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平成２９年度学長戦略経費（重点分野研究プロジェクト）進捗状況報告  

（ 平 成 ３ ０ 年 ３ 月 ）  

報告者氏名・所属 
橋本忠和（函館校地域教育専攻  教職大学院授業開発分野  

     附属函館幼稚園園長）  

研究プロジェクトの 

名称 

創造的な学習ツールとしてタブレットパソコンを活用した幼小中

を貫くアクティブラーニングのカリキュラム及び題材開発の研究  

－教員・学生の ICTを活かす教職機能強化を図りながら－  

プロジェクト担当者 

(氏名・所属・職) 

※代表者に●を付すこと 

●橋本忠和（附属幼園長）・山口好和（地域教育）   

・北村博幸（附属小校長）・冬野恒史（附属小教諭）  

・金光秀雄（附属中校長）・郡司直孝（附属中教諭）  

・小林恵理子（附属幼教諭）・熊谷光洋（附属幼非常勤）  

研究プロジェクトの概要等  

創造的な学習ツール（情報共有・映像情報処理・ムービー・遠隔操作・テレビ会議等

）としてタブレットパソコンを活用した、幼児の表現遊び、児童・生徒の教科学習及び

社会に開かれた問題解決・社会貢献等のアクティブラーニングに関して幼小中の発達段

階に則して系統的なカリキュラム及び題材開発を行う。そして、幼小中・大学と附属の

教員・学生がチームとなり共同で研究プロジェクトを推進することにより、相互の結び

つきを強固なものにすると共に、教員・学生の ICTを活かす教職機能強化を図る。  

進捗度  １  
←番号を記入  １ .順調に進んでいる  ２ .ほぼ順調に進んでいる   

３ .やや遅れ気味    ４ .遅れ気味  

（進捗度が３若しくは４の場合、問題点等の理由を記入願います。  

研究実績の概要  

平成 29 年６月１５日に附属中学校会議室において本プロジェクト関係者が集まり，平成 29

年度の全体の活動計画と各校の関連活動計画及び各校予算配分について打ち合わせ会をおこ

なった。そこでは，タブレット活用のための環境整備と共に、本研究に関する先行事例の

研究と視察。その情報を元にしたタブレットパソコン等の創造的な学習ツールとして活

用した幼小中を貫く情報活用能力育成ためのカリキュラム表を中学校と小学校で作成す

るとともに、実践事例の開発・実践・検証することを確認した。  

平成 29 年 9 月 22 日に附属函館中学校 3 階多目的教室にて，第 2 回プロジェクト推進

会議及び研修会本プロジェクト関係者，各校情報教育担当に加え附属特別支援学校校長

の参加をえて，第 2 回プロジェクト推進会議及び研修会をおこなった。そこでの研修は，

ICT 利活用教育コンサルティングファームクレバーキッズ代表，熊谷光洋氏を講師に招

き，演題「小学校段階からのプログラミング教育～ Don't think． Feel． It's fun.～」

として，北海道道南地区の ITC 教育の現状と，タブレットパソコンを活用した幼児から

生徒まで活用可能なアプリや発達段階に応じて操作可能なロボット等を使ったプログラ

ミング教育の実際について機器を使った演習形式で学んだ。その後，各校の取り組みの

情報交流と山口・橋本より今年度の本プロジェクト関連する科研費申請への取り組みに

ついての説明と協力依頼があった。  

平成 30 年 2 月 16 日に附属函館小学校を会場に授業力向上セミナーにおいてタブレッ

トパソコンを英語コミュニケーションの振り返り場面で有効活用した小学校英語科の授

業「外国の人をお助け隊」（安彦有里恵教諭）と，クラウドの Gsuite を活用して，他者

の表現情報を共有する中学校国語科の授業「好きなこと，好きなジャンルで，好きなよ

うに書く」（高井太郎教諭）が公開された。さらに同セミナーの研究報告では，小学校

「 ICT の視点からの授業改善」（冬野恒史教諭），中学校「情報活用能力から見る小中連

携について」（郡司直孝教諭）をテーマとして，今年度の小中の ICT 教育の取り組みを

報告すると共に，小中の研究担当が共同で制作した「情報活用能力育成のためのカリキ

ュラム表」を提案した。  



また，幼稚園では，5 歳児を対象として熊谷光洋を講師にタブレットやソフトの活用し

たアニメーション作成等を体験する授業を定期的に実施した。また，タブレットを活用

した表現活動（ 5 歳児が撮影した映像を加工して「妖精の宝」を探すクイズ動画を作り遊

ぶ）等を研究等において公開した。  

今後の研究プロジェクトの推進計画  

 図 1 小学校 6 年生のカリキュラム表    図 2 中学校 3 年生のカリキュラム表  

・アクティブラーニングや ICT 教育をテーマに長年研究して附属小・中学校が，平成 29

年度に，どの教科等のどの単元で，どの資質・能力の育成を目指した授業が行われてい

るのか，取り組みの有無やその濃淡を明らかにし，小・中学校が同じ形式でのカリキュ

ラム表を整備することで「情報活用能力」からの連携を提案するために共同で作成した  

「情報活用能力育成のためのカリキュラム表」をベースに下記の取り組みを行う。  

①幼稚園おけるカリキュラム表の作成と小・中におけるカリキュラム表の充実  

②カリキュラム表に基づいた授業実践事例の開発・検証（検証においては「子どもの発

達段階に応じた ICT の活用がなされているか，アクティブラーニングの視点で授業改善

が図られているか」等から授業分析を行い，附属教員及び学生の教職機能強化を図る）  

③授業力向上セミナーに加えて，函館校で開催される 2018 年度北海道教育大学函館学校

教育学会（ 12 月開催予定）において，本プロジェクトの成果を発表し，評価を得る。  

④平成 31 年 3 月に 3 年間の本研究プロジェクトの取り組みの内容と成果をまとめた研

究報告書をまとめ，発行し，その成果を広く共有できるようにする。  

教育現場や地域で活用可能な成果等 

・（幼）アクティブラーニングの視点（遊びのプロセス）の中での幼児にとって有効な

ICT 活用を位置づけた表現領域・環境領域の授業指導案  

・「情報活用能力育成のためのカリキュラム表」  

研究成果の公表実績  

【著書】 

橋本忠和著『元気を創る造形教育の理論と実践（幼児造形・図画工作編）』トール出版，2018年 

【学術論文】（投稿中も含む） 

橋本忠和，2018「幼稚園における造形活動を軸にしたプログラミング思考育成の可能性に

ついての一考察」『美術教育研究ver.50』大学美術教育学会（掲載決定，3月末刊行） 

【学会発表、シンポジウム、セミナー、演奏会、展覧会、競技会、普及啓発イベント等】 

・「平成29年度中学校研究大会・シンポジウム」北海道教育大学附属函館中学校 2017年6月 

・「平成 29 年度 教育研究大会」，北海道教育大学附属函館小学校，2017 年 7 月 

・「平成 29 年度 研究大会」，北海道教育大学附属函館幼稚園，2016 年 10 月 

・「平成29年度北海道教育大学附属函館小学校授業力向上セミナー」，2018年2月 

【テキスト、報告書、研修資料等】 

・「平成29年 シンポジウム資料」北海道教育大学附属函館中学校 2017年6月 

・「平成29年度教育研究大会要項 指導案集」北海道教育大学附属函館小学校，2017年7月 

・「平成 29 年度教育研究大会要項 指導案集」北海道教育大学附属函館小学校，2017 年 7 月 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

情報と情報技術
を適切に活用す
るための知識と
技能

情報と情報技術
を活用して問題
を発見・解決す
るための方法に
ついての理解

数学／式の計算の利用／
数の性質を予想し、それ
が成り立つことを証明し
たり、読み取ったりす
る。

理科／地球と私たちの未
来のために（自然の恵み
と災害）／火山噴火や地
震、気象現象などの災害
について調べ、話し合
い、防災についての意識
を高める。

情報社会の進展
とそれが社会に
果たす役割と及
ぼす影響につい
ての理解

社会（公民）／「私たち
と現代社会」／情報化に
よる社会変化の影響をふ
まえて情報リテラシーを
身に付ける必要性を理解
する。

理科／地球と私たちの未
来のために（科学技術と
人間）／科学技術の発展
と、それによる環境への
影響について調べ、話し
合い、安全で持続的な社
会を目指す意識を高め
る。。

情報に関する
法・制度やマ
ナーの意義と情
報社会において
個人が果たす役
割や責任につい
ての理解

社会（公民）／「私たちと政
治（日本国憲法）」／新しい
人権②情報化の進展にともな
う新しい人権として知る権利
やプライバシーの権利、知的
財産権について理解する。

様々な事象を情
報とその結び付
きの視点から捉
える力

理科／運動とエネルギー（力
の合成と分解）／力の合成と
分解の概念を理解し、荷物の
持ち方や橋の構造と加わる力
の関係について説明する。

美術／ずっといっしょ／風景
彫刻の魅力を情報収集して感
じ取り，心象風景と結びつけ
るヒントを得る。
外国語/Presentation１/多様
な情報を論理的に伝えるため
の工夫について考える。

問題の発見・解
決に向けて情報
技術を適切かつ
効果的に活用す
る力

外国語/Unit3　Fair
Trade Event/問題の発見
解決に向けての情報収集
を外国語を活用しながら
ICTを用い進める。

理科／生命の連続性（遺
伝子やDNA最新研究調
査）／インターネットを
用いて遺伝子やDNAに関
する研究成果を調査しま
とめることができる。

数学／２次方程式の利用
／具体的な事象の中から
数量の関係を見いだし、
２次方程式をつくる。

数学／             の利用／ 身
のまわりからいろいろな関数
を見つけ、その変化や対応の
様子を調べたり、それを利用
して問題を解決したりする。

相手や状況に応
じて情報を適切
に発信したり、
発信者の意図を
理解したりする

力

外国語/Unit3　Fair
Trade Event/問題の発見
解決に向けての情報収集
を通して得た気づきをも
とに自己の意見を外国語
で構築する。

国語／「情報を編集する
しかけーメディアにひそ
む意図ー」／１つの情報
を発信するために効果的
なメディアを選択し、情
報を発信する。

外国語/Daily Scene ２/
外国語による手紙を通じ
て相手や自分の意図を、
理解しあうための表現に
ついて工夫する。

理科／地球と私たちの未
来のために（自然の恵み
と災害、科学技術と人
間）／３年間の既習事項
をもとに、自分たちの興
味深いテーマについて調
べ、考察し、発表しあ
う。

複数の情報を結
びつけて新たな
意味を見出した
り、自分の考え
を深めたりする
力

国語／「「新しい博物
学」の時代」／筆者の主
張の根拠となる部分を探
し、筆者の主張を読み取
る。

美術／すっといっしょ／
これまでの自身を振り返
り，心象風景を抽象表現
として立体に表すための
イメージを膨らませる。
外国語/Presentation3/
複数の情報の関連を見極
めながら自己の振り返り
も含めて発信するための
内容を外国語で構築して
いく。

数学／三平方の定理の利
用／様々な図形に対し
て、三平方の定理や既習
事項を利用して、長さや
面積など求める。
美術／すっといっしょ／
仲間の作品の鑑賞や抽象
表現として立体に表す活
動を通じて，自らの思い
を深め，自分自身を理解
していく。

国語／「課題を解決する
ために話し合う」／課題
を解決するために話し合
い、他者の意見を吟味
し、結び付けたりしなが
ら、自分の考えをまとめ
る。

情報を多面的・
多角的に吟味し
その価値を見極
めていこうとす
る態度

国語／「歴史は失われた過去
か」「文化としての科学技
術」／２つの文章を構成・表
現・主張の３観点を基に比較
し、筆者の主張を読み取る。
外国語/Unit5 To our
Future Genaration/身の回
りの情報を多角的に吟味し、
伝えるべき情報を発信する。

数学／標本調査／身のま
わりのものの数量を推測
し、標本調査を利用し
て、まとめる。

自らの情報活用
を振り返り、評
価し改善しよう
とする態度

情報モラルや情
報に対する責任
について考え行
動しようとする
態度

国語／「私」／情報社会
における個人のアイデン
ティティについて話し合
い、自分の考えを記述す
る。

保健体育（保健）「健康な生
活と疾病の予防」喫煙、飲
酒、薬物乱用と健康について
の情報を正しく捉える。

保健体育（保健）「健康な生
活と疾病の予防」生活行動・
生活習慣と健康、感染症の予
防についての情報を正しく捉
える。

外国語/Daily Scene ６/
外国語によるレポート作
成の際の出典等の表示の
重要性について学ぶ。

情報社会に主体
的に参画し、そ
の発展に寄与し
ようとする態度

思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
等

様々な事象を情報
とその結び付きの
視点から捉え、複
数の情報を結びつ
けて新たな意味を
見いだす力や、問
題の発見・解決等
に向けて情報技術
を適切かつ効果的
に活用する力を身
に付けているこ
と。

学
び
に
向
か
う
力
・
人
間
性
等

情報や情報技術を
適切かつ効果的に
活用して情報社会
に主体的に参画

し、その発展に寄
与しようとする態
度等を身に付けて

いること。

資質・能力の３つの柱と要素

知
識
・
技
能

情報と情報技術を
活用した問題の発
見・解決等の方法
や、情報化の進展
が社会の中で果た
す役割や影響、情
報に関する法・制
度やマナー、個人
が果たす役割や責
任等について情報
の科学的な情報に
裏打ちされた形で
理解し、情報と情
報技術を適切に活
用するために必要
な技能を身に付け

ていること。

第３学年 北海道教育大学附属函館中学校

「情報活用能力」育成のためのカリキュラム表（中学校）

𝑦 = 𝑎𝑥2



・「平成 29 年授業力向上セミナー資料」北海道教育大学附属函館小・中学校，2018 年 2 月 

・「平成29年度北海道教育大学附属函館幼稚園教育研究紀要」，北海道教育大学附属函館幼 

稚園，2017年3月 

添付資料 

・「情報活用能力育成のためのカリキュラム表」  

小学校版及び中学校版  

・授業力向上セミナーの小中の研究報告プレゼン  

・平成 29 年度  附属函館幼稚園のタブレット活用の指導案  

ダウンロード可能な 

ドキュメント 

・「情報活用能力」育成のためのカリキュラム表（ 2018.2.16ver）等  

 http://www.hokkyodai.ac.jp/files/00004300/00004315/20170614123202.pdf 

関連URL 

・国立大学法人，北海道教育大学附属函館幼稚園 HP 

http://www.hokkyodai.ac.jp/fuzoku_hak_kind/ 

・国立大学法人，北海道教育大学附属函館小学校 HP 

http://www.hokkyodai.ac.jp/fuzoku_hak_syo/ 

・国立大学法人，北海道教育大学附属函館中学校 HP 

http://www.hokkyodai.ac.jp/fuzoku_hak_chu/ 

 

問い合わせ先 

 

 氏 名：橋本忠和（北海道教育大学函館校，教授） 

 電 話：0138-44-4319 

 E-mail：hashimoto.tadakazu＠h.hokkyodai.ac.jp 

 


