために、ＩＣＴを有効に活用して自らの学びを深めていただきたいと思います。 

 以上をもって令和３年度第２回教育推進会議を終了させていただきます。改めまして皆

様、長時間にわたり御参加、御視聴いただきまして誠にありがとうございました。これで

終了いたします。 


