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１．構想の策定～１番の急所は先生方の意識

・地教委の施策や、将来構想、重点目標との整合性

・学校の状況の把握

・保護者や地域との係わり

・施設設備の面～台数、コンピュータ室との兼ね合い、校内 LAN、市町村のWAN
・人的な面～校内の核となる人材は、教職員の意識は、生徒指導上どうか、教委や役場に頼れる人は？

・学校は地域の施設でもあるので ...

・学校の機材は家庭にも影響を与えるため、家庭と連携した取組（情報モラル教育の啓発など）が必要

２．導入にあたって～台数と機種、そして無線 LAN環境をどうするか

・導入する機材の選定

・機材を動かす環境の構築

・iOS(ipad)、Android、Windows など様々な機種の特徴を見極める
・導入する台数によって、環境や運用が大きく変わる
・タブレットを動かすのに必要とされる周辺機材

・無線 LAN環境の構築（APの設置、周波数の管理、セキュリティの確保）
・機材のウイルス対策や不正使用監視の仕組みの導入
・電子教科書やビデオ教材などをストックするサーバ

３．機材の活用～授業だけではなく様々な活用が ...

・授業での活用場面

・学校生活での活用

・情報モラル教育の充実

・インターネットを利用した調べ学習
・タブレットの最初から導入されている機能の利用（写真、動画、録音、電卓 etc）
・アプリの利用による学習（英単語、国語辞典）
・校内 LANによる電子教科書や教材の利用、ファイルの配布や提出

・学校行事（合唱コンクールや学校祭）などでの利用
・授業アンケートや健康調査などへの利用

・保護者アンケートにみる学校への期待（情報活用能力、モラル教育）
・Facebook から Line へ、復讐ポルノなど情報社会の進展は予想以上に早い
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１ 構想の策定～１番の急所は先生方の意識

１ 地教委の施策や将来構想、重点目標との整合性

公立の学校は市町村が設置し、教育委員会は、域内における教育の基本方針を定め、そ

れに沿って各学校の自主的な教育活動を支援していくこととされています。

学校では、こうした方針を受け地域や生徒の実態にあった教育を具体的に立案し展開し

ていくことになります。

タブレット PC の導入もこうしたこととは決して無縁ではなく、この機材の導入により、

自校の生徒や地域の子どもたちとって、何が変わるのか、どんなことに役立つのか、どん

な力が伸ばせるのかなど、根源的な価値について立ち返って考えてみる必要があります。

自分の考えを発表することが苦手な子どもたちにと

って、こうした、機材の導入は、発表の時に大きな手

助けとなってくれます。毎日の学習の積み重ねが苦手

な子どもたちにとって、一問一答のアプリの導入によ

る繰り返し学習は、苦手な教科の基本的な事項が身に

つく切っ掛けとなるかもしれません。

タブレット PC は何にでも変わる魔法の板ともいえる

ものです。これは、言い換えれば例え適当に使っても、それなりに使える不思議な板とい

うことにもなります。

しかし、学校教育は必ず、育てたい力があって、育てたい生徒像があって、そこを目指

して進む計画的な営みです。タブレット PC の導入を考えている学校は、ぜひ、導入の前

に、自分の学校の生徒たちの良い点や伸ばしたい力、補っていかなければならない力など

を起点として話し合い、自分たちの学校がタブレット PC を導入し目指す方向性について

考えてみて欲しいと思います。

タブレット PC は何にでも変わる魔法の板ですが、我々の行っている学校での教育は、

この魔法の板の力を遙かに超える営みでもあります。この板が活用されて効果的に変わる

ところも確かにありますが、やはり先生がこれまでに行ってきた教室での営みがそのまま

残るところが多々あり、それらが融合して初めて、学校教育においてタブレット PC が効

果的に活用されるのだと思います。

学校教育においてタブレット PC を導入する際には、ぜひ、この学校教育を取り巻いて

いる様々な地域の意思や実態に一度目を向け、自校の生徒や地域の子どもたちとって本当

に必要なことに活用するのだという気持ちを先生方で共有していただきたいと思います。

２ 学校の状況の把握

学校にコンピュータが導入されるときには、コンピュータ室をつくって、机のレイアウ

トはこうして、ソフトは何々を導入して...といったことを計画されたことと思います。タ

ブレット PC もやはりコンピュータですからやはり同じ様に、何台導入するのか、その中

にはどのようなアプリを入れるのかなどを考えていくことになります。

しかし、これまでの学校にあるコンピュータと違うのは、使う場所がコンピュータ室を
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出て、学校の様々な場所で使われることになるということです。インターネットをブラウ

ザでみることに加えて、タブレット PC にはカメラ機能や録音機能などがほぼ標準でつい

ているので、デジカメの代わりとして、ムービーカメラの代わりとして、学校のいたると

ころで、場合によっては、校外学習にお伴して学校の外でさえ活用されるようになります。

コンピュータ用の情報コンセントが既に各教室にある

学校であれば、そこに Wifi という無線 LAN の環境を作る

ことができるため、インターネットにも接続でき、これ

まではコンピューター室にいかなければできなかった調

べ学習などの活動が、教室で全部済んでしまうようにも

なります。

学校のネットワークへの接続は市役所や町村役場など

の情報管理の部署が手助けをしてくれる場合が多いこと

と思いますので、これまでのコンピュータ室からの接続から、１クラスの生徒が一斉に無

線 LAN を介してインターネットに接続した時に、何か不具合が起きないか、確認してみ

ることも必要だと思います。

また、無線 LAN は学校の近くからであれば、誰でも入れる危険性があるため、多くの

市町村では学校での情報機器の利用や無線 LAN の設置については、細かい制限を行って

いる場合があります。学校にタブレット PC を導入する場合には、必ずセットでこの無線

LAN のことが話題となりますので、市町村の情報担当の方に自分の町がどのような接続

を許していて、このぐらいの台数ならば同時に使えるのだということを、確認し、今後の

相談に乗っていただくような関係作りをしていくことをお勧めします。

学校の状況把握においてもう一つ大事な視点は、人的な面についてです。こういった機

器の導入時には、やはりこういったことに長けた先生がいてくださると、助かります。

もう二十年も前に学校にコンピュータが入り始めた頃や、インターネットへの接続環境

が導入された頃もこうした技能を持った先生が貴重な存在となりました。

しかし、学校よっては、その先生が転勤されると、これまでの機械の設定が分からなく

なり使えなくなってり、あるいはその先生が LAN に接続されたプリンターを繋いでくれ

るよう顔色を伺ったりということが不幸にして起こった学校もあったそうです。私はこの

ことを「学校の情報機器の担当者は豪族化する傾向がある」などと言って自分を戒めてい

ました。

タブレット PC においては、これと同じ事が起きる場合もあり、起きない場合もあると

考えています。全国に２０校あるフューチャースクールなどが典型ですが、高度な設定や

仕組みを持ってタブレット PC を運用した場合は、前者の可能性があるため、情報機器に

関する業務を専門に行う人を雇ったり、先生が担当される場合でも複数の人で常に共有し

て行う仕組みが必要です。

しかし、タブレット PC はパソコンとは違って、非常に直感的に使える機材でもあり、

スマホの普及などでかなりの人が使える条件が整っているので、普通の使い方であればこ

れまでの学校のパソコンよりもむしろメインテナンスが楽な形で使うことができるという

こともできるのです。

タブレット PC が爆発的に普及し始めて、学校にはそれなりに使える人が増えているこ

廊下に設置された Wifi
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の好条件は、これまでのパソコンの導入とは違う大きなアドバンテージとなっています。

しかし、このことを生徒指導と絡めるとどのようなことが起こってくるか...。

私の学校で初めてタブレット PC（正確にはスマホでした）を４５台試行的に授業に導

入することを職員会議に提案したときに(2012 年 2 月)、職員の意見はまっぷたつに割れ

ました。賛成の意見は、「こうした時代なのだから」、「新しい活動が授業で行うことがで

きる」...etc でした。逆に反対の意見は「ネットは危ないのに生徒をそれに近づけるのか」、

「寝た子を起こすことにならないか」、「私の授業にはタブレット PC は必要ない」、「機械

を壊したら責任は誰が取るのだ」...etc。

伺ったどちらの意見も、それぞれ

の立場からの正論だと思います。こ

の議論は、結局収拾が付かず、次の

ような提案で締めくくられることに

なります。「保護者にもアンケートを

作成して、こういった学校の取組に

ついて意見を伺ってみよう。」

このアンケートには、保護者３０

０世帯の回答があり、こうした取組

について学校が取り組むことに賛成

の世帯が約２８０世帯、反対が２０

世帯という結果になりました。家庭

は学校に、情報社会でもしっかりと

生きていける力を身に付けることを

願っている、情報社会の中で犯罪な

どに巻き込まれない正しい知識とモ

ラルを身に付けることを願っている

ことが、はっきりと分かりました。

タブレット PC について試行的に授

業に取り組める人は取り組んで使っ

てみることが漸くコンセンサスとし

てできあがり、学校の授業がいよいよ変わるかなと思っていましたが案外スタートは鈍い

ものでした。使える先生がほんの２～３人、月に何度か授業で使う程度で、生徒たちはせ

いぜいインターネットで調べ物をするくらい。ビデオやデジカメが簡単に使えるのに、そ

れすらもなかなか活用されないといった状況が続きました。

大きな転換点となったのは、無線 LAN の環境を９月に整備し、YouTube などのデータ

量の多いものでも校内で見られるようになり、学校祭のダンスの練習などに生徒たちがタ
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ブレット PC を借りに来ることが起こった時でした。

それまではパソコン教室からノートパソコンを借り

て使っていた生徒たちが、タブレット PC の操作性

の良さや YouTube との親和性の良さなどに気がつ

き、放課後にどんどん使うようになったことが臨界

点となり、校内では爆発的にタブレット PC の利用

が広まりました。

これ以降、利用に消極的だった先生たちからも「授

業でこうしたことができないかでしょうか」という

話を頂くようになり、今日では、殆どの先生が必要に応じてタブレット PC を使うように

なりました。

函館中の経験では、タブレット PC の導入で一番の隘路になるのは、教師の意識ではな

いかと思っています。得意な先生は当然使えるのですが、あまりこういった機器に無関心

な先生や、生徒指導上の課題を感じている先生が使い始めるのには時間がかかると思いま

す。

こういった機器が本当に力を発揮するためには、この機器の中で使われる優れたアプリ

や、電子教科書、校内のサーバやクラウドから利用される様々なサービスが必要なのです

が、フューチャースクールでもない学校にはそういった期待は難しいことです。

ですから、学校がタブレット PC を導入した当初は、 初からいろいろな事に使おうと

せず、使えるところから使い始めるとよいのです。

もし、学校の無線 LAN の環境が整っていれば、修学旅行先の研修ルートをグーグルマ

ップで見るとか、インターネットで検索を行うなどの活動は、どの学校でも取り組めるこ

とと思います。生徒たちの楽しく使っている姿は、こうした機器についてあまり賛成でき

ない立場をとっていた先生たちの気持ちを溶かしてくれるものと思っています。

３ 保護者や地域との係わり

公立の学校が保護者や地域と密接な関係で存在している以上、タブレット PC などへの

取組も保護者や地域になんらかの影響を与えます。地域の方に学校のパソコン教室を開放

して年賀状講座を行ったり、インターネットの使い方を教えていた学校もあろうかと思い

ますが、機材をタブレットに替えると、こうした講座の内容が変わってくることに気がつ

かれたと思います。

町が高齢者に対して、こういった機材を将来活用してもらい、高齢者の方の安全な生活

を支援したいと思っている場合や、保護者の方に学校の様子を知らせるために写真や動画

などの入った、紙の印刷を超えた学校便りを渡したいと思うなど、未来に向けて地域や学

校が取り組むべき事は多々あると思います。そのために、学校はどのような役割を果たす

のか、新しい役割を担うのか。こういった視点があれば学校にタブレット PC の導入を考

えてくれる自治体も増えるのではないでしょうか。

また、こういった機材を学校で使うようになると、生徒たちは家でも使いたいと思うよ

うになりますから、家庭への影響は少なからずあると思います。

その際には、特に情報モラルの必要性を家庭に知らせ、連携して取り組む必要がありま

学校祭での利用
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す。全国のインターネットが利用できる家庭で、フィルタリング（ブラウザで不適切な内

容の表示をさせない仕組みのこと）を有効にしているのは 30%強という調査もあり、こ

ういった機材を家庭で買って与えた時には、子どもたちを守るこういった仕組みがあるこ

とを家庭に知らせ、こうした機能を活用するよう呼びかけることも大切です。

附属函館中学校では 2014 年度から、一人一台のタブレット PC が導入され、それらを

家庭に持ち帰ってもよいというルールでその利活用の研究が行われています。３年生が持

ち帰ったのが８月、２年生が１２月、１年生が年が明けた２月と、それぞれの学年の状況

や活動に応じて持ち帰りの時期が異なりましたが、どの学年についても、情報モラル教育

の講座を受講させ、保護者への連絡や利用の約束などを確認し、持ち帰りの実施となりま

した。

家庭と学校でシームレスにタブレット PC を活用していく報告は、別の機会に譲ります

が、現在の利用の約束や保護者に向けたお知らせなどの文章については、巻末の付録に掲

載し、各学校の実践の参考となるように情報提供したいと思います。

学校は常に地域とともにありますから、学校の新しい動きは決して家庭とは無縁のもの

とはなりません。常に保護者や地域の方に学校が力を貸して頂くためには、それらの皆さ

んへのきめの細かい情報提供とコミュニケーションが必要です。

タブレット PC が学校に導入されるときには、ぜひ地域の皆さんにも還元したり、保護

者の皆さんとの連携を図る仕掛けを併せて考えてみてはいかがでしょうか。
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２ 導入にあたって～台数と機種、そして無線 LAN をどうする

１ 導入する機材の選定

タブレット PC には、大きく分けて次の３つの種類があります。

iOS ～ Apple 社の製品で超定番。教育では利用が最も進んでいる

Android ～ Google 社のフリーの OS を使ったもの。機械の値段が安く種類も豊富

Windows ～マイクロソフト社の製品で机上のパソコンの操作性がそのまま

この中で、どの機種を選定するかかなり迷うところですが、実はそれぞれの機種には特

徴があります。Windows の操作

性が一番慣れていてよいかとい

うと、実はスマートホンを使っ

ている先生なら、iOS や Android

と操作性がほぼ同じですから、

どの機種でもそんなに迷わずに

使えるというのが本当のところ

です。

機械の単価は、今のところ iOS

や Windows の も の が 高 く 、

Android が安いという傾向にあ

ります。機械をたくさんそろえ

たい場合にはこの値段は一つの重要な要素になります。

また、教育利用を行う上では、iOS は比較的いろいろな機能があらかじめ組み込まれて

いるように感じますし、Windows では例えば SKYMENU Class という有名なソフトを利用

することによって格段に学習にタブレット PC が活用しやすくなります。本校は Android

を採用していますが、この機種を安全に使うためにウイルス対策ソフトや不正使用を防止

する機能を持ったモバイルセキュリティサーバーを動かしており、やはり教育用に機能を

高めて運用しています。

機種の導入で大切なことは、一番影響を与えるのが予算規模だと思います。

① 学校で何を目指すために、タブレット PC を導入するのか

② 現在の生徒の状況はどうか（約束を守って使える子供が多いか）

③ アプリでの利用が多いのか、ネットでの利用が多いのか

④ 画面の大きさは 10 インチ程度の大きいものか 8 インチ程度の小さいものか

⑤ 内蔵メモリや画面の解像度などについて希望はあるか

⑥ 充電庫、無線 LAN、サーバーなど周辺の環境はどの程度構築するのか

あたりが、視点となると思います。
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導入する台数によっても、実はいろいろなことを

考えることになります。特に１クラス分を導入した

学校では、タブレット PC はいろいろな教育活動に

使えますので、導入後１年も経たないうちに「もっ

とたくさんのタブレット PC が欲しい」という希望

を持つことが多いようです。コンピューター室の使

用で、使用する教科がぶつかってどうにもならない

といったことは大きな学校でない限り、そんなに起こることではありませんが、タブレッ

ト PC では、利用率がどんどん上がっていきますので、場合によっては、１クラス分の半

分の２０台を２つのクラスに分けて使うといった対応で利用している場合もあるようで

す。

フューチャースクールや附属函館中学校のよう

に、一人に一台タブレット PC が当たっていて、使

いたいときに、教室にある充電庫から出して使うと

いうのが理想ですが、導入当初は一クラス分の機械

を学校で試行錯誤して使ってみて、必要に応じて台

数を増やしていくというのが現実的な解答のようで

す。機械を将来買い足して行く場合には、機械の種

類をごちゃ混ぜにするとメインテナンスに膨大な時

間がかかりますので、やはり、最初にきちんと将来を見通して機種を選定しておくことが

大切です。

過渡的な情報ですが、現在販売されている中学校用の電子教科書は、先生が電子黒板な

どで使うことを想定しており、Flash というアドインソフトが動かない端末では動きませ

ん。子どもたちの手元の端末で本当にみられる電子教科書は中学校の場合、平成２８年度

の教科書からということになるそうです。

タブレット PC を学校で運用していくためには、

いくつかの備品が必要となります。特に重要なのが

充電庫と呼ばれるものですが値段が３０万～４０万

くらいしますので、導入の際には十分留意してくだ

さい。函館中ではやがて生徒に持ち帰りをさせる計

画でいましたので、最初から充電庫は装備しません

でした。その代わり、アマゾンで安い木製のお皿立

てを買って、当面の充電に役立てていました。

また、充電庫の中にはデータを送り込めるものも

あります。例えば学校で共通の動画を見たいなどの場合、無線 LAN を使ったネットワー

クではクラスの人数によっては、転送するデータ量が大きすぎて動かないことがあります。

こういった場合は、あらかじめそれぞれのタブレット PC に動画のファイルを転送する必

要がありますが、充電庫にデータ転送の機能が付いたものは、１台１台のケーブルの抜き

差しなどの手間を軽減してくれます。

左上の柱の所に充電庫が２つ

充電庫の中はこのように

お互いの朗読を録画する活動
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２ 機材を動かす環境の構築

ここでは、タブレット PC を動かすために必要な機材について、述べていきます。おそ

らく、最初に気がつくのは無線 LAN のアクセスポイント（AP などと略されます）だと

思いますが、一教室に設置する場合と違って、校内で使えるようにそれなりの数を設置す

る場合には、周波数の干渉など、に気をつけておかなければならないことが何点かありま

す。

また、校内で同時に使用するクラスや台数によっても条件が変わりますし、生徒が安全

に使う（学校がきちんと生徒の使用を管理すると言っても良いかも知れません）ためには、

それなりの仕組みが必要です。ここでは、先生が教室で提示用に１台使うところから、や

がて生徒が一人一台の環境になる将来を見越して、タブレット PC を学校で使うための環

境の構築について御説明したいと思います。

① PoE を使った無線 LAN の AP の構築と制御

学校に、情報コンセントが既に設置されており、そこに無線 LAN の AP を設置する場

合、実は給電もできる PoE タイプの機材を利用すると、簡易工事でタブレットの使用環

境が手軽に構築できます。

無線 LAN の受け口である AP を動かすためには、データを送受するために学校の LAN

に有線で繋がっていることと、AP を動かすための電源が必要なのですが、PoE タイプの

機材は、この両方がイーサーネットのコネクタから一緒に接続できるという優れものです。

この便利な機材に一つだけ難癖をつけるとすると、イーサーネットの接続スピードが

100Mbps となっており、ギガビットイーサーからみると速度が見劣りすることなのですが、

その不便さを補って余りある敷設の便利さですから、ぜひ AP などの機材については、こ

の PoE 型の機材について、一度検討を行っていただきたいと思います。

私の学校で利用しているのは、Buffalo 社

の WAPM-APG300N という業務用の物で、

５０台くらいの接続が仕様上は可能となっ

ています。給電は、家庭用のコンセントみ

たいなものである、ハブのところに給電が

できるものを入れますが、本校では同じく

Buffalo 社の BS-POE-2124GMR という機材

を使い構築しました。（詳しくは巻末の

Buffalo 社の資料などをご覧下さい）

業務用の機材を使う理由は、動作が家庭用のものに比べて安定していることもあります

が、もう一つ決定的に大事な理由があります。それは、生徒の機材が、本校のように、一

人一台の形で２５４台を超えてくると、家庭用の AP では、タブレット PC をネットワー

ク上で使うための大切な番号である IP アドレスの割り当てが足りなくなってしまうため

です。家庭用の機材では、普通２５０台なんて数を同時に動かすことはありませんから、

あまりたくさんの機械を同時使用できるような設計になっていません。しかし、学校でし

かも全校生徒が同時に使う場合には、この約２５０台同時使用のクラス C という使い方

から、一段階上のクラス B という設定で環境を構築する必要があります。

玄関ホールに設置された AP
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今は学校で４０台のタブレット PC しかないのでクラス C の家庭用でも大丈夫だと思わ

れるかも知れませんが、ICT 関係の国の施策の動きは速く、将来学校で何台使うようにな

るかは定かではありません。無線 LAN の敷設は、最初からやると結構大がかりな作業で

すので、将来を見越して、数が増えても大丈夫な機材で構築されることをお勧めします。

また、給電できるハブについても盲点と

なることがあります。それは、24 ポートの

ハブなので、24 個の AP に給電できるよう

に錯覚しますが、実は同時に給電できる AP

の数が制限されています。

このことは、カタログの小さな注の所に、

「最大で 12 台」などという記述があるの

ですが、恥ずかしながら私は、この注に気

がつくことができず、アドバイスを頂いて

いた Buffalo 社の方から教えていただいて初めてこうした制限があることに気がつきまし

た。

また、校内に 無線 LAN

の AP が多数設置されると（本

校の場合は２０台が同時に稼

働しています）電波の干渉の

調整や、メインテナンスが大

きな作業となります。

右の図は校内の AP などの

配置図です。教室、特別教室

など各教室に１台ずつの AP

が置かれ、玄関ホールにも設

置されていて、校内の全ての

場所で、タブレット PC が使

用できるようになっています。

AP の管理については、最

初に取り付けて、後はずっと

最初の設定のままということ

は殆ど無く、ファームウエア

という最もその機械を動かす

上で基本となるソフトウエア

のアップデートがあったり、

無線 LAN の周波数が干渉し

ないように調整したりと、運

用にあたって留意すべき事が

多々あります。

PoE の機能をもった給電型のハブ
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本校では、無線 LAN につ

いて、一カ所で集中制御でき

る Buffalo 社の BN-ADT とい

うソフトウエアを導入し管理

しています。。

右の図は、無線 LAN の周

波数構成ですが、この管理ソ

フトは近くの AP が干渉しな

いように自動的に周波数の調

整を行ってくれるのです。

こうした、ネットワークの

管理ソフトは、一斉に AP の

機能を止めるという操作にも

も朝飯前で対応します。

函館は私立高校がたくさんある地域で、

合格発表もインターネット上で行われる

高校が多々あるのですが、合格発表の日

は、生徒が自分の合否で動揺しないよう、

校内の AP の機能を一時的に止めて、生

徒の手元のタブレットで合否が確認でき

ないようにしています。無線 LAN を統

合的に一元管理することは、学校にとっ

てとても大切な機能だと感じています。

② モバイルセキュリティサーバーによる安全の確保

生徒が使用するタブレット PC を管理する中で、附属函館中学校が大きな課題としたこ

とは、Web の閲覧などでウイルスに感染しないようにすることとと、勝手に変なアプリ

を入れないようにすることでした。ウイルス防御は、パソコンでも行われており比較的分

かりやすいと思うのですが、タブレット PC では授業と関係ないアプリを入れないような

仕組みの構築は絶対に必要です。

ipad を導入している学校では、よく「不

正アプリを入れようとするとパスワード

がかかっていて入れられないようにして

います」といったお話を伺うことがあり

ます。Android でも Windows でもおなじ

ようなことができるのですが、ここでは

もっと統合的にこうしたことを防御する

方法について述べたいと思います。

BN-ADT の管理画面
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企業では利用の約束を守らない機材の設定や使い方に対してコンプライアンス違反とい

った表現を使いますが、実はウイルスバスターで有名なトレンドマイクロ社からタブレッ

ト PC のこうしたコンプライアンス違反に対応し、機器を制御するためのモバイルセキュ

リティサーバーという製品が発売されています。

この製品を初めて知ったのが、２年前の 2011 年に大阪で行われた New Education Expo

という大会でした。ウイルス対策をどうするか出店されている企業のブースをいくつか回

っているうちに、この製品に辿り着きました。

もともとウイルス対策の製品を作っている企業の製品ですから、こうした面では定評が

ありましたが、もっと驚いたことは、このソフトは企業ユースを仮定して設計されている

ために、機器の制御や、端末への情報の送り込みなどの機能が付加されており、学校で使

うにはもったいないような実に高機能で素晴らしい製品です。

この製品では、個々のタブレットをモニ

タすることができ、単にウイルスからの感

染を防ぐだけではなく、アプリなどが適正

に使用されているかなどについて、モニタ

リングしたり、生徒が使用するアプリにつ

いて集中管理することができます。

右の図は、不正アプリの利用状況を

モニタリングしたもので、コンプライ

アンス違反が１台検出されていること

が分かります。さらに、その１台につ

いて、どんなアプリを入れたのかとい

ったことまで調べることができ、本校

で見つけた違反では、「進撃の大脱出」

というアプリが検出されていました。

インストールが許可されていないアプリを入れ

ようとすると、Android と iOS では挙動が変わるよ

うですが、本校で採用されている Android の場合は、

「禁止されているアプリです」という警告が表示

されインストールしたアプリを削除するよう促さ

れます。（右の画面は LINE を入れようとしている）、

Android の場合はそれでも強引にインストールす

る事ができるのですが、毎回起動時などに違反ア

プリについて警告が表示され、学校のモバイルセ

キュリティサーバーには、コンプライアンス違反と

して、その端末が表示されることになります。

違反した使用が１台あり

違反アプリを確認する

LINE を入れてひっかった！
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また、このモバイルセキュリティサ

ーバーでは、新たに導入するアプリを

ディスクトップにショートカットとし

て表示させることことや、インストー

ルして欲しい必須アプリのリストなど

を表示させることができるため、授業

の進展に伴って、新しいアプリを必要

とする場合などには、この機能はとて

も重宝します。

これだけの機能を持っているモバイルセキュリティサーバーですが、学校での導入にあ

たっては導入費が安く設定されており、windows2008Server などを自分で用意し、インス

トールできれば、年間で６万円（2013 年現在）しかからないという優れものです。本校

では、お金がないので、安いサーバーを調達して、自力でインストールを試み稼働させま

した。もし、トライされる学校がありました、アドバイスできることもあると思いますの

でぜひご連絡下さい。

③ コンテンツフィルタリング環境の構築（Proxy リレーによる制御）

学校でのインターネットの閲覧では、アダルトサイトなどへの接続を防ぐために、コン

テンツフィルタリングをかけるため Proxy サーバーが利用されることが多いと思います。

しかし、職業の調べ学習などでは、フィルタリングが効き過ぎて、必要なサイトが閲覧

できなくなることなどが起こるため、フィルタリングの On、Off を集中制御できる形で

一斉に行いたいといった要望を学校が持つことがあります。

しかし、タブレット PC では Proxy の設定が、個々の機械の設定にゆだねられているこ

ともあるため、フィルタリングの on,off について、学校側が集中制御することは結構が難

しいことになります。

こういった場合、Proxy リレーという方法で、ある時は、フィルタリングをかける、あ

る時はかけないといった制御が可能になります。

市町村が指定する本来の Proxy サー

バの手前に、学校内に Proxy サーバー

（BlackJumboDog,Squid など）を構築し

て、生徒の端末の設定は、この学校の

Proxy サーバーを指定します。そして、

この校内の Proxy サーバーから、本来

の Proxy サーバーを経由させると、コ

ンテンツフィルタリングがきちんと効

くようになります。

フィルタリングを off にする場合は、

本来の Proxy サーバーを経由させないで、

導入する必須アプリ一覧
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ダイレクトにインターネットに出るように校内の Proxy サーバーを設定します。このよう

に、２段構えで Proxy サーバーを構築し、校内に設置したサーバーの設定を変えることに

よって、インターネットに出る道を制御する方法を「多段プロクシ」と言います。

Proxy サーバーには、この他にも同じページを複数の生徒がアクセスした場合に、その

ページをいちいち何回もインターネットに取りに行かないで、この Proxy サーバーの中に

最初にアクセスしたときのデータを貯めておいてそこから送り、インターネットへの交通

量を減らすなど、学校とインターネットの間のネットワーク環境があまり強くないところ

でも力を発揮します。

また、どういったページが生徒に閲覧されているか、この校内の Proxy サーバー上で記

録を取ることもできるようになります。

附属函館中学校では、いろいろ試してみて、現在は Squid という Proxy サーバーを

windows2008server 上にサービスとして登録し利用しています。Squid は 32bit の少し古い

プログラムなのですが、なかなか堅牢でしっかりとした動作をします。

Proxy リレーする際の Android のタブ

レットでの設定ですが、無線 LAN の設

定の際に、校内に立てた新しい Proxy

サーバーを手動で指定します。

不正アプリを監視するモバイルセキュリティサーバーや、教材を配信する WWW サー

バーを校内に構築し、運用している場合は、それらのサーバーへのリクエストを、校内の

Proxy サーバーが上位の Proxy サーバーへリレーする対象から除外する必要があります。

附属函館中学校では、校内に構築した WWW サーバー、モバイルセキュリティサーバ

ー、遠隔学習用の LMS である Moodle など４台のサーバーへのリクエストについては、

校内に設置した Proxy リレーから除外し、サーバーに直接アクセスするようルートを設定

しています。
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３ 機材の活用～授業だけではなく様々な活用が

１ 授業での活用場面

①インターネットを利用した調べ学習

インターネットを使い分からないことを調べた

りする学習は、タブレット PC を利用した学習とし

てはすぐにイメージできることと思います。

右の例は、グーグルマップを使いながら、通学

路の安全マップを作成する学習です。

タブレット PC には、標準でマップやブラウザ、

YouTube の視聴アプリなどが導入されており、こうしたインターネットの活用は、これま

で以上に手軽に利用することができるようになります。

ブラウザで、調べ学習をしている様子。タブレ

ット PC は持ち運びが楽なため、無線 LAN の環境

さえあればどんな場所でも利用できます。「教室が

最先端のラボになったよう」といった生徒の感想

も聞かれました。

②タブレット PC に最初から導入されているカメラなどの機能を利用

デジカメ、ムービーカメラ、録音機など様々な

機能が使える多機能生が、タブレット PC のもう一

つの特徴でもあります。

右の写真は、数学の証明を行う授業において、

隣同士がペアになり、それぞれ証明の説明を録画

し、自分が振り返るのに使ったり、授業の終わり

に先生に提出するというものです。

２１世紀にはコミュニケーションする力が学力の大事な要素になってくることが、いろ

いろな場面で強調されるようになってきましたが、こういった使い方は、今後、多くの教

科の発表場面でどんどん取り入れられる可能性があります。

これまでの証明を取り扱った数学の授業では、どの子がどの程度分かっているのかどう

かを一人一人確かめることは至難の技でしたが、このような機材を使い、録画した証明の

説明を、提出用のサーバーにアップロードすると、こういったことが一目瞭然になります。

③市販アプリの導入について

WIndows のアプリの導入は、使い慣れた機械であることも多く、なんとなく分かると

思います。Android では無料のアプリは、Google アカウントを持つと、GooglePlay 上でイ
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ンストールすることができますが、有料のアプリは支払いなどが伴い、クレジットカード

などの登録が必要となります。アップル社の ipad も基本的には同様なのですが、最近（2013

年 12 月）、教育用の VPP という購入の仕方ができ、学校での有料のアプリの導入がより

行いやすくなったようです。

これは代理店にまず発注し、代理店からクレジットコードというものを発行してもらい、

それを Apple 社の VPP のページに登録し購入するという手順を取るのだそうです。そこ

で例えば３０本のソフトが必要であれば、そこから３０本分のアプリを購入すると、ギフ

トコードが３０本分発行され、これを各端末に一つ一つインストールしていくという説明

をいただきました。

附属函館中では３７０台の機械があり、市販のアプリも入れていますが、クレジットカ

ードを登録せずに買う方法を、何社かと連携して試してみました。ここでは、三省堂の新

明解国語辞典と Docomo 社の PowerWords2000 の導入を行った事例をもとにその手順を紹

介します。

Android のアプリを学校単位で導入す

る際の試行的取組として、三省堂さん

には、附属函館中の専用のダウンロー

ドサイトを開設してもらい、そこから

インストールするという方法が試され

ました。

GooglePlay とは違った経路をとるた

め、通常のアプリの設定に加えて「提

供元不明」のアプリのインストールの

許可が必要となりました。それを設定

して。無事、インストールを終えると、

「新明解国語辞典」の辞書のダウンロ

ードが始まります。

Android のアプリというのは、実は apk ファイルというものでインストールが行われる

ようになっており、このファイルをインストールすることができれば、その後は、そのア

プリを起動して必要な辞書データなどを転送することができるようになります。Apple 社

の場合は、新しいアプリを導入するのに、いろいろな制限があり、先ほどの VPP のよう

な仕組みが必要になるのですが、Android はこの apk ファイルが、アプリのインストール

の起点となるため、こういった学校の専用サイトをインターネット上に作成してもらい、

インストールするといった芸当も可能になります。

国語辞典の場合は、この土台となるアプリのインストールの後、辞書のダウンロードと

いう作業が必要となります。本校の場合では AP は buffalo 社の WAPM-APG300N という

機械を使い、１クラス 40 名分の辞書（文字のみの場合 66 メガの容量となります）を生徒
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個々の端末にダウンロードするのに、約 18 分かかりました。

最初は、辞書をダウンロードさせるときに同時にアクセスしてよい人数の案配が分から

なくて、８名を一度にアクセスさせて、かえってネットワークの交通量（トラフィック）

を増やして阻害したり、人数を減らし過ぎてよけいに時間が掛かったりのトライアル＆エ

ラーの連続でしたが、次第にバランスの良いところが分かってきて、本校の回線の場合は、

同時に３台がインストールしていると丁度良いといったことが分かりました。

提供元のサーバーの混雑具合や、各学校の接続するネットワーク環境によって、こうし

た時間は異なるため、何台同時に接続すると効率がよいのかについては、各学校で試行錯

誤して見つけ出し、適正な運用を行うことが大切です。

Docomo 社の PowerWords2000 についても、本校では全校生徒の端末 370 台に導入して

います。インストールの場面では、Docomo の社員さんにも支援していただき、こちらも apk

ファイルを提供していただく形でインストール作業を行いました。

このソフトは、一度に学習に使う

全部のデータを手元の端末にダウン

ロードするのではなく、学習の進行

に応じて、必要なデータをダウンロ

ードする仕組みとなっており、国語

辞典のようにデータのダウンロード

に多大な時間がかからないような仕

組みとなっているのが大きな特徴で

す。

学校は、インターネットへの接続が早い回線が入っているわけではないので、こうした

配慮はとても使いやすいと感じました。次の資料は７月２６日に、３６０人の全校生徒が、

ほぼ同時にこのアプリを使って英語の学習を行った時の、ネットワークの状況を調査した

ものです。
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ファイヤーウォールから、教育用のセグメントに流れる信号が 15:00 の時点で 7.0M の

ピークに達していますが、ほぼこの時点でも、このアプリは生徒の手元で動いており、ネ

ットワークの混雑状況も折り込んだアプリとしての作りの良さを感じました。

アプリには、一度に全部のデータをダウンロードしてから使い始めるものと、使用状況

に応じて逐次データをダウンロードするものがありますが、辞書など膨大なデータ量のダ

ウンロードが見込まれるアプリを学校で導入する場合には、事前に、ネットワーク環境の

調査や、作業手順の確立が重要になります。

④校内 LAN による電子教科書や教材の利用、ファイルの配布や提出

附属函館中学校では、校内のサーバーに、電子教科書が閲覧できるような仕組みを整え

ています。社会、数学、理科、英語の４教科の電子教科書が、ネットワークを使って利用

することができ、理科の実験の動画などを生徒に見せることができるようになっています。

理科の電子

教科書の利用

現在の電子教科書は、教師が生徒に説明するために用いられるような用途を見込んで

作られていますが、高校は平成２５年度、小学校では平成２７年度、中学校では平成２８

年度に改訂される教科書では、生徒が閲覧するタイプのものが提供されるとのことです。

附属函館中学校の生徒達は、平均で約７ kg ～９ kg の荷物をしょって、毎日登校してき

ます。本校の 616g のタブレット PC で電子教科書などを閲覧し、荷物を減らすことがで

きたら、どんなに幸せだろうとよく生徒と話すことがあります。

文科省と総務省が共同研究しているフィーチャースクールでは、この生徒用の教科書に

加えて、クラウドを使った電子ノートなどの研究にも取り組む予定とのことです。

学校での勉強の続きを、家でも図書館でも、いつでもどこでもできるというのがこの話

の大切なコンセプトです。場所の拡大と時の拡大が、21 世紀の本質的な変化を見極める

大切な要素であると、A・トフラーは「富の未来」という著作の中で指摘していますが、

学校で集まって授業するということも、こうした視点からみると、今後大きく変わってい
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くかもしれません。

⑤学校で作った教材のライブラリー化

学校の教材配信サーバには、学校で作った教材なども登録されています。2013 年の研

究会で公開された、塵劫記に関する教材や、メソポタミア文明の粘土板の謎を探る教材な

どの他に、社会の公民科の学習プリントなど、時々の必要に応じて教材が登録され、生徒

達の手元のタブレットで活用されています。

一人一台の環境では、例えば一過性の資料などは pdf 化

して閲覧し、事が済んだら消去という対応も有効です。

今年度は生徒会の議案書について、pdf 化の取組をしま

した。印刷と帳合いの作業がないので、画期的な作業軽減となりました。

また、遠隔学習用の LMS とし

て有名な Moodle についても、

校内で利用できるよう専用のサ

ーバが稼働し、環境構築がなさ

れています。

こちらの方は、まだ手を付け

始めたばかりの段階で、これと

いった成果をお伝えすることが

まだできませんが、2014 年度に

向けてフリップ授業（反転授業）について研究計画があり、その中での活用が期待されて

います。

ビデオを使った教材については、mp4 の

形式にエンコードして、教材配信サーバー

に登録しておくと、タブレット PC からは

手元の機械にダウンロードせずに疑似スト

リーミングとして視聴できます。

平成 25 度から 26 年度に向けては、授業

を休んだ生徒などが復習できるように、数

学の電子教科書を使って解説する VTR な
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どを作成し、必要に応じて校内で視聴できるように整えていく計画です。電子教科書の現

在のライセンスでは、こういったボランティアの様な解説ビデオでも、校内から校外に持

ち出して視聴することが難しいというお話ですので、次の改訂では、ぜひこういった学び

にも耐えうるようなライセンスの形態を考えていただきたいと思います。

２ 学校生活などの場面での活用

①合唱練習・行事の振り返り（学校祭などの映像をライブラリー化しサーバから閲覧）

合唱練習なども変わります。これまでは、合唱コンクールが迫ると、生徒達が自分た

ちで歌って収録したパート練習用のテープや MD、CD を担任の先生が必死に複製して渡

している光景に何度か出くわしたのですが、これからは録音したデータをサーバに置けば、

いつでも生徒達はその歌をタブレット PC を介して聞ける状態になります。

本校では全校合唱用に、音楽部の生徒達に協力してもらい男子、女子のパート別の練習

データをサーバーにおいて、タブレット PC で聞くことができるようにしました。

また、２日間の学校祭を振り返り、それぞれの発表を記録したビデオについても、ライ

ブラリー化して生徒達が視聴できるようにもしています。各学年の合唱コンクール、音楽

部の発表、それぞれが自分の興味関心に応じて発表するパフォーマンスなど、ブルーレイ

にすると BD-R の円盤で３枚分のデータが、３８本の mp4 のビデオとして登録されてい

ます。

②毎時間の授業評価への活用
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タブレット PC を授業の評価に活用する取組も行っています。希望する先生が利用し、

授業の評価や、分からなかった事を質問として聞くことができます。

③朝の健康調査（試行段階です）

（健康調査の実際の集計例）

朝、学校に登校しホームルームまでの間に生徒が教室で入力し、その日の健康状態を担

任の先生が教室に入る前に把握するという試行です。睡眠時間や朝食の有無など、基本と

なる情報とともに、体調の不安として不登校などに繋がる不定愁訴なども見つかりやすい

ように項目を設定しています。冬期間には、風邪の状況などに対する調査項目も加えると
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より一層活用の範囲が広がるように感じています。

④電話としての利用（Skype の活用）

総合的な学習の時間などで、生徒が研修先に電話

をかけ、アポイントメントをとる活動では、学校の

電話回線が不足する場合もあります。タブレット PC

は、インターネットに繋がっていれば、Skype など

の通話アプリも利用が可能で、新たに電話契約をせ

ずに、臨時的に電話回線を増やすことができます。

料金の支払いはクレジットカードでなければでき

ないと思いがちですが、実は、コンビニなどに前払

い式で支払う方法（Skype クレジット）があり、本校では３台の端末を、このクレジット

を使って電話として使えるようにして活用しました。

回線の品質が普通の電話と比べて聞きにくいのではないかといった不安もあったのです

が、生徒たちが実際に使ってみて、十分に使えるということが分かり、こうした不安はな

くなりました。タブレット PC は無線 LAN 接続で電話としての役割を十分に果たします！

タブレット PC が平成２４年度の４月に本校に導入されてから約７ヶ月、生徒が Skype

で電話している様子を心配そうに隣で眺めていたらびっくりする光景に出会いました。生

徒が連絡先から「我が社のホームページを開くことができますか」と言われた時に、すぐ

隣にあったもう一台のタブレットを引き寄せてその会社の Web ページを開き、会社の方

が電話で誘導するページまで、ほぼ会話のスピードに合わせて、ササッとタブレットを操

作して、研修の申込に必要な Web ページに辿り着いて見せてくれたのです。

デジタル世代の子どもたちにとっては当たり前の事なのかもしれませんが、実際にこう

した光景を目の当たりにすると、スマホでも主に電話として使っている年配の私のような

世代にとっては、ただただ驚くばかりでした。

⑤ファイルの提出を簡単に行うための仕組みの構築

タブレット PC では、写真や動

画音声の録音などが簡単にでき

るため、多くの教科でこうした

機能を活用した活動がみられま

す。

最初のうちは、こうしたデー

タの取り出しは、「子どもの発表

がもう一度みられる」というワ

クワク感に満ちているので、コンピュータに

１台 1 台つないでも、さほど苦にはならない

のですが、こういった活動を複数のクラスや

学年、単元で始めると、そのデータの取り出

しには本当に苦労すると思います。

Skype による電話
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本校でも、研究会がある直前には、がんばって取り出していた先生も、研究会が終わる

と何時しかこういった機能を使った活動が下火になり、その訳を聞いてみると、やはりデ

ータの取り出しが面倒くさいからということでした。

Moodle などの LMS には、ファイルの配布や回収などの機能があるので、「Moodle にロ

グインしてアップロードしておいてね」と言えばそれはそれでできるのですが、夕暮れに

近所をちょっと散歩するのに、背広やネクタイを締めて正装して歩くような、そんな違和

感を感じていました。

こうしたことから、本校では簡単にファイルを回収できる仕組みを、フリーソフトの

PHP を使ってサーバ上に構築して、タブレットのブラウザからファイルを選んで提出で

きる仕組みを構築しました。PHP の設定で 200 メガくらいの動画でも受け取れるように

しているので、学習で使った殆どの画像や資料は、この仕組みで一気に回収することがで

きます。

操作も、あまり複雑にすると分かりづらく

なるので、提出する先生を選んだら、その後、

学年、クラス、名前を入れ、あとはアップロ

ードするファイルを選択するというシンプル

なものにしました。

提出したファイルを、他の生徒も閲覧する

こともできるようにアップロードだけではな

く、表示機能も設けています。

実際の授業では、www サーバから pdf

で作成したファイルを配布し、生徒が個

々に手元のタブレット上の pdf 閲覧ソフ

ト（本校では acrobat を使っています）で

書き込みを行い、ここに証明を書き足し

て提出するという授業を行ったり、写真

の中に自分が見つけた大切な図形をお絵

かきソフトで書き足して提出するといっ

た使い方を行いました。

こういった環境が整ってくれば、例えば体育の授業で試技の動画を見ながら、改善が必

要な場面で止めて、そのスクリーンショットに改善の必要なところに矢印を付けたり、文

章を書き込むなどして提出させることができるようになります。タブレット PC は、単に

授業を豊かに変える可能性を持っているだけではなく、例えば評価のためのテストの形態

にも大きな変革の可能性を秘めているようです。

タブレット端末には、iOS、Android,windows などの種類がありますが、そこで使えるこ

ういったアプリがあるのかないのか、そのアプリは有料か無料かなどは、実際に探してみ

ないと分かりません。その位、アプリの開発ではいろいろな形で参入があり変化が激しい

のです。本校で導入しているのは Android 端末ですが、この項で紹介した使い方は全てフ

リーのアプリを使って可能です。

pdf に書き込み提出された証明

写真に線を書き込ん

で提出も簡単！
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しかし、もう一つ考慮しておきたいのが、こうした学習活動を支える環境の大切さです。

先生の頑張りだけではなかなか続いていかないものも、ちょっとした仕組みを PHP など

を使ってフリーの環境で整えてあげるだけで遙かに使いやすくなります。

校内にサーバを置くと、管理できる人材がいないなどのことも心配されますので、いっ

そ教育委員会やインターネット上のプロバイダが提供するクラウド上にこうした環境を構

築するという考え方もあります。実際、2014 年の後半では、フューチャー スクールなど

を中核として、インターネット上のクラウドにデータや教材をおいて利用する試行的実践

に取り組み始めるようです。

しかし、学校とインターネットを結ぶ回線はあまり太いわけではありませんので、学校

の外に置いたクラウドと学校の中で使っている端末がどれだけのデータをやりとりする必

要が生じるのか、無線化を含めて校内の LAN としてどの程度のインフラ整備が必要なの

か、学校で使う端末が 40 台から全校生徒の人数に変わったときにどのようにトラフィッ

クが増えるのかなどのことはまだあまり分かっていません。ぜひ、こういったことについ

て先進校か知見を貯めていただき、やがてやってくる一人一台の環境に向けて、教育委員

会や学校に一定の方向性を早期に示していただきたいと期待しております。

３ 情報モラル教育の充実

タブレット PC は、無線 LAN などの環境があればイン

ターネットにダイレクトに繋ぐことができますので、メ

ールの使用や掲示板などへの書き込みなどによって、ダ

イレクトに社会と繋がってしまいます。

最近話題になった飲食店などのバイトの問題でも分か

るように、ちょっとしたいたずらのつもりで何気なく行

ったことが、多額の賠償責任などを伴って問われること

も身近に起こりうるのです。従って、タブレットを導入

した学校では、情報モラル教育は密接不可分な喫緊の課

題として認識しておくことが必要です。

情報化社会は変化が激しく、昨年のこと半年前のこと

はもう遠い過去のような感覚があり、常に最新の話題や

課題を、情報モラル教育においても提供していく努力が

必要です。

例えば、中学校としては、女子高生ストーカー事件な

どの話題は生徒に伝えるにはまだ早いと思われる学校が

あるかも知れませんが、本校ではこうした話題について

も、積極的に取り上げ、「君たちがこれから漕ぎ出す情

報化社会にはこんな陥穽があるのだから、気をつけなさ

い」ということを伝えています。

以前、私は北海道の情報処理教育センターに勤めてい

たのですが、その時に作成した情報モラル教育の段階制

のような資料を、今、見返してみて、既に社会の方が先
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に行ってしまっていて通用しないということが分かりました。数年前までは主に掲示板や

SNS などがいろいろなトラブルの発端となっているケースがありましたが、今は生徒の

情報のやりとりは LINE などの秘匿性のある通信系アプリに変わってきており、その対応

をどうするか、各校でも頭を悩ませていることと思います。

タブレット PC の導入を考えている学校は、ぜひ、その対として最新の情報モラル教育

に取り組み生徒達の身近にある危険から少しでも遠ざけていただきたいと思います。また、

情報モラル教育を、常に最新のものに保つための仕組みや体制づくりも重要です。学校の

保護者で堪能な方や、地域の人材にも目を向け、その実施に取り組んでいただきたいと思

います。



付 録

１ 平成２５年度教育研究大会の記録（札幌市立

福井野中 堀田校長先生より提供頂きました。

２ 附属函館中のタブレット PC の利用の約束

（佐賀県立致遠館中学校・高等学校 坂本明弘先生

から、多くの貴重な情報を頂きました）

３ 保護者に向けたタブレット PC 持ち帰りにつ

いての学校からのお知らせ

４ バッファロー社のまとめた本校の無線 LAN
に関する資料



北海道教育大学附属函館中学校 

平成 25 年度 教育研究大会参加報告 

 
（H25.11.14 福井野中 堀田校長先生より提供いただく） 

Ⅰ 参加者 
 （個人情報が入っているため割愛） 

 

 

Ⅱ 研究大会 授業公開（堀田が参観した授業に関して） 
 

【技術・家庭科】  

2 年 単元 『Ｂ エネルギー変換に関する技術』 

題材 「２つの充電器を比べ有効的な 

活用方法を考える。」→指導案 

  

教師が提示用にタブレット端末を使用、黒板上の

指導者の頭上に無線ルータが見える。Buffalo 社の

機器を使用、詳しくは「ICT 機器の活用 分科会」

資料参照 

 

 

 

 

【美術】 

3 年 題材 『青い目に映る世界』→指導案 

 生徒全員が自分のタブレット（学校から貸出、自

宅持ち帰り可）を持参し、調べ学習に活用している。 

特筆すべき点は『コピペはさせない！』という考え

方、必ず自分の手で書くという行為を経由している。 

 

 黒板の右上のモナリザの左横に、同じく無線ルー

タが設置されている。これ一台で 50 台ほど接続が

可能であるが、256 台を超えると IP アドレスに詳

しい方はお分かりになると思いますが、一ランク上の

クラス B での設定が必要になり、個人で使用する無線

ルータでは対応できない。ちなみに附属函館中学校

350 台以上のタブレットが稼働している。 

 

 「コピペ」防止と言うより、タブレットで調べた事

をワークシートにダイレクトに書くもよし、また机の

上に張られた、模造紙にメモっても良いことになって

いる。 これは普通に授業に使えるアイデアである。 



 ちなみに、右の写真は過去の生徒のメモ（落書き・・

失礼、美術としてはありか？）が、美術室の掲示板に

掲示されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 初めて、生徒一人一人がタブレットを使っている授

業を目の当たりにして・・・・感心！！ 大変うらや

ましく感じました。タブレットは Android です。 

 

 

【英語】 

2 年 単元 『Unit 5 A New Language Service』→指導案 

 

 PDF の英文に「Adobe Reader」の「テキストの

ハイライト表示」機能を使ってアンダーラインを引

かせていた。また、タブレットを見ながらのリーディ

ングも行っていた。 

 辛口のコメントでは、わざわざタブレットを使わな

くてもペーパーでもできるか・・・・？ 

 トライ＆トライを何度でも可能にする意味ではあ

る程度納得できるか？ 

 

 

 

 

 

 



 
 タブレットを見ながらリーディング          篠路中の多田先生と荒井先生 

 

【数学】 

 3 年 単元 『７章 円（東京書籍「新しい数学３」）』→指導案 

 

 この授業では、タブレットＰＣを利用した授業評

価を行い、授業の中身（内容）では、私が見た時に

は使っていませんでした。ただ、印象的に残ってい

るのは、右写真の左手前から二人目の生徒が、問題

を解く過程で、電卓としてタブレットを使っていま

した。これもありだと思います。 

 

 

ちょっと、自分の iPhone で WiFi の環境をチェ

ックしてみました。何箇所かでトライしてみたので

すが、いつも同じです。札幌の福井野中学校の職員

室でやっても、もっと多くの WiFi が引っ掛かりま

す。GL01-20F3A・・・は私のポケット WiFi で、fhn_more

が函館中学校の WiFi だと思います。この点を分科会で質問する

の忘れてた！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           福井野中の丹羽先生と北白石小の沼田先生 

 

この授業では、タブレットＰＣを利用した授業評価を行っていました。これにについては、

Web「研究総論」にありましたので、PDF のスナップショットで切り取って次に紹介します。 
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 以上 引用 

 

【ICT 活用】題材『木の長さを鼻紙にて積もる事～全国学力学習状況調査問題中学・数学Ｂより』 

（～一人一台のタブレット PC の利用で学校や授業はどう変わるのか～）→指導案 



 今回のメイ
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 タブレットを使う部分と、紙や黒板を使う部分の使い分けをきちんと意味付けて授業展開し

ICT 機器を活用する（させる）事が大切になると思います。「コピペ」をさせない事もそうで

すが、生徒の思考の過程を考え、きちんとした学びを成立させるように授業を組み立てる事が

大切だと思います。そのうえで ICT 機器をどう活用していくかを考える。語りつくされている

事ですが、「ICT 機器ありき」の授業には注意したいものです。 

 

【保健体育】3 年 単元『Ｅ 球技：ゴール型＜バスケットボール＞』→指導案 

 生徒がタブレット型端末の取り扱いに日常から慣

れていることを利用し，運動観察の方法を理解させ，

自己の課題に応じた運動の取組方を考えさせる上で

ＩＣＴ機器を有効活用している。 

 ここでは、iPad mini を使っていました。タブレッ

ト端末は、ある意味何でもいいのかもしれません。

それよりも、学校での通信環境の構築が最も重要で

あるように感じました。 

 特に附属函館中学校では、平成 23 年から無線

LAN の整備を業者と自分たちではじめ、さまざまな

トラブルや課題を一つ一つ解決しながら現在に至っ

ている事に、大変感心させられました。 

教育委員会からトップダウンで機材や環境を導入

されても、その活用が中々うまくいかないのは、こ

この辺に問題が潜んでいるように思います。 

 よく「一部の PC 好きな先生方に任せきりにするこ

となく、全ての先生方が活用する・・・・」と言われ

ますが、最近この事に疑問を感じます。特に中学校は

教科担任制でそれぞれの教科の専門性が問われ、それ

を生かして授業を行っていると言っても過言ではありません。 

 そうであるなら、一部でも ICT 機器の活用にたけている先生方の育成に力を入れても良いのでは？そ

の先生方が、最先端の ICT 機器と現場の先生方の橋渡しをしてくれると考えるのは無理でしょうか？進

路指導主事が各校におかれ、進路指導にたけた、ある意味では専門家の先生方が、毎年進路業務にあたっ

ています。兼ねてからの持論ですが、『情報指導主事』あるいは『ICT 機器活用指導主事』が各校におか

れ、専門的な知識を習得して、学校現場の末端の先生方に還元していくことはできないのでしょうか？ 

 後半は、私のぼやきになってしまいました。参加された先生方で、他に気が付かれた点や、画像等があ

ればご連絡ください。追加報告も検討します。 

また、動画も撮っているのですが、YouTube に限定でアップしようかと思っています。附属函館中学

校に許可を取ってからと考えています。YouTube の動画は校務用 PC では見れませんので意味がないか

とも思いますが？ iPad をお持ちの先生方は手軽に見る事ができます。 

 パスワード付きのサイトを作りそこに YouTube の限定公開の URL を張る形で行えば YouTube の

検索にも引っかからないで公開できます。1 週間限定で、その後削除すれば・・・・？可能になりました

らご連絡します。 

 

以上 附属函館中学校の研究大会参加報告とします。 



附属函館中学校生徒用タブレット PC 利用の約束
（２０１３／０９／０５版）

この利用の約束は、平成２５年度に導入された、タブレット PC の利用に関するもので

す。学校で一人一台のタブレット PC を利用する取組は、まだ全国でも例が少なく、どの

ようなことがだめで、どのようなことは許可できるかがまだはっきりと分かっていない部

分もあります。生徒のみなさんと先生たちが、附属中の取組をとおして、こうした機器を

活用した未来の教育について取り組み、共につくりあげていく営みとなればと思っていま

す。

情報化社会で必要とされる正しい行動や、情報モラルに基づいて行う適切な判断ができ

るよう、本校の教育環境を適切に活用して身につけていきましょう。

１ この約束の定める機材や施設設備について

・学習者用端末(タブレット PC)、プロジェクター機器、教材提示装置や、学校の LAN

設備一式、教材用サーバーなどです。

２ 利用者

・利用者は、北海道教育大学附属函館中学校に在籍する生徒、教職員とします

・上記以外にも、学校の許可を得た児童・生徒、保護者なども利用可能とします

３ 利用時間や場面

・授業時間や学校での諸活動の時間

・授業時間外などに機器を利用する場合は、必ず指導者の許可を受けること

・家庭学習（家庭に持ち帰って辞書として利用する場面などを想定しています。保護者

の承諾のもと使用するようにしてください。）

・フリースポットなどの学校と家庭を除く校外のネットワーク環境下では使用できません。

４ 利用範囲

・学習者用端末(タブレット PC)の利用範囲については、学習活動を前提とします。そ

の際、次の諸点について遵守してください。

(1)留意事項

・著作権、肖像権、個人情報の保護に十分留意すること

(2)禁止事項

・学習者用端末(タブレット PC)を使って、音声、画像、動画、ソフトウェア、アプ

リ等を、許可なくダウンロードしたり、アップロードすること（許可されているも

のは除きます）

・許可なく、メールの登録、ファイルの配信等を行うこと

・ツイッターや Facebook など、SNS への登録を行うこと

・許可なく、課金の伴うサービスを利用すること。

・学校外などから持ち込んだ不正なデータを、本体のメモリーや、記録メディアに入

れること

・学校内で作成・配布されたデータを許可なく校外に持ち出すこと（許可されている

ものは可）

・学校や大学のネットワーク環境の不正利用や破壊などにつながる行為



５ 利用上の注意

・次の諸点について、留意してください。

・学習者用端末(タブレット PC)は丁寧に取り扱うこと

・他人のタブレットを借用しない、操作しない

・故障、破損した場合は、速やかに担任の先生に報告すること

・教室外などで使用するときには、担当の先生の許可を得ること

・家で使用する際は、保護者の承諾を得ること

・システムや端末に対する改変を行わないこと

・中学校の卒業時に、タブレット PC を学校に返納すること(次年度の 1 年生が使う

ことを配慮すること)

６ 家庭での使用について

・家庭への持ち帰りに際して、次の諸点について理解と遵守をお願いします。

・タブレットはネットワークに接続しなくても、辞書として活用できます。この度の

導入では、国語辞典（三省堂「新明解国語辞典」）、百科事典（Wiki ペディアライ

ト版）、英和・和英辞典（Edic2）、英語の単語学習（英単 2000）が活用できるよう

になります。

・今後、学校から、電子化された学級便りや、行事のビデオ映像などについても、試

行的な取組としてタブレットを使って配布される予定です。家庭ではそれらを見る

ための機材として、タブレットを活用してください。

・タブレット PC の充電については、家庭での協力をお願いいたします。このタブレ

ットは、電池の持続時間なども考慮して導入されており、１度の充電で１日の教育

活動をほぼカバーできるスペックを持っています。

・学校では、故障時や充電が切れた場合を想定して、貸し出し用の予備機や充電が行

える充電スポットを設ける予定です。

・御家庭での無線 LAN への接続については、教材の整備状況、生徒の情報モラルの

状況、御家庭の ICT 機器への考え方などを勘案しながら、安全な教育環境として

利用できる場合は、御家庭とも協力して検討してまいりたいと思っております。無

線 LAN に接続してタブレット PC を活用することを希望する御家庭は、学校にご

相談下さい。

７ その他

・この利用の約束に反した場合や、学校の事情などによりやむを得ない場合は、機材

の使用を停止することがあります。

・この規約は、平成 25 年 6 月 20 日より施行します。



平成２５年６月２０日

第３学年保護者各位

北海道教育大学附属函館中学校長

羽根田 秀 実

タブレット PC の配布について

深緑の候、保護者の皆様にはますます御健勝のこととお慶び申し上げます。

日頃より本校の教育活動に御理解と御協力を賜り、心より感謝申し上げます。

さて、５月２２日付けで、本校のタブレット PC の取組についてお知らせしておりまし

た。現在、生徒に渡すための機器の設定やソフトの導入など最終調整に入っており、第３

学年については、７月中に配布できるよう、作業を進めております。

この度、生徒に配布する機種は、電話機能を持ったスマートホンではなく、学校の無線

LAN（Wifi）と接続して使うタイプのものです。また、家庭などで、無線 LAN に接続し

なくても、国語辞書、百科事典、英和・和英辞典が使えるような仕様となっており、タブ

レット PC を家庭学習においても活用できる形を目指しております。

ご家庭によっては、無線 LAN の環境が既に家にあるというご家庭もあろうかと思いま

すが、家庭での無線 LAN への接続は当面控えいただき、今後の学校での利活用の状況や、

教材整備、生徒の情報モラルの状況、家庭からの御意見などを参考にしながら、安全に教

育環境として利用できる見込みが立った時点で、改めて検討してまいりたいと思っており

ます。

何卒、御理解と御協力の程、お願い申し上げます。

詳しくは別紙の「附属函館中学校生徒用タブレット PC 利用の約束」をご覧いただき、

特に、項目「６ 家庭での使用について」などについて御理解を賜りたく存じます。

この本校の取組について、前回のお知らせで「毎日背負ってくる子どもたちの重い荷物

を、タブレットで閲覧する電子教科書や電子辞書によって軽くしてあげることはできない

か」、「子どもたちの素敵な姿を紹介する学級便りを変え、紙に印刷したものから、カラ

ー写真や動画が入った電子版に置き換えることはできないだろうか」といったことを述べ

ましたが、政府の ICT 関係の施策も、かなりのスピード感を持って取り組まれており、

数ヶ月前までは遠い夢だったものが、既に近くの現実になろうとしています。

教室での授業や総合的な学習における利活用、家庭での学習への活用など、教育活動の

いろいろな場面でタブレット PC の導入は、今後、大きく教育を変えていくことが予想さ

れます。しかし、併せて「陰」の部分も指摘されておりますことから、家庭との連携を十

分に密にして、この取組を進めて参りたいと考えております。

何卒、この度の趣旨を御理解いただき、御家庭の御協力をお願い申し上げます。



平成２５年１２月６日

第２年 B・C 組保護者各位

北海道教育大学附属函館中学校長

羽根田 秀 実

タブレット PC の家庭への持ち帰りについて

師走の候、保護者の皆様にはますます御健勝のこととお慶び申し上げます。

日頃より本校の教育活動に御理解と御協力を賜り、心より感謝申し上げます。

さて、今年４月より取り組んでおりますタブレット PC の教育利用への取組ですが、８

月には３年生が家庭への持ち帰りの取組を開始し、２年 A 組についても、１０月末に行

われた研究会の関係上、既に家庭への持ち帰りの取組を行っておりました。

２年 B・C 組につきましても、この後、東京 CL 学習での研修先の選択や研修ルートの

策定などでタブレット PC の活用が見込まれており、その操作や、利用の約束、情報モラ

ルに関わる事項などについて確認を終えた後、近々配布できるよう、現在作業を進めてお

ります。

本校のタブレットには、国語辞典や英語の単語学習などに使えるアプリが導入されてお

り、家庭においても学習に活用できる環境となるよう配慮しております。学校での勉強と

家庭での勉強がシームレスに繋がり、子どもたちの力を伸ばしてくれる機材として、この

タブレットが役立ってくれることを願っております。

また、ご家庭によっては無線 LAN の環境が既にあるというところもあろうかと思いま

す。家庭での無線 LAN への接続については、この度一緒に配布されました「利用の約束」

を、お子さんと一緒に確かめることを通して、その意図するところなどを十分に御確認い

ただき、家庭と学校とが連携を図った対応となるようお願いしたいと存じます。

何卒、御理解と御協力の程、お願い申し上げます。

先日、研究会に特別講座として開設された PTA 向けの情報モラル講座にもありました

とおり、情報社会には常に「光」と「陰」の部分が必ずあり、社会のこれまでの制度や法

律が追いつかないところもあることが指摘されております。

先日の学年集会では、アルバイトが調子に乗って冷蔵庫に入った写真をネット上に掲載

し、そのお店を廃業させ、多額の賠償請求がなされていることなどを取り上げるなど、常

に最新の情報モラル教育の実施を心がけておりますが、家庭との連携を十分に密にしなが

ら、２１世紀を生きるために必要な ICT 活用能力、情報化社会における正しい判断力を

持った子供たちの育成に、今後とも取り組んでまいりたいと考えております。

何卒、この度の趣旨を御理解いただき、御家庭の御協力をお願い申し上げます。



平成２６年２月１９日

第１年学年保護者各位

北海道教育大学附属函館中学校長

羽根田 秀 実

タブレット PC の家庭への持ち帰りについて

厳寒の候、保護者の皆様にはますます御健勝のこととお慶び申し上げます。

日頃より本校の教育活動に御理解と御協力を賜り、心より感謝申し上げます。

さて、昨年４月より取り組んでおりますタブレット PC の教育利用への取組ですが、８

月には３年生が家庭への持ち帰りの取組を開始し、２生についても、１２月より家庭への

持ち帰りの取組を行っておりました。

１年生につきましても、この後、調べ学習や授業での様々な活動が見込まれており、タ

ブレット PC の正しい操作方法や、利用の約束、情報モラルに関わる事項などについて確

認を終えた後、生徒に配布し持ち帰りできるよう、現在準備を進めております。

本校のタブレット PC には、国語辞典や英語の単語学習などに使えるアプリが導入され

ており、家庭においても学習に活用できる環境となるよう配慮しております。学校での勉

強と家庭での勉強がシームレスに繋がり、子どもたちの力を伸ばしてくれる機材として、

このタブレットが役立ってくれることを願っております。

また、御家庭によっては無線 LAN の環境が既に宅内にあるというところもあろうかと

思います。家庭での無線 LAN への接続については、この度一緒に配布されました「利用

の約束」を、お子さんと一緒に確かめることを通して、その意図するところなどを十分に

御確認いただき、家庭と学校とが連携を図った対応となるようお願いしたいと存じます。

何卒、御理解と御協力の程、お願い申し上げます。

スマートホンやタブレット PC の普及により、子どもたちにとって急に身近な存在にな

った情報社会には、常に「光」と「陰」の部分が必ずあり、社会のこれまでの制度や法律

が追いつかない部分があることが指摘されております。

先日の学年集会では、アルバイトが調子に乗って冷蔵庫に入った写真をネット上に掲載

し、そのお店を廃業させ、多額の賠償請求がなされていることなどを取り上げるなど、常

に最新の情報モラル教育の実施を心がけております。また、家庭との連携を十分に密にし

ながら、２１世紀を生きるために必要な ICT 活用能力、情報化社会における正しい判断

力を持った子供たちの育成に、今後とも取り組んでまいりたいと考えております。

何卒、この度の趣旨を御理解いただき、御家庭での御協力をお願い申し上げます。



校内無線LANを構築し、
357名の生徒全員にタブレットを配布。
いつでもどこでも勉強できる環境を

北海道教育大学函館中学校 様    
国立北海道教育大学の附属校として、最先端の教育を実験・実証を

試みる函館中学校では、ICT の活用が推進されています。

限られた予算の中で子どもたちに最高の環境を提供したいという思い

から、無線 LANのアクセスポイント「WAPM-APG300N」を始めとした

バッファローのネットワークシステムを選択していただきました。

写真：北海道教育大学 附属函館中学校　副校長  奥崎敏之様

全校生徒へのタブレット貸し出し
　函館中学校では、いつでもどこでも学べる環境
が必要だとの考えから、タブレットを活用した教
育について研究を進め、北海道教育大学、NTTド
コモ様の協力もあって、平成25年度に全校生徒
357名分、予備を含めて370台のAndroidタブ
レットを導入しました。
　校内には2台のWebサーバと教育システム
（Moodle）が設置されており、無線LANを通じて
教材の配布や電子プリントの提出、歴史の授業で
調べ物をしたり、Androidアプリを用いて英単語
の聞き取り練習、アンケートなどに活用されてい
ます。また、生徒たちの健康状態を知るために、
毎日、睡眠時間や体調などを記入してもらうこと
で、個々の生徒の状態がわかり、細かな気配りが
できると先生たちに好評だということです。

通信コストとパフォーマンスを両立する
無線LAN
　全校生徒へタブレットを配布するにあたり、い
ちばんの問題はネットワークへの接続でした。
　動画を含めたリッチコンテンツ教材の配布やア
ンケートページなどを安全かつ快適に実現する為
には、校内LANへの接続が必須です。クラウドな
どの活用も考えましたが、導入や管理が煩雑に
なってしまいます。
　そこで問題の解決の鍵となったのが、無線LAN
環境の導入でした。

初期コストと管理性も重要な課題
　校内のいたるところから、生徒が無線LANに接
続できるようにするために、校内を十分にカバー
できる数のアクセスポイントの設置が必要です。
　「教育関係者向けの展示会で、複数の企業向け
製品メーカーに相談しましたが、希望の予算では
実現が難しいということでした。そんな中で、たど
り着いたのがバッファローの製品でした」

「学校で教育用のタブレットを用いるという限られ
た環境なので、余りにも高機能で高価な製品は必
要ありません。その点で、バッファローのアクセス
ポイント「WAPM-APG300N」なら、安価であり
ながら、必要な機能と安定動作、高いパフォーマ
ンスを持った最適の製品でした」

20台のアクセスポイントは電源いらず
　アクセスポイントは、全部で20カ所に設置しま
した。もともと函館中学校では、有線LANが全教
室に敷かれており、既存の施設をうまく活用して
ネットワークを構築しました。アクセスポイントを
接続するフロアスイッチは、PoEにより有線LAN
配線を使って「WAPM-APG300N」に給電でき
る「BS-POE-2124GMR」に変更。電源工事の必
要がなく、奥崎先生は、自ら各教室の壁にアクセ
スポイントを設置されました。

不慣れでも簡単に扱える
管理ソフトウェア
　何より満足しているの
は、ネットーワーク集中管
理ソフトウェア「BN-ADT」
がとても使いやすいことだ
そうです。
　「バッファローの方が細
かく教えてくださったおか
げで、非常に楽に管理で
きています。無線LANの
設置には電波の調整も重
要な要素だと思いますが、
これも管理ソフトウェアの

機能で調整することができ、ほとんど手間が掛か
りませんでした。」
　「BN-ADT」を使い、20台のアクセスポイントを
始めとしたネットワークを、奥崎先生のほか2名の
職員で管理しています。

357名が同時に使える無線LANを
安価に構築
「バッファローのおかげで、校内のどこからでも繋
がる無線ネットワークを安価な予算で構築するこ
とができました。」
　さらに、トラブルもなく安定した無線LANネット
ワークが実現できているのも想像以上であったと
言います。ちょうど取材の日は、357名の全校生徒
が同時にタブレットで英単語を勉強する時間が設
けられていましたが、全員が問題なくネットワーク
へ接続して、教育ソフトや教材サーバーを活用し
ていました。今回の函館中学校の取組など、教育
現場でのIT活用がますます広がっていくでしょう。

0041
buffalo.jp/jirei

ピックアップ導入事例

バッファローのアクセスポイントで

エアステーション プロ
レイヤー2 PoEインテリジェント
スイッチ

WAPM-APG300N BS-POE-2124GMR

導入製品

PoEスイッチ ×2台 アクセスポイント ×20台 タブレット端末
 ×370台

教材用
Webサーバー
Moodleサーバー 

Proxyサーバー 
(コンテンツ
フィルタリング)

ファイアウォール
ネットワーク集中管理ソフトウェア

教育セグメント

インターネット WAPM-APG300NBS-POE-2124GMR

BN-ADT

モバイル
セキュリティー
管理サーバー電子教科書・教材セグメント


