「俳句の授業で
5・6 年生担任の柴田氏は、

はインターネットによる季語調べを行いまし

たが、主題学習に ICT ツールを使った課題

ICT ツールの活用で

（2）1 対 1 の授業形態の確立により、児童

思考力を高める授業へ

の能力や特性に応じた授業の進め方、学び

を与えれば、もう一方の学年の授業への渡

実証研究では、この他に理科の授業におけ

行う場合、一方の授業の声が妨げにならず、

での調べ学習、体育授業における動作映像

りがやりやすくなります。それぞれ別教室で

ICT ツールでの自主学習は比較的、集中し

て取り組んでいると感じます」
といいます。

また、小峰氏は複式学級での ICT ツールを
活用することによって、2 学年が同時に授

る植物観察のための写真記録、社会科授業

（3）授業の効率化、テンポの良い授業が可

の撮影とそれに基づく振り返り学習などさま

特に、従来のようなホワイトボードや模造

ざまな場面で活用されています。こうした授
業で利用する際の「おてがる ICT パック」に

ついて、柴田氏は次のように評価しています。

業をスタートできると説明します。例えば、

「休み時間の 10 分間でタブレットの配布、

を与えるまでを Windows® タブレットで見

に使い始めることができる点が、
『おてがる

一方の学年の授業の場面を録画して、課題
せ、教師は同時にもう一方の授業を行うと

いうもの。
「同じタイミングで授業をスター
トでき、練り上げの場面で入れ替えるといっ

た授業形態が可能になると考えています」

（小峰氏）

あるいは、Windows® タブレットを活用し

て課題学習している児童の画面を、もう一

方の 教 室の電子黒 板に表 示させることに

よって、教師は各児童の課題進捗を把握し
ながら一方の授業を進められるといった活

のスタイルを作り上げられる。

Wi-Fi* 接続などの授業準備が容易で、すぐ
ICT パック』の大きなメリットです」

一方、授業における ICT 活用の可能性につ

いて、小峰氏は次のような 3 点を挙げてい

ます。

（1）課題解決に向けた主体的、協働的、短
期的な学びが今以上に実現可能。

能。

紙に書き写す、観察記録をスケッチすると

いった時間を練り上げの場面や考察の時間
に割くことができ、
「思考力を高めるような

授業展開に近づけられると考えています」と
指摘します。

増子氏は、
「 ICT ツールを活用した授業、オ

実証研究

インテル ® Atom™ プロセッサー
教育機関

「英語の村 てんえい」
の実現をめざし
スタートしたオンライン英会話レッスン

福島県岩瀬郡天栄村立湯本小学校は、児童の社会性を培うために必要な�強み�を持たせることを目的に、
フィリピンのセブ島外国人講師とのオンライン英会話レッスンを開始しました。
Windows® タブレットを活用し、

ンライン英会話レッスンを成功に導くため

に、実証研究でしっかり検証し、先生方に

課題

体得していただくと同時に成果を示していく

・ へき地小規模校ゆえの社会性を培う機会の少なさを克服

にも感じていただき、
『英語の村 てんえい』

ソリューション

・ 自身の �強み� とすべく英語能力、コミュニケーション力の向上

必要があります。また、その成果を保護者

の実現に結びつけられたらと思います」と展

・インテル® Atom™ プロセッサー搭載 Windows® タブレット
・授業準備時間を極少化可能な「おてがる ICT パック」

望しています。

導入効果

・外国人講師とのマンツーマン・レッスンによる自己表現力の向上
・複式学級の新たな授業展開の創造

おてがる ICT パック for Win ダイワボウ情報システム

用も模索していきたいといいます。

「カリキュラムの中で、どのタイミング で

ICT ツールを活用すべきか、どのような課

題を与えるのが適切か、複式学級における
有効な活用法を先生方と模索・研究してい
きたいと思っています」
（小峰氏）

Windows® タブレットを含むICT機器を1パッケージにし、授業を

手軽に低コストで実現する教育ICTソリューションです。

教室間をスムーズに移動できるカートに、10台のWindows® タブ

レット
（収納時に充電可能）、教師用ノートPC（1台）、電子黒板機能

付きプロジェクター、無線アクセスポイント
（1台）、各種ソフトウェア

天栄村立湯本小学校

デジタルノート＠クリエイターズ*を標準搭載）で構成。
また、ダイワ

創

（ピッケ* のつくるプレゼンテーション、ポケタッチ、dynaSchool
ボウ情報システムによる300以上の実証研究を基にした授業活用

アイデア集が提供され、搭載製品をすぐに授業で活用できます。

住

所：福島県岩瀬郡天栄村田良尾野仲 36

立：1892 年（湯本尋常小学校として創立）

児童数：14 人

学級数：3 学級
（3・4 年、5・6 年、特別支援学級の
単式学級ならびに複式学級）

※上記児童数、学級数は 2016 年 10 月時点のものです。

児童を核に村を挙げて実現する
「英語の村 てんえい」

校での英語教育によるレベルアップだけで

を理念と
こうした村で「英語の村 てんえい」

村教育委員会の教育長が提唱した理念。学

なく、子どもたちが日常的に英語に接し、

英語に親しむことを核として、人・もの・事
の交流につなげていこうというものです。天

栄村立湯本小学校におけるオンライン英語
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「天栄村への赴 任は、2013 年に教育長と

して着任したのが 3 回目になります。最初

の 1995 年に赴任したときは、学校や家庭、

福島県岩瀬郡天栄村は、古くは会津と中通

家も減り、就業環境も変わり、以前のよう

の西部のほとんどが山間地にあります。人

口約 5, 500 人、1,600 世帯は主要道 路に

沿って小集落に点在している地。1990 年
代半ば以降は人口減少、高齢化が急速に

過疎化が深刻な影を落としています。村内

〒 100-0005 東京都千代田区丸の内 3-1-1

一氏は次のように述べています。

地域において農業を通して共通の話題があ

進み、特に湯本小学校のある西部地域は

インテル株式会社

して掲げた背景・狙いを、教育長の増子清

レッスンも、その一環として始められました。

りを結ぶ重要な交通の要衝として栄え、村

* その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。

5・6 年複式学級、特別支援学級（1 人）で

学ぶ山間へき地校です。
（2016 年 10 月時点）

と同時に、世代に関係なく村が一体として

Microsoft、Skype、Windows、Windows ロゴは、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

がわずか 14 人。1・2 年生はおらず、3・4 年、

「英語の村 てんえい」⸺。2013 年に天栄

使うことで英語を通した世代間交流を育む

この文書は情報提供のみを目的としています。この文書は現状のまま提供され、いかなる保証もいたしません。ここにいう保証には、商品適格性、他者の権利の非侵害性、特定目的への適合性、また、あらゆる提案書、
仕様書、見本から生じる保証を含みますが、これらに限定されるものではありません。インテルはこの仕様の情報の使用に関する財産権の侵害を含む、いかなる責任も負いません。また、明示されているか否かにかか
わらず、また禁反言によるとよらずにかかわらず、いかなる知的財産権のライセンスも許諾するものではありません。
Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Atom は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。

減少 傾向にあり、湯本小学校は全校 児童

には 4 つの小学校がありますが、児童数も

り、一体感がありましたが、専業・兼業農

な学校や地域の一体感が失われつつありま

した。それを取り戻すために何があるか―

と考えたとき、�未来からの贈り物�である

子どもがキーになるのではと思いました。
天 栄 村 に は 英 国 文 化 を 体 験 で きるブリ

ティッシュ・ヒルズがあり、
学校と交流を図っ
てきた経緯もあって、グローバルな視点を

持った子どもを育てていこうという中で、

タブレットを駆使した授業展開で
複式学級の新たな授業形態を模索
英語を通して世代間や地域の共通話題とし
ていけるのではと考えたことが発端です」

ブリティッシュ・ヒルズは、神田外語大学・
神田外語学院を運営する学校法人 佐野学

園が 1994 年に語学研修施設として開設し
ました。英国文化のルーツを体験できる中
世英国の街を再現した宿泊施設で、英国人

スタッフによる英語でのコミュニケーション

を基本とし、宿泊や各種研修、さまざまな
アクティビティーが催されています。

社会性を養う一助として
オンライン英会話レッスン
湯本 小 学 校の児 童たちも毎年ブリティッ
シュ・ヒルズで体験活動を行ってきていま

すが、
アクティビティーは楽しめても、
スタッ

指摘。
「人との関わり合い、友だちづくりで

す。
「言うまでもなくICT の技術進化はめざ

生にない �強み�を持たせたい。�強み�とは

びる現状を踏まえると、教師のあり方や学

大切なことの 1 つとして、児童自身に他校

英会話 能力にあると考えています」
（小峰

氏）とし、社会性を培っていける一助にオン
ライン英会話レッスンの目的があると強調
します。

全児童 1 人 1 台の
Windows® タブレットを提供
教育長自ら率先した英語力と社会性向上に

向けたオンライン英会話教育の実践ですが、
課題は ICT 環境構築の財政工面と実践校

をどうするかでした。実践校は小峰氏の想

いもあり湯本小学校に決定し、インテルと

ダイワボウ情報システムによる Windows®
タブレットをベースにした、ICT を活用した

フと英 語で話 せるまでに至らないのが 現

授業を容易にはじめられる「おてがる ICT

ですから、学校での英語授業以外に自分で

参画することでスタートしました。

実。
「学習塾や英会話スクールもない地区

学べる環境がないため、当然といえます」と
湯本小学校校長の小峰光氏。

「ただ、私たち教育者は、不便なへき地だ

から英語に触れる機会、学べる機会がない

ということに甘んじるわけにいきません。

『英語の村 てんえい』を掲げていることもあ

り、学習塾や英会話レッスンに通えない環
境で、何とか日常的に英語に触れる機会を

作れないかと模索していました」
（小峰氏）
そうした中、教育長がフィリピンのセブ島

パック」を 2 年間無償提供する実証研究に

イン テル ® Atom ™ プ ロ セッ サ ー 搭 載 の

Windows® タブレットを湯本小学校全児童

14 人 に 1 台 ず つ 提 供。2016 年 7 月 より
Skype® によるマンツーマンの英会話レッス
ンをはじめ、算数、国語、社会、体育など
ほとんどの授業で活用が始まっています。

ましく、昨今の AI（ 人工知能）が脚光を浴
校自体を根本的に変革する可能性を秘めて

いると考えます。教師ももはや避けて通る
ことはできず、授業の現場でも遅れること
なく取り組んでいく必要があると強く感じ
ています」
（増子氏）

一方で、教師への技術指導を含め、技術的
な支援を担う専門職を配置できないという

技術指導もきめ細かくやっていただけてい

ることは、
非常にありがたく助かっています」

（増子氏）とコメントしています。

自己表現ができつつある
マンツーマンのレッスン
「おてがる ICT パック」を使った実際のオン

6

複式学級における
ICT ツール活用を模索

は、全 20 回のレッスンが予定されています。

3 回目のレッスン風景を観察すると、子ども

湯本 小学校には、以前に整 備されたコン

Windows® タブレットは、オンライン英会

全教諭・講師の支援により、児童 1 人ずつ

実に活き活きとした表情で、手振り身振り

レッスンならば、その環境を利用して実施

活用されています。その中でも特筆すべきは、

回 25 分で行われます。今回の実証研究で

に 配 布 さ れ た Windows® タ ブ レ ットで

Skype® を立ち上げ、ヘッドセットを付けて

て不可欠な存在になっていくと述べていま

お互いの挨拶から始まって、フリップに書

レッスンがスタート。講 師は毎回異なり、

れています。

たちはタブレット画面に集中しながらも、
を交えながら笑顔。自ら楽しんで英語を使

いこなすという目標に近づきつつあること
が分かります。

「周囲の児童や教師の言葉を気にしやすい

態で、英語力とコミュニケーション力を養

天栄村立湯本小学校
校長

小峰 光 氏

たのか⸺。小峰氏はその理由を次のよう
に説明します。

一般的な複式授業では、1 つの教室の前後

に黒板を設置し、それぞれの学年の児童が

背中合わせに机を並べ、教師は両学年を行

を映像として記録し、タブレットを自宅に

Windows® タブレットを 使 用した 一 例 で

て活用できると考えたことが 1 つ。さらに、

室で俳句の授業を、6 年生は和歌の授業を

のものにしたくなかったからです。レッスン

持ち帰らせ、日々の生活の中でも復習とし

き来しながら、授業を行っています。

は、5 年生 が Wi-Fi* を利 用できる隣の 教

き込もうとしてくれるため、個人差はあれ、

家庭でレッスンの復習の様子を見た親御さ

通常形式で行うケースがあります。取材時

ています」
と小峰氏。

スンを始めようとするきっかけづくりになれ

を利用してインターネットで俳句の季語を

自己表現できるようになりつつあると感じ

的は、
「今までの英語教育と違った授業形

トが有効であり、英会話レッスンに活用し

複式学級における活用成果と可能性です。

スンを開始したばかりの頃は、黙り込んで
が、講師はさまざまな語りかけで会話に引

小峰氏は、オンライン英会話レッスンの目

することも可能。なぜ、
Windows® タブレッ

話レッスン以外にも、さまざまな授業で日々

「オンライン英会話レッスンを、その場だけ

しまって会話が成立しない児童もいました

です。

ピューター教室があり、オンライン英会話

子どもたちですが、外国人講師を相手の集
中力には目を見張るものがあります。レッ

増子 清一 氏

5

児童も出てきているといいます。

備された教室に全児童 14 人が集まって、1

イン英会話レッスン（ QQ イングリッシュ）

は、社会性を培う機会が少ないのが現状と

4
んなこともしてみたい」という気持ちを抱く

スンを体験して導入を考えたのが、オンラ

によらなければならない小規模学校の児童

3
かれたイラストなどを駆使しながら進めら

ライン英会話レッスンは、Wi-Fi* 環境が整

セブ島の英語講師を相手にマンツーマンの

天栄村教育委員会
教育長

2

ドウェアの提供のみならず、操作説明など

を視察し、自ら現地の講師による英語レッ

う」
ことだといいます。過疎地域の複式学級

1

課題もあります。
「今回の実証研究ではハー

小中学校における学校教育の現場での ICT

活用について増子氏は、授業のツールとし

1. 2．英語講師とのオンライン英会話レッスンの様子。
3. 理科の授業では植物の観察記録にタブレットを利用。
4 . 特別支援学級の児童にもタブレットの活用が成果を上げています。
5. 国語や社会の授業などで、調べ学習には欠かせません。
6 . 児童が検索した Web ページを電子黒板に表示して考察を進める社会科授業。

毎回、レッスン終了後、児童にアンケート
を実施していますが、
「レッスンを楽しみに

いている」という児童の声もあり、
「次はこ

んが興味を示し、保護者自らも英会話レッ
ばとの想いからです」 まさに教育長がめざ

す「英語の村 てんえい」の実現に一役買う

よう、地域的な取り組みに広がってほしい
という考えです。

の授業では 5 年生に Windows® タブレット
調べる課題を与え、それを調べている間に

6 年生の教室で百人一首を題材に和歌の授
業を実施しました。

