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iPadとロイロノート・スクールを導入したことによって、

学習に自ら取り組む姿勢を育てることができ、成績向上につながりました！

―テスト成績が目ざましく伸びたとお聞きしました。どんな工夫をされたのでしょうか？

勉強を好きになってほしいという気持ちで、さまざまな趣向を凝らし授業改善を行っています。
iPadの導入前から、その大きな取り組みの１つであるノート添削には特に力をいれていました。
ロイロノート・スクールの導入によって、ノート添削がペーパーレス化し、生徒一人ひとりと課題に対する
キャッチボールをかなり頻繁に行えるようになりました。
それによって細かな指導をすることができ、「わかった！」「次も頑張ろう！」という意欲を引き出せていると
感じています。

テスト成績が目ざましく伸びた
ロイロノート・スクールで生徒一人ひとりに向き合いサポートできる環境に

【インタビュー】日本大学高等学校・中学校
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―どのクラスでも、タブレットが文房具の１つとして自然に使われている姿を拝見できました。

教科によってはロイロノート・スクールがないと授業ができないのではないかと感じるくらい、よく使って
います。特に中学１年生の時に、双方向のやり取りを頻繁に経験することで、授業に自ら取り組む姿勢を
育てることができました。それに加えて、授業資料は生徒の理解度に合わせてたくさん配信できるので、
生徒が個別に課題に取り組むことができるようになったのも成績向上の理由の１つだと思います。
iPadの導入に消極的だった超ベテランの先生方が今では一番使っています。
少ないステップで、直感的に使えるロイロノート・スクールのおかげだと思います。

数学

学力推移調査で例年を上回るテスト成績結果がでました！
添削して解説を繰り返す。生徒からの質問にまめに答える。

各教科での活用法

英語

・とにかく英語を話す時間を増やす。
・生徒達のコミュニケーション力がグングン伸びています。

国語

短い時間でドンドン送りあっていける！
21世紀型スキルである、クリティカルシンキングを身につけさせる。

理科

•	生徒の意見を取り入れて授業をすることで、モチベーションが	
高まり続けている。→理解度確認や小テストを行う。

•	ペーパーレスで送る。→視聴覚教材の配信だけでなく小テストや
休暇中の課題など、あるものはドンドン送っています。	 	
また、予習のためにも使っています。自主学習で伸びています。
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TOEFL ITP 100 点 UP、GTEC 150 点 UP、英検２級合格、

はじめてのTOEICで 600点想定が 820 点獲得！

英語リスニングの点数がビックリするくらい上がりました！

２．リスニング宿題 40 秒ディクテーション
家庭学習として40秒程度のダイアログ（様々な教材を利用）のディクテーションを行わせています。
生徒には最低でも６回は聞くように指示しています。
ノートを二分割し、左半分は書き取り用、右半分は音声変化（連結、脱落、同化）をまとめさせています。
こうやって自分が聞こえない音を認識させ、「音を作る」作業に力を入れています。生徒は週４つのダイ
アログのディクテーションに取り組み、週１回そのノートを提出させチェックを行っています。

  INPUT たくさんの OUTPUT を支える INPUT 方法

１．自分のペースで音を聞く
リスニング中心に行う授業では、個別学習を進めています。
従来の授業では全員一斉にCDを聞くことがスタンダードでしたが、
これだと個別の能力に対応した授業ができませんでした。
個人によって聞き取れる量も、聞き取れる音も全く異なりますので、
生徒によって聞きたい場所や回数も異なってきます。そこで個別に
リスニングをするために、ロイロノート・スクールで音声データを
配信して個別に音を聞き、ノートへ書き取りをすることにしました。

― リスニング・スピーキングの成績が目ざましく伸びたとお聞きしました。
どんな工夫をされたのでしょうか？

英語４技能のテスト成績を伸ばす方法
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【インタビュー】立命館守山中学校・高等学校　辻 大樹教諭



１．即興で英語を話す
①	本文の読解からアウトプット
必ず本文をアウトプットする活動で終了しています。
リテリングもキーワードリテリングを行っていますが、３年生に
なった今ではキーワードの入ったスライドをこちらで配付して、
すぐに（５分ぐらいは準備時間を与えていますが…）発表をさせ
ています。「自分の言葉」で話すことにこだわり、１つのプレゼン
のようになるように導入と結論を加えた発表にさせています。
発表の記録に関しては、ペアになってプレゼンに取り組む姿を
ビデオで撮影してもらい、先生へ提出させています。

３．休み中にも週替わりの宿題
長期休業中でも、たくさんのインプットを得られるようにロイロ
ノート・スクールを用いて学習をさせています。
約40日の休み期間で、32題のダイアログのディクテーションに
取り組ませました。提出期限はロイロノート・スクール上で通知設
定できるので、２週間毎に分割させて課題を提出させていました。
夏休み後の外部試験で、リスニングの点数が急激に上がった生徒
がクラスで多数出てきました。

  OUTPUT OUTPUT をビデオで提出

②	発展的アウトプット
本文から発展した活動として、ディスカッションやディベートも
行っていますが、こちらも即興性を持たせています。最初は準備
をさせてから行っていたのですが、ある程度「型」に慣れてきた
段階で、即興的に話させる方向へシフトさせています。

③	通訳訓練法でアウトプット
レッスンとレッスンの間や、時間が余った時などに投げ込み教材として通訳メソッドを
用いた教材を利用しています（「英語リプロダクショントレーニング」）。
こちらに関しても、最終的にはアウトプットを動画撮影し、自分の発表を客観的に見て、
次の発表につなげられるように指導しています。
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ロイロノート・スクールは、すべての授業で使える
「思考力」「プレゼン力」「英語4技能」育成ツールです！

いま日本ではアクティブ・ラーニングなど、
子どもたちが主体的に学ぶ授業が求められ始めています。

ロイロノート・スクールは、子どもたちからの発信を助け、
共有、蓄積して、学び合うためのツールです。
子どもたちからの発信が容易になることでその機会が増え、
自然と主体的に学ぶ授業へと変容していきます。

シンプルで使いやすいロイロノート・スクールは、先生たちの
授業を便利にしながら、新しい双方向型の授業を実現していきます。

簡単に自分の考えをまとめ、発表することができるので、

子どもたちが自ら考え表現できる機会をより増やすことができます。

何度も自分の言葉で説明することで自信がつき、「思考力」「判断力」「表現力」を育てます。

導入された学校様からは、子どもたちが自然とアクティブになったと、声が上がっています。

なぜ、ロイロノート・スクールなの？

新学習指導要領 「主体的・対話的で深い学び」にピッタリ！
ロイロノート・スクール１つで、すべて完結します



カードをつなげるだけ
自分のいろいろな考えをカードに書き出しましょう。
そのカードを線でつなげるだけで伝わりやすい順番に並べることが
できるから、授業中の短い時間で自分の考えをまとめることができます。

作ったカードはクラスで共有
作ったカードを先生に提出したり、生徒同士で交換しましょう。
提出されたカードを使って発表したり、友だちのカードを見たり、
比較することで学び合いが生まれます。

蓄積されてポートフォリオになる
先生からの資料、実験の動画、授業中の発表やプレゼン、振り返りなど、
授業のすべてがノートいっぱいに蓄積され、ポートフォリオができていきます。
そのポートフォリオを振り返ることで自分自身の成長が実感できるから、
子どもたちの学習意欲があふれ出します。

導入サポートもおまかせください！

クラウドでラクラク運用
インターネット接続ができれば、すぐに使い始めることができます。
自分の IDでログインするだけで、学校でも自宅でも、いつでもどこでも
自分だけのデータを使って作業することができます。

研修会の実施や他校事例のご紹介はもちろん、
メールや電話、LINE@でいつでも直接先生方のサポートをします。

思考力を育む
シンキングツール上にアイデアを書き出しましょう。
シンキングツールは「考える」パターンを図で表しています。
繰り返しアイデアから考えをつくり出すことで、思考力を育むことができます。

[特許出願中 ]

新学習指導要領　「主体的・対話的で深い学び」にピッタリ！

0120-610-496 loilo@loilo.tvお問い合わせはこちら
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シンプルで使いやすい機能
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まずは、いまの授業にプラスアルファ

タブレットの便利なところから使い始めましょう！

ロイロノート・スクールを使って、毎日授業が行われています

  板書を写真に撮っておく
板書をカメラで撮影しておきましょう。
その写真を単元の終わりや前時の振り返りに利用します。
子どもたちがタブレットを持っている場合、板書画像を
配信しておきましょう。
いつでも授業内容を振り返ることができます。

  子どものノートをカメラで撮影する
机上にある子どもたちのノートを撮影して、プロジェクター
や大型テレビに投影しましょう。タブレットはこのように
実物投影機としても利用することができます。

  資料の配付に使う
プリントを印刷して配付する代わりに、PDFデータとして
配信しましょう。動画や音声も一緒に送れるので、プリント
よりわかりやすい資料が簡単につくれます。
配付した資料は子どものタブレットに残るので、いつでも
振り返ることができます。

  ノートの回収に使う
宿題ノートを回収して添削する代わりに、子どもにノートの
写真を撮って提出させましょう。
先生はノートの返却時間を気にすることなく、いつでも添削
して返却することができます。履歴がすべて残るので学習の
進展を把握することもできます。
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国語

「筆者の考えを議論して、   
読み深める」
教科書の作品を読み、それぞれが感じた筆者の考えを
文章でまとめたり、絵で描いたりしましょう。
カードを先生へ提出し、みんなで回答を共有して議論
を行います。

他の人のさまざまな感じ方を共有することで、作品へ
の理解を深めることができます。

数学

「みんなで問題を解く」
生徒の回答を、カメラを使って集めましょう。

友達の回答を参考に、「より速く、簡単で、正確な」
解き方を学び合うことができます。

先生も理解の進み具合を把握することができます。

英語

「発音を録画、録音する」
英語で話す様子を録画、録音しましょう。

今まで１人ずつしかできなかった英語での発表が、
10分間でクラス全員終わります。
発話量が圧倒的に増えるから、実際に英語が話せる
ようになっていきます。さらに、動画や音声を提出す
れば、先生が発音の指導を行うこともできます。

ロイロノート・スクールの教科別活用法



理科

社会
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「動画や写真を使って実験の  
レポートを作る」
実験の動画や写真を撮影しましょう。

撮影したカードを整理し、テキストをつけてまとめ、
そのまま発表へ。単元全体を俯瞰してみることで、
知的好奇心があふれ出します。

教員利用

「資料を読み解き、    
根拠をもって発表する」

資料やWebを調べて、課題に対する自分の考えを、
根拠をもって発表しましょう。

資料を読み解き、自分の言葉で説明することで知識
が定着します。

「職員ミーティングで利用する」

ロイロノート・スクールは、毎朝の職員ミーティング
で先生同士の情報共有にも利用できます。
しかも、先生だけの利用ならロイロノート・スクールは
無料です！

タブレット導入の一歩目としてオススメしています。

実際に職員ミーティングで利用をされている、
鎌倉学園中学校・高等学校様のインタビューは
64ページをご覧ください。
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ロイロノート流　おすすめポートフォリオ術 「LOPP」

  学習単元ごとにノートを分けよう
学習単元ごとにノートを分けることで、学習内容を整理することが
できます。子どもたちにも、単元ごとにノートを分けるようすすめ
てください。

  自分だけのノートを作ろう
・自分の予習
・先生が授業で配付した資料や板書画像
・自分の回答や考え、プレゼン
・毎回の授業のまとめ

単元ごとに作られたノートの中に、授業で使うすべての情報を入れ
ましょう。それらを整理しておくことで、頭の中が整理され、思い
出す機会が増えるため記憶が定着していきます。

  毎回の授業を文章でまとめよう
各授業の終わりに５～10分ほど時間を取り、子どもたちにその授業
で何を学び取れたのかを200文字程度でまとめさせます。
このとき、「楽しかった」などの感想語は禁止にすることを心がけて
ください。感想ではなく、具体的に自分がその授業で何を得たのか
を文章化させましょう。
提出されたまとめから、先生は子どもたちの理解度を測りながら
授業を進めていくことができます。

  さらにポートフォリオ化 「LOPP」
先生は、子どもたちにこの単元を学んだ後に、答えられるように
なってもらいたい問いを用意しておきます。

「～を説明しよう」という問いにするのがおすすめです。例えば、
「物が溶けるということはどういうことか説明しよう」などです。
単元の最初の授業と、最後の授業でこの問いに答えてもらいます。
「わかってなかった自分の答え」と「授業によってわかるようになっ
た自分の答え」を比べることで、自身の成長を実感することができ
ます。そして、成長が実感できることで学習意欲がわいてきます。

また、毎回の授業のまとめや予習復習した内容、資料、途中の考え
や答えなども、この問いの答えと同じノートに入るので、どういう
過程で成長できたのかを一覧として振り返ることができます。

これは、本来１枚の紙で行う「１枚ポートフォリオ（山梨大学・堀	哲夫教授）」を、
ロイロノート・スクールを使って行う応用です。名付けて LOPP（LoiLoNote	One	Paper	Portfolio）。
まずは、学習単元ごとノートを分けるところから始めてみましょう！
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ロイロノート・スクール

授業実践事例
全国の学校で、ロイロノート・スクールを
使って毎日授業が行われています。

中学校～大学で集められた、
多彩な実践事例をご覧ください。
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多治見西高等学校附属中学校
岩島	義弘教諭継続して取り組む音読課題

  実践の概要
家庭での音読練習に取り組みました。音読課題に取り組む意義を説明した上で、提出期限を提出期限を設定
し、「取り組みの説明カード」、「モデルリーディングカード」、「録音提出カード」などの課題を生徒のロイ
ロノート・スクールに送信します。生徒はモデルリーディングを聞き、発音、連結による音変化、強勢、イ
ントネーション、区切りの５項目に関わる音読記号を本文にメモします。十分に練習した後で自分の音読を
録音し、教師に提出します。教師は一人ひとりの音読を確認し、提出されたカードの英文にコメントと評価
を書いて返却します。週１回のペースで継続して取り組むことにより、音読の習慣が身につき、英語らしい
音で音読できるようになります。また、グループ内でイソップ物語の音読発表会を行いました。音読する生
徒は自撮り録画をしながら発表を行い、音読しない生徒は英語らしい発音、英語らしい音調、声の明瞭さの
観点で評価しながら聴くようにしました。この音読発表会を通して、自身の音読を振り返り、よりよい音読
を目指そうという意欲を向上させることができました。この意識の高まりが今後の音読課題への取り組み
を向上させ、レベルアップした音読へとつながることが期待されます。

  ロイロノート・スクール導入のメリット
•	一人ひとりの音読を見届け、個人に合った指導をすることができるようになりました。	 	 	
また、生徒は家にいながらでも確実に課題に取り組むことができ、教師は一人ひとりの取り組みや提出
された課題を見届け、アドバイスしたり、評価したりすることができるようになりました。

•	ネイティブの読みをモデルリーディングカードとして生徒に送付できるので、英語らしい音読の手本を
示すだけでなく、音読が苦手な生徒への手立てにもなります。

•	生徒は録音機能を使って自分の音読を確認しながら練習することができます。また、授業で紹介したい生
徒の音読を取り上げ、その良さを共有し、より良い取り組み、音読へと方向づけることができます。

•	教師は音読テストなどのために授業時間を割くことなく、空いている時間に提出された音読を聞くこと
ができます。何度でも聞き直すことができるのも便利です。

•	ロイロノート・スクールで学習したカードは学習記録として蓄積されるので、過去の音読を聞き直して
自身の音読が改善されていることを実感できます。

  実践の目標
•	継続して音読課題に取り組むことを通して、英文音読の習慣を身につけることができる。

•	音声の５項目（発音、連結による音変化、強勢、イントネーション、区切り）を音読記号として本文にメモ
をし、意識しながら読むことで、英語らしい音で音読することができる。

中学校１年英語

ロイロノート ･ スクールを活用した音読課題を通して、

音読課題への取り組みを向上させ、音読のレベルアップを実現します。

  実践の場面
 １．音読課題に取り組む意義を理解する

何のために音読課題を行うのか、目指す音読はどのようなもの
か、何に気を付けて取り組むのかなど、生徒が理解できるよう
に説明する。生徒自身が前向きに意欲をもって取り組むために
も、課題の意義を理解することは大切なので、しっかりと説明
を行う。それから、提出期限を設定した上で、課題（取り組みの
説明カード・モデルリーディングカード・録音提出カード）を
生徒のロイロノート・スクールに送信する。

１人１台タブレットNew!
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２．音読課題に取り組む
生徒はモデルリーディングを聞き、発音、連結による音変化、強
勢、イントネーション、区切りの５項目に関わる音読記号を本文
にメモをする。録音機能を使って自身の読みを確認するなど、そ
れぞれが家で何度も練習を行う。数日間の練習成果を録音して、
教師に提出する。

３．生徒の音読を確認し、アドバイスや評価を送信する
提出期限が近づくにつれて、生徒から続々と課題が提出されてく
る。教師は空いた時間に届いた課題を確認し、一人ひとりにアド
バイスと評価を記入して送り返す。より自然な音読記号がついて
いるか、英語らしい音で読めているか、課題への取り組み方はよ
いかという観点で生徒にメッセージを送るようにしている。
ロイロノート・スクールで提出状況も把握できるので、全員の課
題を確実に回収することができている。

４．音読発表会について案内する
授業で音読や取り組みが優れた生徒を紹介することはあるのだ
が、音読課題は基本的に生徒と教師の１対１のやり取りになる。
そこで、他者と音読交流をすることで、自身の音読を見直したり、
他者から学んだりする機会にすることをねらって音読発表会を
企画した。音読課題で与えている英文よりも量が多く、未習の表
現や語彙があるものの、話の内容がよくわかるイソップ物語を取
り上げることにした。

５．音読発表会で互いの音読を交流する
グループ内での音読発表会を行っていった。
音読する生徒はロイロノート・スクールの録画機能で自撮り録画
をしながら発表を行う。自撮りをすることで自身の音読を後で確
認することができるし、教師も一人の口の動きを確認しながら聞
くことができる。音読しない生徒は英語らしい発音、英語らしい
音調、声の明瞭さの観点で評価しながら聴く。

６．音読発表会を振り返る
互いの音読を交流したことは、自身の音読を振り返り、よりよい
音読を目指そうという意欲を向上させる機会になった。
音読発表会の後に提出した「音読発表会を終えて」というカード
には、努力をしている仲間から刺激を受けたことや英語らしい音
で読むことへの意気込みがつづられていた。この意識の高まりが
今後の音読課題への取り組みを向上させ、レベルアップした音読
へとつながることが期待される。
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立命館守山中学校・高等学校
辻	大樹教諭Post-Reading Activities

  実践の概要
教科書で学習したレッスン内容を自分の言葉でまとめ、ロイロノート・スクールを利用して発表まで行
います。生徒たちは英語の正確さももちろんですが、相手に伝わる発表をするために、各自で音読練習を
して準備したり、英文に関わるスライドを用意したり、ロイロノート・スクールの手描き機能を利用して
スライドを準備します。発表はペアで行い、お互いに撮影し合い、それを教師に提出します。
そして、提出された動画の中から良い発表を選び、全体で共有します。その良い発表についてペアでディ
スカッションをしてまずは日本語で意見を出し合い、その後英語でも意見を述べるよう指示します。
そして全体でも英語で意見をシェアします。
最後にまとめとして、教科書の本文を要約したものの一部を穴抜きにした英語の文章に取り組みます。
ペアで穴抜きになっている箇所にどんな英語が入るか考えさせてから、解答の共有を行います。

  ロイロノート・スクール導入のメリット

•	授業時数の関係で、これまで発表できてもクラス内で２～３人であったリテリングの発表が、ロイロ
ノート・スクールを利用することで、１回の授業で、しかもほんの10分程度でクラス全員に発表を行
わせることが可能になりました。それに伴い、評価することの負担は増えるものの、その労力に十分見
合う生徒の総合的な英語力の向上につながっていると思います。

•	生徒が、全員の前で発表するということの精神的プレッシャーを下げることが可能になりました。	
さらに英語を得意としない生徒たちも、発表に積極的に取り組むようになり、圧倒的に授業内で発話
する量が増えました。

•	良質の発表も簡単に共有できることで、その他の生徒の発表スキルの向上にもつながっています。	
また、発表にロイロノート・スクールを利用することで、それまでキーワードを利用してのリテリング
発表が、全員が同じものを共有して行うことしかできなかったものが、それぞれピクチャーだけで行っ
たり、自分で絵を描いたり、動画を利用したりと、オリジナルの発表を行うことが可能になりました。
ロイロノート・スクールを活用することで、生徒の創意工夫を促せていると感じます。

  実践の目標
•	教科書の本文を何度も読み込み、発表につなげることで、本文の理解を深める。

•	既に習った表現を利用しながら、教科書の内容を再生し、相手に伝わる発表ができる。

•	優れた発表を全体で共有し、良い発表についてクラス全体で協力して考察する。

高等学校１年英語

一人ひとりのアウトプットの場を一斉に提供できる、

新しいアウトプット型授業をロイロノート・スクールが実現します。

  実践の場面

 １．本文の内容を復習する
前回の授業で学習した本文の内容について、「PowerPoint」を
用いながら復習を行う。この際、生徒の積極的な参加を促すた
め、生徒との対話を重視しながら生徒が発言できるように促す。
また、教科書の本文をそのまま再生しないよう、生徒が理解で
きるレベルの分かりやすい言葉を用いて、生徒と共に前回の授
業の復習を行っていく。

１人１台タブレット
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２．発表のための動画を撮影をする
前回の授業の復習を終えた後、教科書で学習したレッスン内容を
自分の言葉でまとめ、ロイロノート・スクールを利用して発表を
行う。相手に伝わる発表をするために、各自で音読練習して準備
したり、英文に関わるスライドを用意したり、手描き機能を利用
してスライドを準備する。そして、ペアになって発表を行い、そ
れぞれ撮影し合う。撮影の時間を10分間与え、その時間内であ
れば何度でも撮影し直すことを可能とする。

３．優秀な発表を全体で共有する
撮影を終えた生徒から自分の納得のいく動画を教師に提出する。
のちほど、提出された発表動画を、以下の３つの観点から評価し、
それぞれ生徒に返す。

①Delivery	(	voice	/	speed	/	pause	/	eye	contact	)
② English	(	pronunciation	/	grammar	)
③ Content	(	expression	/	paraphrasing	)

教師に提出された動画の中から優秀な「良い発表」の動画を選ぶ。
そして、その動画をスクリーンに映し出し、クラス全体で共有する。

４．「良い発表」についてディスカッションする
共有された発表動画の良かった点について、まずはペア内で日本
語でディスカッションし、意見を共有する。
ペアで意見の共有が終わった頃合いを見て、その意見を英語で述
べてみるよう指示する。そして、ペア内で共有した後、クラス全
体でも英語で意見をシェアする。

５．本文の穴抜き要約文に取り組む
まとめとして、教科書の本文を要約したものの一部を穴抜きにし
た英語の文章に取り組む。穴抜きの要約文を、ロイロノート・ス
クールのカードにして、それを生徒に配付。そして、ペアで穴抜
きになっている箇所にどんな英語が入るか考えさせる。
生徒の考える力を育成するため、本文はできる限り分かりやすい
言葉にしたものを利用する。教師は教室を見回りながら、生徒の
サポートにあたる。

６．解答を全体で共有し、学びを深める
生徒に配付した、穴抜きの教科書本文の要約カードをホワイト
ボードに投影し、解答の共有を行う。ここでも生徒との対話を重
視しつつ、問題の共有及び、解説を行う。
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高等学校２年英語表現Ⅱ １人１台タブレットNew!

福岡海星女子学院高等学校
徳永	道昭教諭おすすめの歴史的建造物についてプレゼンしよう

  実践の概要
この単元では受動態について講義形式で授業を行ったのち、加えて英語での西暦の表現方法、住所の表記
方法の修得を目的に「おすすめの歴史的建造物」についてのプレゼンを行います。
生徒はそれぞれタブレットで、①画像、②建物が完成した年、③場所、④高さ・大きさや、なぜ人気がある
かなどの特徴について調べ、スライドにまとめてプレゼン資料を作成します。ペアを組み、まずは何も教
えられていない状態で「自分なり」のプレゼンを行い、互いに録画し合います。そして、録画した自分の
プレゼンを見ながらペアで改善点を出し合います。
過去に上級生が作成したプレゼン資料を見せ、生徒は自分が初めて作ったものと比べてどこが違うかを
考えます。また、プレゼンの基礎的な項目、知識について講義を行います。先輩の作ったプレゼン資料や、
講義内容を踏まえて、「より伝わるプレゼン」を目指して原稿や資料の修正を行い、提出させました。
最後に、相互評価表を用いて自己評価と他者からの評価のズレをすり合わせ、今後より一層聞き手を意識
したプレゼンを行うよう伝えました。

  ロイロノート・スクール導入のメリット
•	「カメラ」「テキスト」「Web」など、プレゼンに使える機能がそろっているので、簡単にプレゼン資料が
作成できます。

•	普段は内気な生徒からも、「YouTuber になったみたいで楽しかった」という意見もあり、生徒たちは
活き活きと活動に取り組んでいました。

•	「カードを作ってつなげる」というシンプルな発想ですが、それが本当に便利です。	 	 	
最近縦型にも対応してさらに便利になりました。

•	怪我をして入院中の生徒にも授業の資料を共有することができました。

  実践の目標
•	西暦・住所の英語での表現方法を修得する。

•	プレゼンの為の基礎的な資料作りができるようになる。

•	効果的なプレゼンの方法を学び、実践する。

•	ICT機器の操作法を修得する。

ロイロノート・スクールでプレゼン資料を作成し、

「より伝わるプレゼン」ができる力を育てます。

  実践の場面
 １．プレゼン資料を作成する

各自でおすすめの歴史的建造物について、ロイロノート・ス
クールの「テキスト」「お絵かき」「Web」「地図」の各カードを
駆使してプレゼン用のスライドを準備させる。
教師からは、①建物の画像、②建物が完成した年、③場所、④
特徴についてスライド４～５枚で作成するということのみ指
定した。文字入力にするか手書きにするかは生徒に任せた。



23

２．ペアで録画しあい、自分のプレゼンを見直す
「生徒間通信」のロックを解除し、作成したスライドをペアに送
る。その後、タブレット端末を交換し、ペアのタブレットを使っ
てスライドを表示しながら、自分のタブレットで録画する。
お互い録画し終わったらタブレットを返し、録画されている自分
のプレゼンを振り返り、ペアで互いの改善点を出し合う。

３．プレゼンの基礎の講義を行う
過去に上級生が作成したプレゼン資料を「資料箱」から取り出し、
プロジェクターで黒板に投影する。生徒は自分が初めて作ったも
のと比べてどこが違うかを考える。
また、プレゼンの基礎的な項目（ジェスチャー・アイコンタクト・
声の大きさなど）について、色と色の相性についての基礎的な知
識（寒色・暖色・補色関係など）について講義を行う。
次回までの宿題として英語の発表原稿とそれを録音したものを
ロイロノート・スクールで提出させ、添削して返却する。

４．プレゼン資料を修正する
先輩の作ったプレゼン資料や、講義内容を踏まえて、「より伝わる
プレゼン」を目指して原稿や資料の修正（写真の大きさは適切か・
色と色の関係は良好か・文字が多すぎないかなど）を行う。
完成したものを「提出箱」に提出する。

５．再度録画して完成した動画を提出する
教室からアクティブラーニング用の施設に場所を変え、生徒がペ
アで自由に活動できるように配慮した。前回に比べてより活動的
になり、録画→確認→修正→再録画というサイクルで自然と教え
合う姿が見られた。中にはインカメラを使って自撮りする生徒も
いた。プレゼンの練習の初歩として、最近の生徒には「対人」より
も「対カメラ」の方が抵抗感が少なく、よりリラックスして楽し
く取り組める場合も多いと感じた。

６．大型スクリーンで録画した動画を見る
人前でプレゼンを行うスキルはもちろん必要だが、事前に録画し
たものをクラスメイトと一緒に見ることで、「聴衆から見られて
いる自分」をより意識させることができると感じた。相互評価表
を用いて、①内容について、②話し方について、③動作について
のそれぞれの項目に対して５段階評価を行い、「自分で思ってい
る自分」と「他者から見た自分」とのギャップに気づかせること
で、今後より一層聞き手を意識したプレゼンを行うよう伝えた。
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大阪大学全学教育推進機構
岩居	弘樹教授ドイツ語

  実践の概要
授業５回分を１セットとし、４回を発音練習とシナリオ作成、５回目を作品制作にあてます。
本時は作品制作の前段階です。10個程度の課題文を提示し、タブレットの音声認識システムを活用して、
繰り返し発音練習をします。
ロイロノート・スクールで発音の成果を教師に送信させて、成果を確認します。
また、１学期間に２～３回ビデオ撮影をし、デジタルストーリーテリング制作を行い、学習成果を記録に
残していきます。そのために本時の残り時間で、発音練習で使用した課題文をもとに、これまで学習した
表現を使い、グループでデジタルストーリーテリングを作成して提出させます。

  ロイロノート・スクール導入のメリット
•	ロイロノート・スクールは操作説明がほとんど必要なく、説明しなくても機能を発見して活用する学生
が多数いました。

•	生徒間通信機能により、共同での作品創りが非常に楽になりました。

•	共用の貸出端末の場合、常に同じタブレットを使わなければならず、また他のユーザーがデータを消去
したり書き加えたりすることもありました。さらに、完成した作品データを回収することも難しかっ
たのですが、ロイロノート・スクールはこれらの問題点をすべて解決し、安心して授業に臨めるように
なりました。

  実践の目標
ドイツ語での口頭コミュニケーション能力を育てるために、ドイツ語の文を正確に、かつ滑らかに発音
し、覚えることを目指す。また、シナリオを創ることで、学習した文をダイアログの中の生きた表現とし
て記憶に残すことを目指す。

大学１年初修外国語

発音練習を音声認識システムで何度も行うことで、

ドイツ語のコミュニケーション能力の基礎が身につきます。

  実践の場面
 １．グループにわかれて学習する

学生は３人グループにわかれて自分たちのペースで練習する。
ビデオ撮影や、学習した表現を使って物語にするデジタルス
トーリーテリング制作もグループで取り組む。

１人１台タブレット
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２．音声認識アプリを使って発音を確かめる
課題文は紙で配付する。ドイツ語の音声は、合成音声アプリ
「Word	Wizard」や「Flashcardサービス」、「Quizlet」で確認
してから、音声認識アプリ「Dragon	 Dictation」で正しく認識
されるように繰り返し練習する。

３．ドイツ語を読み上げて録音する
課題文を並べたノートを、資料箱に置いて配付する。
学生は、カードに表示されているテキストを音読し録音する。

４．音声認識で入力してみる
次のカードでは iOS音声入力を使って、自分の音声でドイツ語の
課題文を入力する。このようにして作られた一連の音声付きスラ
イドショーは、後日ビデオ撮影の際に発音を確かめるためのツー
ルとして使っているグループがあった。

５．ホワイトボードを使ってシナリオをまとめる
グループでの話し合いにはホワイトボードが最適だった。
グループの進み具合を一覧でき、修正、説明をする際にも使いや
すかった。発音練習の課題には出てこなかった表現は、例文デー
タベースを使って自分たちで調べることにした。

６．デジタルストーリーテリングを制作する
これまでに練習したドイツ語を使って、デジタルストーリーテリ
ング作品を制作する。シナリオにあわせて写真を撮影し、ドイツ
語を録音して、電気紙芝居ができあがるようにする。
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立命館中学校・高等学校
越智	規子教諭一次関数の応用

  ロイロノート・スクール導入のメリット
•	小テストを印刷・回収・配付する時間が省けるので、授業中に空白の時間がなくなり、リズムよく授業が
進みます。

•	授業が始まる前にテストを返却しておけるので、授業開始前から自分の答えを確認でき、個々のリズム
で学習できます。

•	一斉に配信したり、生徒の解答を回収できるため、その段階まで全員が理解できているか確実に確認で
きます。今までの机間巡視だけでは見逃していた生徒も把握でき、安心して次の段階に進めます。

•	教材をうまく整理しておけば、他クラスでもその教材を使うことができるので非常に便利です。

  実践の目標
•	小テストを友達と確認し合うことによって、基本知識を定着させる。

•	生徒の自作問題をみんなで解くことにより、楽しんで応用問題に取り組む。

•	新しい応用問題を、タブレット画面で色々試行しながら、繰り返し考えさせる。

•	本時間の知識を小テストで確認する。解答時間の個人差を問題作りの時間とする。

中学校１年数学

ロイロノート・スクールを活用することで、生徒個人に合ったリズムで

学習ができ、基礎を定着させる授業を実現します。

  実践の場面
 １．【授業前の休み時間】返却された小テストを友達と確認し合う

前回の授業で行った小テストが採点され、授業を開始する前に
すでに個人のタブレットに返却されている。
休み時間内に小テストの正誤を確認する。
その際、友達と間違えた問題の話をしながら、自然と教え合い、
学び合うことができる。

  実践の概要
前回の授業で行った小テストを授業開始前に生徒たちに配信し、授業開始後にすぐ教師から配信された
正解を見て、解答を確認します。
次に、前時の最後に生徒達が作成した一次関数のグラフの問題を、一覧表示して公開しました。
そして様々な問題の中から一問、面積の問題を選び、クラス全員で解答しました。
前回の授業の際に扱った問題の元になるグラフと、選んだ問題を生徒たちのタブレットに配信します。
生徒たちは画面に補助線や記号を書き込みながら解答を考えていきます。さらに、新たな文章問題を生
徒のタブレットに配信し、その問題の解答に取り組んでいきます。問題設定の状態をグラフで表すため
にグラフ用紙にグラフを書きます。グラフが書けたら、用紙をロイロノート・スクールで撮影して写真
カードを教師のフォルダに提出します。授業の最後に、本時の内容を確認するため小テストを行います。
指定の時間がきたら、教師のフォルダに小テストを提出し、本時のまとめとしました。

１人１台タブレット
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２．【授業開始】小テストの解答を確認する
授業が始まったら、教師から配信された正解を見て、答えをしっ
かり確認する。問題用紙の返却や答えの配付、一問ずつの白板提
示の必要がないので、時間を大幅に短縮でき、すぐに全員が確認
作業に入ることができる。
生徒達の間違えている問題はそれぞれ異なるので、それぞれが正
解している問題は飛ばして、自分の間違った問題の確認にじっく
り時間をかけることができた。

３．生徒達が作成した問題を発表する
前回の授業では、一次関数のグラフを使った応用問題に取り組ん
だ。授業の最後にそのグラフを使って、それぞれ独自的な発想で
問題を作り、それを教師に提出した。
本時では、生徒達が作った問題を一覧表示して公開。
様々な視点から作られた面白い問題がたくさん出てきた。

４．クラスメイトの問題を解答してみよう
様々な問題の中から一問、面積の問題を選び、クラス全員で解答
する。前回の授業の際に扱った問題の元になるグラフと、選んだ
問題を生徒たちのタブレットに配信した。
生徒たちは、画面に補助線や記号を書き込みながら解答を考えて
いく。計算などは、「ロイロノート」と名付けた計算メモ用の大学
ノートを使用した。

５．グラフを写真で教師に提出する
新たな文章問題を生徒のタブレットに配信し、その問題の解答に
取り組んでいく。問題設定の状態をグラフで表すためにグラフ用
紙を配付し、その紙に鉛筆と定規で丁寧にグラフを書く。グラフ
が書けたら用紙を写真撮影して、教師に提出する。全員が理解で
きているか教師と生徒全員で確認しながら授業を進めていく。

６．本時の知識の確認をする
授業の最後に本時の内容を確認するために小テストを行う。
問題を生徒たちに配信し、それぞれのタブレットで解答する。
この時も計算や思考は、計算メモ用のノート「ロイロノート」に
書き入れ、答えのみを画面に書き込む。小テストが早くできた生
徒は、今日使ったグラフから独自問題を作るというお楽しみ作業
をできるようにした。指定の時間がきたら、教師のフォルダに小
テストを提出し、本時のまとめとする。
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中学校３年数学

ロイロノート・スクールとシンキングツールを活用して、

３段階で課題を解決して自分の考えを説明できる力を育成します。

多治見西高等学校附属中学校
小木曽	賢吾教諭拡大コピーに隠れた平方根を見つけよう

  実践の概要
本時では、A4のプリントをA3に拡大するために、倍率を何％に設定すればよいかを考えて、その理由を
含めて担任の教師に説明することを課題としています。生徒一人ひとりが説明できるようにするために
シンキングツールのキャンディチャートを利用します。
まず、生徒に課題の説明をして、キャンディチャートで課題を考えて整理していくことを伝えます。
キャンディチャートでは、左側に「もし～なら」、中央に「結果」、右側に「理由」のカードを置き、３枚を
つなげることで説明がわかりやすくなるツールであることを確認します。１列目は見本として、「コピー
に失敗した場合」について全員で一緒に埋めていきます。200％の拡大コピーによって、面積は４倍に
なったことを「なぜなら」のカードにまとめていきます。面積を２倍にするためには拡大率を何％にすれ
ばよいかを全員で一緒に考え、カードにまとめていきます。グループで相談しながら、２列目の理由の
カードを作っていき、できた生徒から提出箱に提出させます。理由のカードを全員で確認した後、カード
を言葉でつなげて、担任の教師に説明するための文を書かせました。

  ロイロノート・スクール導入のメリット
•	シンキングツールを利用すると、思考の過程を残しながら考えを整理していくことができます。	
思考の過程が残っているので、最終的に文として書きあげやすくなります。

•	シンキングツールを提出箱に提出させることで、クラス全員の考えを教師も生徒も確認できます。	
提出箱の共有は、早く済んでしまった生徒にとっても、なかなか進まない生徒にとっても、有効に活用
できます。

  実践の目標
•	問題解決の見通しをもって、既習事項を活用しながら問題解決に取り組み、その過程をふり返ることが
できる。

•	他者との学び合いを通して、自らの考えを表現したり、他者の考えを理解したりして、より良い考えを
追求することができる。

  実践の場面
 １．課題を提示する

生徒に課題の説明をするため、「担任の先生がA4の紙をA3に
拡大コピーしようとして、倍率200％にしたところ、失敗して
しまいました」と話して、コピーをしようとしている写真を表
示する。そして、倍率をどう設定すればよいか、なぜそのよう
に設定する必要があるのか理由も含めて担任の教師に教えて
あげることが課題だと伝える。

New! １人１台タブレット
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２．シンキングツールで考えを整理していく
キャンディチャートのシンキングツールを提示する。
キャンディチャートでは、左側に「もし～なら」、中央に「結果」、
右側に「理由」のカードを置き、３枚をつなげることで説明がわ
かりやすくなるツールであることを確認する。このチャートを
使って課題を考えて整理していくことを伝えた。

３．キャンディチャートの１列目を見本とする
１列目は見本として、「コピーに失敗した場合」について全員で
一緒に埋めていく。
拡大コピーの200％とは面積のことではなく、辺の長さのことで
あると確認させる。200％の拡大コピーによって、面積は４倍に
なったことを「なぜなら」のカードにまとめていく。

４．シンキングツールを配信して考えをカードにまとめる
面積を２倍にするためには拡大率を何％にすればよいかを全員で
一緒に考える。その後、シンキングツールを生徒全員に配信して
A4をA3に拡大するにはどう設定すればよいかを考え、カードに
まとめた。

５．グループで理由のカードを作成する
グループでお互いに相談しながら、２列目の理由のカードを作っ
ていく。できた生徒から提出箱に提出させる。
提出箱は共有しておき、上手く書けない生徒は見ても良いことに
した。それでも時間内に書けなかった生徒には、カードの色を赤
に指定して全員提出させた。

６．２列分のカード（合計６枚）をまとめさせる
理由のカードを全員で確認する。
そのあと、２列分の６枚のカードを上手に言葉でつなげて、担任
の教師に説明するための文をノートに200字以内で書かせた。
書いた説明文は実際に担任の教師にも見てもらった。
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高等学校１年数学

ロイロノート・スクールで等式を証明する解説動画を作成してシェアすることで、

人に伝える力を身につけ、問題に対して理解を深めることができます。

日本大学東北高等学校
佐藤	秀憲教諭・鹿野	雄大教諭確率、平面幾何、式と証明など

  実践の概要
１つ上の学年の生徒に、数学Ⅱ「式と証明」の条件付きの等式を証明する解説動画を作ってもらい、それ
を授業前日に配付して生徒達に予習してもらいます。
本時では、それに関連した問題を深めた後、演習やアクティブラーニングなどを通して理解を深めていき
ます。生徒の理解を深めるには様々な方法がありますが、その中でも「誰かに伝える」という事をポイン
トに、ロイロノート・スクールを活用しました。
まず、教科傍用問題集をグループで分担して解き、１分程度の解説動画を作成していきます。
次に、受験した模試の解説動画を作成します。問題の復習を兼ねるとともに、人に説明することを通して
内容を深めていきました。その後、生徒に共有した解説動画を利用しながら問題を解いたり、動画で分か
らない部分がある場合は周りの生徒に聞いたりして、理解を深めていきました。ある問題を出したとき、
ある生徒がアプローチの仕方を発見し、しばらく悩んでいた他の生徒が、アプローチを発見した生徒のヒ
ントをもとに問題を解決したところ、クラス全体にアイディアが共有され、全体の理解度が高まったとい
う出来事がありました。アイディアの共有がしやすいというロイロノート・スクールの利点を活用した授
業を行うことができました。

  ロイロノート・スクール導入のメリット
•	よくできている生徒のノートや考え方を皆でシェアすることで、教師の説明する時間が短縮され、
その分、類題を演習したり、考え方を深めたりできる時間が確保できました。

•	解説動画を作成したことでプレゼン能力や説明する力が身につき、数学のみならず、他の授業でも
「相手に伝わるように説明する」といった工夫が見られました。

  実践の目標
解説動画の作成を通して、人に分かりやすく説明する力を身につけ、問題の理解を深めることができる。

  実践の場面
 １．先輩による解説動画で予習をする

１つ上の学年の生徒に、数学Ⅱ「式と証明」の条件付きの等式を
証明する解説動画を２分以内で作ってもらった。それを授業前
日に配付して、予習をしてもらう。
教える側の生徒は、制限時間内でどこがポイントかを考えて解
説しなければいけないことと、式変形も素早く行わなければな
らないため、教える先輩と授業を受ける後輩の双方にとって、
プラスになる関係を築くことができた。

New! １人１台タブレット
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２．問題集の問題を解き、解説をする
問題集をグループで分担して解き、解説動画を作成する。クラス
間でも担当する問題を指定し、最後に全クラスでつなぎ合わせる
ことで、単元すべての解説動画が出来上がる。自分だけではな
く、同じクラスの生徒や、隣のクラスの生徒と解説をシェアする
ことで、責任感や自己肯定感などを育めた。

３．解いた問題に解説をつける①
解説動画を作成する際の目標は「１人１分動画」とし、約１分程度
の動画を作成することを条件とした。
模範解答の紙面では表れない、行間を補う作業がメインとなる。

４．解いた問題に解説をつける②
動画の容量を少なくするため、この時間は「自分の解答を写真で
撮り、それに自分の音声をつけたもの」を作成させた。身振り手
振りなどの動きは動画には入らないが、ほとんどの生徒は数式を
説明する際に写真のように手やペンを動かして説明していた。
こういったノンバーバル（非言語）な部分も、抽象的な内容を理解
するうえで欠かせないのかもしれない。

５．解いた問題に解説をつける③
受験した模試の解説動画を作成する。模試の復習を兼ねるととも
に、人に説明することを通して、内容を深めることができた。
動画の右下に、この問題を解くポイントを生徒が書き込むこと
で、伝える方も見る方も、どこに主眼を置いて問題を解けばいい
のかが分かるようにした。

６．共有した動画を利用して問題を解く
解説動画を作成した後、動画をまとめて、生徒に配付する。
解説動画を利用しながら問題集の問題を解く生徒や、その動画の
わからない部分を周りの生徒に聞いたりして理解を深めた。
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中学校２年理科

天気図の分析と予測から基礎の定着をはかり、

学習内容を自分たちの生活と関係づけてとらえます。

日本女子大学附属中学校
松本	珠希教諭天気とその変化

  実践の概要
学習事項の整理と知識の活用として、天気図の読み取りと天気予報を行いました。
連続した２日間の天気図をロイロノート ･スクールで配付し、日本列島各地の天気を分析します。
これまでに学習した日本周辺の気団、高気圧と低気圧、前線による天気の変化等の基礎知識を用いた活動
になるため、学習内容の定着を確認することができました。
そして３日目の天気図を予測し、白地図に自ら天気図を作成します。自分が作成した天気図を見ながら天
気予報を行い動画撮影することで、気象予報士のように、天気図から得られる情報を日常にどう活用して
いく必要があるのかを考えることもできました。

  ロイロノート・スクール導入のメリット
•	白黒印刷の天気図ではなく、フルカラーの天気図を簡単に配付することができた。

•	画像の複製等も容易なため、自習用、発表用と生徒自身が工夫して効率の良い作業方法を
模索することができた。

  実践の目標
•	天気図を見て、日本列島各地の気象を分析することができる。

•	連続した２日間の天気図から３日目の気圧配置等を予測し、気象予測をすることができる。

•	予測した天気図から気象予報士が伝えるべき情報を生活体験の中から推測し、オリジナルの
天気予報を行う。

  実践の場面
 １．これまでの学習内容の整理・復習

これまで学習した気象に関する内容を振り返り、気圧配置や
前線による雨の降り方などを復習した。

New! １人１台タブレット
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２．天気図の分析と考察
連続した２日間の天気図をロイロノート ･スクールで配付し、そ
れぞれの天気図を分析する。気圧配置や前線から日本列島各地が
どのような天気になっているのか、画像に直接書き込みながら、
根拠をもって分析を行った。
さらに２日分の天気図を比較し、今後どのように気圧配置が変
わっていくのか特徴をとらえ、偏西風の影響について考察した。

３．３日目の予測と天気図作成
場面２の考察から、日本列島の白地図に気圧配置や前線を書き込
み、３日目の天気図を作成した。前線の変化や、気圧配置が偏西
風の影響を受けどのように変わっていくのかも推測した。

４．天気予報の準備と撮影
完成した天気図を見ながら、「誰が聞いても理解できる天気予報」
に向けた放送原稿を作成した。馴染み深い晴れマークや雨マーク
を記入することで分かりやすさを追求した。
次に、天気予報の動画を撮影し合った。天気予報を行う中で、気
象現象が日常生活へ及ぼす影響などを考えるとともに、日ごろテ
レビなどで視聴している天気予報で配信されている情報につい
ても目を向けるようにした。

５．作成した天気予報の共有
クラスメイトの動画や天気図を見て、自分にはない新たな発想を
知り視野を広げる。また、天気図がどのように日常生活へ活用さ
れているのかを知り、気象予報への関心を高める。
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武蔵野女子学院中学校・高等学校
榎本	淳教諭オームの法則・合成抵抗を考えよう

  実践の概要
前回学習したオームの法則を復習します。問題のカードを送り、「早押しクイズ風」に解答を提出させます。
実験前に、あらかじめ教師側で作成したレポートのカードを生徒に送信し、実験の目的を生徒が入力します。
実験操作についての説明をホワイトボードに表示させ、大事な図は拡大して説明を行います。実験の結果を
予想して、予想を書いたカードを提出箱に提出させ、なぜそう考えたのかを発表し合います。
発表の後、論理的に結果が予想できているのか議論し、全員で考えます。自分がたてた予想をもとに実験を
していきます。結果を記録し、タブレットで写真も撮らせます。結果から実験の考察を行い、自分が予想し
た結果をもとに「なぜそうなったのか？」を論理的に考える力を養っていきます。
次回の授業で発表を行うためのレポートを作成して、提出させました。

  ロイロノート・スクール導入のメリット
•	ロイロノート・スクールを使用することで、生徒たちがどのような実験の予想をしているのかすぐに
わかることができ、容易に議論することができます。

•	レポートを作成することで、結果と考察の発表形式での授業展開が可能となりました。

•	年間の実験レポートをクラウド上に保存することで、ポートフォリオ化が可能となりました。

  実践の目標
•	オームの法則を復習し、IR=Vを定着させる。

•	合成抵抗（直列と並列の違い）を考える。

中学校２年理科

ロイロノート・スクールを活用して理科を楽しみ、

実験を通して、論理的な思考力を養います。

  実践の場面
 １．オームの法則を復習する

まず、前回学習したオームの法則を復習する。問題のカードを、
ロイロノート・スクールで生徒に送信し、解答を提出箱へ提出
させる。教師のタブレットの回答一覧画面をホワイトボードに
映し、解答が提出順に表示されるのを競う。早押しクイズ風に
楽しみながら競うことができた。
解答が限られる場合は、色分けをした選択肢を与え、「提出箱
が同じ色になるか」と、楽しみながら復習をする。

１人１台タブレット
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２．復習問題を解説する
正解者は「先生」として、周囲の生徒に解答方法を教える。
その後、解答を生徒達に送信し、再度オームの法則の復習を行う。

３．実験目的・操作について説明する
実験前に、あらかじめ教師側で作成したレポートのカードを生徒
に送信する。実験の目的の欄に生徒が各自で入力していく。
実験操作についての説明をホワイトボードに表示させ、大事な図
は拡大して説明を行う。実験によっては、写真を撮らせて次回の
発表に備えさせる。

４．実験結果の予想をする
結果を予想して、予想をロイロノート・スクールのカードに入力
して提出箱に提出させる。そして、なぜそう考えたのかを発表し
合って論理的に結果が予想できているのか議論し、全員で考え
る。予想が限られる場合は、色分けをした予想の選択肢を与え、
色ごとになぜそう考えたのかを発表し合う。

５．実験を開始する
自分がたてた予想をもとに実験していく。
結果を記録し、タブレットで写真も撮らせる。ロイロノート・ス
クールの手描き機能で、写真に直接書き込ませて、その現象に気
づかせるようにすることもある。

６．考察をアドバイスし、レポートを提出する
結果から実験の考察を行う。自分が予想した結果をもとに「なぜ
そうなったのか？」を論理的に考える力を養っていく。
次回の授業で数名に結果と考察の発表を行わせ、時間があれば生
徒に発表の仕方を評価させることもある。発表のためのレポート
を生徒たちは真剣なまなざしで作成していた。作成したレポート
を提出して本時の授業を終えた。
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上越教育大学附属中学校
大崎	貢教諭

プラスチックが止まらない
～海洋へのマイクロプラスチック流出防止に向けた私たちの提案～

  実践の概要
海洋における生物多様性や、プラスチックごみ問題について考えるパフォーマンス課題を行った。
自然事象において解決すべき課題に遭遇したとき、理科の見方・考え方を働かせて原因となる要素に気付
き、現状をよりよくするための方策が立てられることをめざした。
科学的な探究のプロセスにおいて、適した観察や実験の技能を定着できるよう、ルーブリックにもとづいて
個人やグループで成果を評価し合い、進捗状況を即時的に共有して振り返りを行う活動を行った。
ここでは、自己評価、相互評価の場面を抜粋して紹介する。
生徒は課題の本質を自分事としてとらえ、見通しをもって粘り強く取り組むことができた。

  ロイロノート・スクール導入のメリット
•	ロイロノート ･スクールで自己評価・相互評価を行うことによって、評価の蓄積が容易にできました。

•	画面上に思考のプロセスを保存・共有できるため、生徒が学習方略を獲得する手立てとして大変価値が
あると感じました。

  実践の目標
パフォーマンス課題における生徒の振り返り（自己評価・相互評価）を主体的・共創的に進めることが
できる。

中学校３年理科

パフォーマンス課題における自己評価・他者評価の取り組み

  実践の場面
 １．パフォーマンス課題を提示する

【パフォーマンス課題】
「2050年には、海の魚の量とプラスチックごみの量が同じにな
ると言われている。現在、世界で海洋のごみ問題に関する対応
が話し合われている。しかし、プラスチックは便利なため、使
用禁止という選択は難しいだろう。これについて、海洋ごみ問
題の解決に向け、あなたたちが考える具体的な方策について科
学的な根拠を示し、他の人に分かりやすく説明しなさい。」

課題の設定にあたっては、「パフォーマンス評価のための
GRASPS（Wiggins	&	McTighe(2005)）」を参考

New! １人１台タブレット
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２．単元におけるルーブリックを作成する
本単元におけるルーブリックを作成し、パフォーマンス課題に対
する意欲を高めた。
評価の視点に、「習得した知識の活用」「観察・実験の技能」「デー
タの整理」を設定した。それぞれの視点におけるA評価の規準の
み教師から提示し、B評価とS評価は生徒自身が作成した。評価
規準のアイディアをロイロノート ･スクールに提出し、全員で共
有しながらルーブリックを完成させた。

３．方策の根拠となる実験を行う
グループで課題に対する方策を考える中で、自分たちの方策を裏
付ける観察や実験を行った。個人・グループの多様な試行錯誤の
中から解決すべき課題等を発見し、根拠となる記録をロイロノー
ト･スクールに蓄積した。

４．グループの方策となる根拠を全体で共有する
グループで観察・実験した結果や、方策立案のプロセスを全体に
共有し、他者の考えと比較、検討した。また、遠隔で参加しても
らったマイクロプラスチックに関する研究者（水川薫子：東京農
工大学	農学研究院物質循環環境科学部門	助教）から適確な助言
をいただいた。これにより次時以降、更に必要な調査活動や実験
を行うための見通しをもつことができた。

５．実験結果と本時の学びを動画にまとめる
毎時間の学びや観察・実験結果の写真や動画をまとめ、各自で１
分程度のショートムービーを作成、共有した。次時以降、これら
の動画を用いて、グループで考えた方策をプレゼンする。

６．自己評価、相互評価を行う
生徒は、毎時間の振り返りをロイロノート ･スクールに蓄積し、
いつでも閲覧できるようにしている。自己評価・相互評価は、
ルーブリックにもとづいて、カードの色を変えてコメントを記入
した（S：ピンク、Ａ：白、B：ブルー）。
グループ内だけでなく、グループを越えて協働して観察・実験等
を行ったメンバーにもカードを送りあって相互評価を行った。
即時的なフィードバックが可能となることで、生徒はその都度、
目標を設定し直したり、実験手段を修正したりすることができた。
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神奈川県立生田高等学校
根津	玲子教諭力のつりあい

  実践の概要
難解な問題に対して、３つの設問を用意し、段階的に解に迫る授業を行いました。
２つ以上の物体にかかる力を作図し、それらを力のつりあいの式で説明させました。
力のつりあいで重要な作図の場面で、ロイロノート・スクールの手書き機能が活躍しました。
また、ペア活動を取り入れ、学習内容への理解を深めました。

  ロイロノート・スクール導入のメリット
•	思考の流れがより明確になり、生徒の解答を短時間に確認できるようになりました。

•	設問の種類によっては、生徒所有のスマートフォンも利活用できます。

•	作図場面での使い勝手が良く、生徒のモチベーションも上がるとともに、生徒の理解を深めることが
できました。

  実践の目標
•	２つ以上の物体にかかる力を正確に作図できる。

•	作図した力をつりあいの式に当てはめ、求める力の大きさを導くことができる。

•	力の正確な作図が、問題を解くうえでの前提条件になっていることを理解できる。

力のつりあいにおける作図の基本を学びながら、発展的な問題に挑戦します。

  実践の場面
 １．台はかりの示すめもりの変化を考える（設問１）

「水を入れたビーカー全体の質量をXgとし、この中に糸でつる
したおもりを底につけないように手で糸を持ちながら沈めた
場合の台はかりのめもりはどうなるか」について個々に回答さ
せる。台はかりのめもりはＸより、①大きくなる（赤）、②変化
しない（黄）、③小さくなる（青）と色分けし、生徒所有のスマー
トフォンを使ってカードを提出させる。

２．おもり・水を含めたビーカー・台はかりにかかる力を 
作図する（設問２）
おもり・ビーカー（水）・台はかりにかかる力を２人１組で考え
る。ロイロノート・スクールで配付したカードに作図させ、提
出させる。スマートフォンだとやや画面が小さいので、学校所
有のタブレットで作業させる。
作図作業では、ロイロノート・スクールの手書き機能を効果的
に活用できる。また、ペアワークを取り入れることで、話し合
いによって考えを深めることができる。

高等学校１年物理基礎New! １人１台タブレット
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３．生徒による作図説明
提出された回答を表示し、複数のグループに作図した力につい
て、何が何によって受ける力なのかを説明させる。
その際、説明するグループの回答を拡大表示し、できる限り異な
る回答を提出したグループに説明させるよう留意する。

４．力のつりあいから、台はかりが受ける力の大きさを求める  
（設問３）
ペアワークで力のつりあいの式を考えさせ、台はかりがビーカー
から受ける力について求めさせる。特におもりが受ける力とビー
カーが受ける力の間で「作用・反作用の法則」の関係にある力を
拡大表示した図を見せながら説明し、求めた式を提出させる。

５．台はかりが受ける力の解答を表示する
設問３のグループの回答をいくつか提示し、それぞれに説明を求
める。生徒の説明が終わった後で、教師が特に間違いやすい点に
ついて補足説明を行う。

６．本時の振り返りを行う
設問３の解答から、設問１の答えが正しかったかどうかペアで答
え合わせをし、何が正しくて、何が誤りだったかを確認させる。
設問１で感覚的に回答したものと、設問２・３で理論的に回答し
たものを比較させ、基本的な知識を積み上げていく。
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  実践の概要
元素について英語で学習し、確認の小テストと元素の発表資料作りをロイロノート・スクールで実現する。
生徒には事前に最新の元素周期表を配付し、114種類すべての元素名と記号を英語で覚えるように宿題を
出している。毎週15～20種類を選び、小テストをロイロノート・スクールで配信し、解答を提出させる。
また、事前に生徒の好きな元素を重ならないように2つずつ選ばせ、その性質などについて調べさせる。
生徒はそれらの元素について説明する英文を書き、その内容に関連する画像を検索してカードを複数作る。
英文を画像に重ね、それらをつなげて資料を作成して発表する。

  ロイロノート・スクール導入のメリット
【小テストのペーパーレス化】…小テストを印刷して実施するのに比べて、印刷や配付・回収・返却の手間
は格段に少なくなり、その時間を他の活動に使えるようになった。生徒も教員もいつでも小テストの結果を
振り返ることができ、学習の記録が自動的に残っていく。指で文字を書くことに慣れるのに何回か必要だ
が、次第に見やすく解答を書けるようになっている。

【小テストのフィードバックと集計】…提出された小テストは、手描き機能を使用して誤りを指摘し、採点
した上で個別に返却する。得点を大きめの文字で書き込むことで、組番号順に一覧表示にしたときに、点数
を集計しやすくなる。

【発表資料が簡単に作れる】…インターネットで閲覧しているページや画像をそのままカードにすることが
でき、それに書き込むこともできるので、発表資料を手軽に作れる。これまではプレゼンテーションソフト
を使っていたが、画像を一旦保存してから読み込み、大きさを調整しなければならず、レイアウトも複雑な
ので、発表用のスライドを作るのに何時間も必要で、授業時間中に完成させることは不可能であった。ロイ
ロノート・スクールを利用することで、より直観的にカードが作れ、つなぎ方を変えれば順番も変わるので、
30分程度で発表に必要十分な資料が作れるようになった。

【発表資料を共有できる】…提出された発表資料は、回答共有機能を有効にすることで、どの生徒からも見
られるようになる。他の生徒がどんな資料を作ったのか確認でき、それを参考に自分の資料を手直しするこ
ともできるので、自然と学び合いにつながった。また、他の生徒の資料を読んで、知らない単語や表現を見
つけることができるので、資料を繰り返し使った学習も可能になった。

  実践の目標
15～20個の英語の元素名から対応する記号を選べる。
元素の記号と原子番号、陽子・電子・中性子の数、同位体について、指導した英文の型に従って表現できる。
元素の物理的・化学的性質、自然界での存在、産業への応用などについて説明する英文を書ける。
また、説明に必要な画像を検索して選び、英文と組み合わせて資料を作り、発表できる。

中学校３年選択授業「英語で学ぶ Science」

  実践の場面
 １．元素記号の小テスト

教員は、周期表に名前のある元素114種類の中から、同じ頭文
字で始まる元素を毎週15～20種類集めて、元素名から元素記
号を選ぶ小テストを事前に作成し、資料箱に入れておく。
その日の小テストをロイロノート・スクールで配信し、4分後に
締め切り時間を設定する。生徒は手描き機能を使ってカードに
解答を指で書き込む。解答を終えた生徒はカードを提出する。
教員は同時間中に回答を添削し返却する。

慶應義塾普通部
矢澤	和明教諭・桑原	亮教諭元素について、英語で学ぶ Studying elements in English

元素名を覚えて、その性質を発表することで、

英語のインプットとアウトプットの両方を鍛えます。

１人１台タブレット
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２．元素記号のカルタ
周期表の中から主要な元素34種類を選んで、カルタ取りをする。
毎時間異なる生徒を３人ずつグループにして枚数を競うことで、
自然と元素の英語名と元素記号が対応するようになってくる。
元素名を読み上げるのは教員でも生徒でもよい。発音の似た元素
や記号が似ている元素のカルタを意図的に残すと、お手付きが増
えたりして一層盛り上がる。

３．選んだ元素についてノートにまとめる
生徒は事前に自分の好きな元素を２つ選ぶ（他の生徒と重複しな
いようにさせる）。選んだ元素について、原子番号、陽子・電子・
中性子の数、物理的・化学的性質、産業への応用などについて調
べ、ノートにまとめておく。日本語だけでなく英語でも調べてお
くと、資料作りがスムーズにできる。

４．検索した画像に説明文をつけてカードを作る
事前に調べた内容に関する画像をインターネットから検索し、
カードを作成する。元素記号、原子番号、陽子・電子・中性子の
数、同位体については、それらを説明する文の型を教え、生徒は
記号や数字を入れ替えて文を完成させる。調べた元素の構造を示
す画像を検索し、作った文を入力してカードを作る。一文が長い
場合は、意味の固まりで文を区切り、複数の画像を使う。
カードをつなげて発表資料を完成させ、提出する。

５．互いの発表資料を見て学び合う
互いのタブレット端末を交換したり、ロイロノート・スクールの
回答共有機能を用いたりすることで、他の生徒が作った資料を見
られる。お互いにコメントしたり、他の生徒の資料を参考にして
自分の資料を改善したりしていく。各自が調べる元素が重複して
いないため、それぞれの資料にオリジナリティが出てくるので、
自ら進んで資料を良くしようとする意識が働くようである。
完成した資料に対しては、教員からのフィードバックも行う。

６．資料を使って発表する
完成した発表資料を生徒のタブレットに配信して、それぞれの生
徒が発表する。慣れない英語による発表でも、画像と関連した説
明文が画面に表示されるので、落ち着いて発表できる。
聴衆の生徒にとっても、発音が聞き取れなかったり、単語の意味
が分からなくて内容が理解できなかったりすることが減る。
理想的には原稿は資料に書かず、内容も暗記して発表に臨むべき
だが、それに向けた最初の段階として考えている。
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お茶の水女子大学附属中学校
渡辺	光輝教諭声に出して味わう『平家物語』

  実践の概要
『平家物語』の「扇の的」と「敦盛の最期」の場面を、グループで音読を練習して録音する活動を行います。
まずロイロノート・スクールで作成した簡単な〇×問題を提示し、前時の活動内容を振り返りました。
次に、教師が事前に準備した「敦盛の最期」の模範音読を全体で聴きながら、読み方や音読する時に注意
するポイントを確認しました。グループで文章を下読みして、各場面をどのように表現したいのかイメー
ジをまとめて話し合い、場面のタイトルを考えました。そのイメージに合うように、グループで分担を考
えて音読で表現できるように練習しました。
そしてグループのメンバーで分担して音読したものを、ロイロノート・スクールを用いて録音しました。
自分たちのグループの録音を聴き合って確認し、イメージ通りに伝えられているのか、音読を聴いて振り
返り、上手くいかなかったと感じた場合は再度録音にチャレンジしました。
最後に、録音データを教師に提出したところで授業は終了です。次回の授業ではお互いに聴き合い、他の
グループの音読からも学んでいき、作品の読みをさらに深めていきました。

  ロイロノート・スクール導入のメリット
•	教師の録音データを個人のタブレットに配付することで、何度も模範音読を聞き返すことができるため、
自分の音読の参考にすることができました。

•	レコーディングにチャレンジするというプレッシャーが、音読学習の動機づけになりました。	
また、人前で大きな声で音読することに抵抗感のある生徒も、意欲的に取り組むことができました。

•	失敗したら何度でも撮り直してチャレンジすることで、古文の文体に自然に親しむことができました。

•	自分の音読を聴いたり、お互いの音読を聴いたりすることで、音読の表現を磨き合うことができました。

  実践の目標
『平家物語』の文章を朗読して、その独特の調子やリズムに慣れ、作品を読み味わう。

中学校２年国語

ロイロノート・スクールの録音機能を活用して何度も音読を聴き、

音読の録音にチャレンジしながら、古典作品を読み味わいます。

  実践の場面
 １．〇×クイズで前時の振り返りを行う

前時の学習内容を、ロイロノート・スクールで作成した〇×ク
イズで振り返る。ごく簡単な問題にテンポよく取り組むこと
で、学習内容を想起させ、授業への導入をスムーズに進めるこ
とができた。

New! ２人１台タブレット
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２．教師の模範音読を聴く
事前に準備しておいた「敦盛の最期」の教師の音読を全体で聴き
ながら、読み方を確認する。この時、一人ひとりのロイロノート・
スクールにも同じ音読データを配付しておく。
録音データには、生徒が音読を聴きながら自然と目に入るよう
に、音読する文章と共に、音読するときに注意するポイント（歴
史的仮名遣い、係り結びなど）や、補足説明が書いてある。

３．場面のイメージを表すタイトルを考える
各グループで、この場面をどのように表現したいかイメージをま
とめ、それをタイトルにする。
例えば「〇〇い物語」「〇〇な物語」のように形容詞、形容動詞で
表現するように勧めた。（例「力強くたくましい物語」など。）
グループによっては、音読で表現してからタイトルを考えたとこ
ろもある。

４．音読練習をする
２人に１台のタブレットに教師の録音データを配信しておき、そ
れを何度も聞きながら、音読練習をする。間違いやすいところな
どにメモを書き込むなど、工夫する生徒もいた。

５．グループで録音する
グループ内で分担して音読したものを、ロイロノート・スクール
を用いて録音する。『平家物語』の文体は難しいので、なかなかす
らすらと読むことは難しいが、音読に失敗したら撮り直しができ
るため、何度もチャレンジすることで古文の文体に読み慣れて
いった。また、タブレットのマイクに近づいて録音することがコ
ツである。

６．グループで録音した音読を聴いて振り返る
自分たちのグループで録音した音読を聴き合って確認する。
自分がイメージした通りに他の人にも伝えられているのか、音読
を聴いて振り返り、うまくいかなかったと感じた場合は再度録音
にチャレンジした。次回の授業では他のグループの録音をお互い
に聴き合い、他のグループの音読からも学んでいき、作品の読み
をさらに深めていくことができた。
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開成高等学校
山川	元教諭ガブリエル・ガルシア = マルケス 『光は水のよう』

  実践の概要
一人で読み解くには難解な小説を、ロイロノート・スクールを活用してクラス全員の知を結集することで
読み深めようとする、３～４時間相当の授業を行いました。
１時間目は、ガブリエル・ガルシア=マルケス著『光は水のよう』を通読した後、生徒たちはそれぞれ設問
を作成して提出し、オリジナル問題集を作成しました。
２時間目に、前回作成したオリジナル問題集を配信し、各自がその中から設問を選んで解いていきました。
３時間目は、前回の授業時にまだ解かれていない問題を手分けして解きつつ、同時に「『光は水のよう』は
（　　　）な物語である」と書かれたカードを埋め、全体のテーマを設定して提出します。生徒間通信を有
効にしておくことで、クラスメイトが提出した「全体のテーマ」に触発されて新たなカードを作成したり、
設問を解きなおしたりしながら進めていきました。「クラスメートの読み方に刺激を受けて各自が新たな
解釈を提出する」という過程を全員が共有することで、クラス全体が協力してなんとか読みを深めようと
しました。
最後の４時間目には、３時間に渡って取り組んできた読解の振り返りを行って、まとめとしました。

  ロイロノート・スクール導入のメリット
•	ロイロノート・スクールを使うことで、クラス全員の考えが授業内で共有され、その授業内で次々と
更新されることによって、クラス全体で刻一刻と考えを深めていくことができました。

•	生徒の提出物が「カード」の形になっており、教師が並び替える際にあまり手間がかからないので、
授業準備が省力化され、スペースもコンパクトになるので、印刷しても見やすくまとまります。

•	授業中はロイロノート・スクールを利用して、生徒たちだけで考えを深めていくことができます。	
生徒が活動するための枠組みさえ教師があらかじめ作成しておけば、授業中は教師が介入する必要も
ほとんどなく、生徒による主体的な取り組みによって授業が進行します。

  実践の目標
•	表層だけを眺めていても理解することが難しいもの（こと）に向き合い、自分なりに意味や価値を構築
しようとする姿勢を育む。

•	一つの視点から深めるだけではなく多様な視点を身につけることの重要性を、生徒それぞれの状況に
応じて体感する。

高等学校１年現代文

ロイロノート・スクールで意見を共有し、クラス全体で考えを深めながら、

難解な小説を全員で読解する授業を展開します。

  実践の場面
 １．【１時間目】設問を作成する

ガブリエル・ガルシア=マルケス著『光は水のよう』を通読し
た後、設問を作成した。提出された設問を本文の順序に沿って
教師が並び替える都合上、該当箇所のページ・行を明記しても
らった。授業後、生徒が提出した設問のカードを教師が並び替
え、それらに番号を付しておく。
深い読解につながりうるオリジナル問題集を完成させた。

１人１台タブレット
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２．【２時間目】オリジナル問題集を各自解く
前回クラス全員で作成したオリジナル問題集を配信して、各自が
その中から設問を選んで解く。どの設問に取り組んだのかをはっ
きりさせるため、解答の際には教師が付しておいた設問番号を明
記してもらった。この時間までは生徒間の情報交換をシステムと
しては組み込まず、基本的に個人作業とした。

３．【３時間目】「全体のテーマ」を各自が設定する
50分授業のすべてを２つの課題にあてた。
１つは、前回各自が解答したものを一覧にした「解答例集」を見
ながら、手つかずの設問を手分けして解くというもの。
もう１つは、「『光は水のよう』は（　　　）物語である」と書かれ
たカードの（　　　）を各自が埋めて提出するというもの。
なお、この時間からタブレット上での生徒間通信ができるように
し、生徒たちに互いの考えを共有してもらった。

４．【４時間目】まとめと振り返りを行う
生徒たちだけでは気づくことのできなかったポイントがあった
ので、まずはそこに気づいてもらう作業をした。
その後、「設問作成の際、このような設問が作れていればよかっ
たのでは？」、「誰かが書いた『全体のテーマ』の中に、このよう
な観点があったのだからそれを参考に設問を解けば、より深まっ
たはずだ」など、３時間に渡って取り組んできた読解の振り返り
を行った。

  設問の解答を通して読みを深める
黒板にはまだ解答されていない設問の番号を書いておき、解答が
提出された時点でその設問の番号を斜線で消す。同時に、スク
リーンには「全体のテーマ」の提出状況を映し、生徒たちが次々
と「全体のテーマ」を提出する様子が見られるようにした。
生徒間通信が有効活用され、クラスメートの解答に触発されて新
たな「全体のテーマ」を作成したり、友人の「全体のテーマ」をヒ
ントに設問を解きなおしたりする姿が見られた。

  全員の知を結集して読み解く
生徒間通信によって生徒たちは互いのカード（設問の解答・全体
のテーマ）を共有していた。そして、誰かが提出したカードを参
考に別の生徒が新たなカードを作るという連鎖によって共有し
ている情報もたえず更新され、それぞれのカードが「優れた一人
の読解」ではなく、「みんなで作り上げた読解」となっていた。
一人で読み解くには難解な小説を、全員の知を結集することでな
んとか読み深めようとするクラスの姿があった。
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星美学園中学校・高等学校
島崎	冬彦教諭夏目漱石『こころ』

  実践の概要
最初に、夏目漱石の『こころ』に登場する「先生」と「Ｋ」の下宿の場所を地図上で探すグループワークを
行います。４人１組のグループに分かれ、明治時代の古地図と現代の地図を参考にしながら、本文の記述
をもとに場所を特定し、地図に書き込んでいきます。その場所だと思った根拠などもロイロノート・ス
クールのカードに書き込み、発表資料を作成します。それをもとに全体の前で発表します。
発表の際には、本文中のどのような記述から考えていったのか、考えの道筋を話すことをポイントにしま
した。その後にもう１つグループワークを行いました。作品に出てくる場所を全部地図上で探し、『ここ
ろ』の文学MAPをグループで作成するという作業です。その際に、ロイロノート・スクールの地図機能を
用いたり、現在に残っていない建物などは、Web機能を使って調べていきました。
作成した文学MAPについて、グループの発表を行いたかったのですが、今回は時間が足りなかったので、
各グループのタブレットにそれぞれのグループが作成した発表用のスライドを送信し、鑑賞しました。

  ロイロノート・スクール導入のメリット
•	古地図を画像データ化し、それに直接書き込めるため、発表するときにスクリーンに大きなサイズで
映し出せたことが一番のメリットでした。

•	カードとカードを繋げるだけなので、発表資料の作成に時間がかからず、グループワーク→発表と
いう流れが１時間の中でできたのも大きなメリットになりました。

•	地図機能で地名の検索やストリートビューの表示などが簡単にできるため、グループワークの際に
大いに役立ちました。このように発表資料の作成が簡単な操作でできるので、時間短縮になり、生徒
の意欲を下げることなく、発表まで繋げることができました。

  実践の目標
•	下宿の場所について書かれた文を見つけ、その文を正確に読み取ることができる。

•	本文の記述をもとに、論理的に考えて結論を導き出すことができる。

高等学校２年現代文 B

ロイロノート・スクールの各機能を用いて文学MAPを作ることで、

文章を正確に読みとる力が身につきます。

  実践の場面
 １．課題の説明をする

夏目漱石の『こころ』に登場する「先生」と「Ｋ」の下宿の場所を、
本文の記述から読み解き、現実の地図上に探すことが本時の課
題だ。地図は作中の時代に合わせて、明治40年代に作られた
古地図を用意し、ロイロノート・スクールのカードで作成した
スライドを用いながら課題の説明を生徒に行った。
この課題を通して、文章を正確に読み、それをもとに論理的に
考えていく力を養うことを目的とすることを念頭に置きなが
ら授業を進めていく。

４人以上１台タブレット
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２．課題を配付する
生徒に課題を説明した後、説明の際に用いたロイロノート・ス
クールのスライドと、明治40年代の古地図の画像データを、ロ
イロノート・スクールの「送る」機能で生徒のタブレットに一斉
送信する。その際に、データだけではなく、実際に古地図に触れ
られるよう、プリントアウトしたものも配付した。

３．発表のための資料をグループで作成する
最初のグループワークでは、「下宿の場所」と、「下宿～帝大の通
学路」について考えていく。本文の記述をもとに、配付した古地
図に書きこみをしていくのだが、古地図だけでは情報に乏しい部
分があるため、現代の地図も同時に使いながら作業を行っていっ
た。現代の地図については、ロイロノート・スクールの地図機能
を用いることで、古地図との比較も簡単に行うことができた。
地図への書き込みの他に、なぜその場所だと思ったのか、根拠と
なる考えや、考えに至るまでの道筋についてもロイロノート・ス
クールのカードに記述し、発表をするための資料として作成して
いった。

４．発表資料をもとに、グループごとに発表する
先ほどのグループワークで作成した発表資料をもとに、先生とK
の「下宿の場所」と、「下宿～帝大の通学路」の地図上の場所につ
いて根拠を踏まえながら各グループが発表を行う。
ロイロノート・スクールの画面をスクリーンに映し、作成した
カードをスライドさせながら発表を行っていった。その際に、本
文中のどのような記述から考えていったのか、考えの道筋を話す
ことをポイントにし、それぞれのグループが読み解いた内容や、
思考、根拠をクラス全体で共有できる場となった。

５．『こころ』の文学 MAP をグループで作成する
次のグループワークでは、作品に出てくる場所を片っ端から地図
上で探し、『こころ』の文学MAPをそれぞれのグループで作成し
ていく。プリントアウトした古地図と、ロイロノート・スクール
の地図機能を用いながら作成していった。
また、現在には残っていない建物などは、ロイロノート・スクー
ルのWeb機能を使って調べることで、現在の地図のどの場所に
あったのか確認することができた。

６．文学 MAP について発表を行う
先ほど作成した『こころ』の文学MAPについて、各グループの
発表を行った。今回は時間が足りなかったので、全体の前で発表
することはできなかった。そのため、ロイロノート・スクールを
使って、各グループのタブレットにそれぞれのグループが作成
した発表用のスライド送信し、グループごとでそれを鑑賞する
時間を持った。発表できる時間を持てなかったことは残念だが、
全体で発表資料を共有できたので、それだけでも生徒の学習に
効果的に働くことができた。
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成城大学
都築	則幸教諭ICT を活用した国語の授業を構想する

  実践の概要
新期学習指導要領では ICTを活用することによって、指導の効果を高めることが求められています。
そこで、教育実習の事後指導として、ICTの活用を前提とした授業の学習指導案を作成させ、その指導案に
基づいた模擬授業を行いました。
まず、『枕草子』の「春はあけぼの」という書き出しの枠組みを利用し、現在の季節感に照らし合わせたとき、
どのような言葉がふさわしいのかを考えて作文にするという本時の内容を全体で確認します。
そして「春」をテーマとし、それにふさわしい言葉を個人で考え、ロイロノート・スクールのカードに書き
込み、教師に提出します。その後、一覧表示で全体と共有し、さらに具体的な場面をイメージできる言葉を
選んで作文につなげていきます。作成した作品は各グループの中で発表して感想を伝え合います。また、各
グループから提出された作品は一覧表示で全体と共有した後、まとめとして本時の振り返りを行いました。

  ロイロノート・スクール導入のメリット
•	今まで板書に費やしていた時間を大幅に削減することができました。

•	生徒の学習活動が停滞した際には、適宜必要となる資料を教師から提供することで、生徒の学びがスムー
ズになるよう促すことができました。

•	生徒が作成したものを一斉に見ることができるので、学習した内容を全体に共有することが今まで以上
にしやすくなりました。また、共通した課題なども提出物を比較することで確認しやすくなり、問題を共
有することに役立てることができました。

  実践の目標
•	教師側の視点から、従来の授業方法の問題を乗り越えられるようにロイロノート・スクールの効果的な
活用方法について理解することができるようになる。

•	生徒側の視点からロイロノート・スクールを活用するにあたり、問題となりうる点を把握し、その問題
をどのように解決すべきか、具体的な方策を考えることができるようになる。

•	生徒個々の学習活動に対して、適切な助言やサポートを行うことができるようになる。

新しい国語の授業案を作成し、指導案に基づいた模擬授業を行う活動を通して、

従来の授業方法の問題を解決するための ICT の効果的な活用方法を理解します。

  実践の場面
 １．本時の学習課題を確認する

前時の授業『枕草子』の「春はあけぼの」について、その内容を
振り返る。「春はあけぼの」という書き出しの枠組みを利用し、
現在の季節感に照らし合わせたとき、どのような言葉がふさわ
しいのか各自考え、作文にすることが本時の学習課題であるこ
とを確認する。また、言葉を考える際、古文に出てきた言葉を
利用してもよいし、現代の言葉でも構わないことを伝え、自由
に表現させた。

１人１台タブレット（BYOD）大学４年国語科教育実習（事後指導）New!
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２．「春」をテーマとし、それにふさわしい言葉を考える
各個人で「春」に関連した言葉を考え、ロイロノート・スクールの
カードに書き込んでいく。
言葉が思いつかない生徒に対しては、教師が『歳時記』などの資
料を、ロイロノート・スクールを通じて配付した。手元に何もな
い状態では何を書いてよいのか不安になる生徒もいたが、こうし
た教師側の支援によって、全員が「春」のキーワードを書くこと
ができた。

３．「春」のキーワードを一覧表示し、全体で共有する
生徒はロイロノート・スクールを使って「春」のキーワードを教
師に提出する。提出されたキーワードを一覧表示し、全体で「春」
のイメージを共有する。様々な「春」を想起させる言葉が並ぶの
で、その中からさらに具体的な場面をイメージできる言葉を選
び、作文につなげる。

４．現代版「春はあけぼの」を作る
「春は～」という書き出しにキーワードを入れ、その後の文を作
成する。教師はロイロノート・スクールにて例文を提示し、書き
方の一例を示す。作文は個々で行うが、作文に行き詰ったときに
周囲に相談できるよう、グループを作っておく。他の生徒と相談
せず、学習活動が停滞している生徒がいた場合には、教師の方か
ら個別に声かけをして、学習活動を促すようにする。

５．グループの中で各自の作品を発表する
作成した作品は各グループの中で発表し、感想を伝え合う。
感想を伝える際には、その内容のみならず、言葉の響きや文の構
成などについても指摘できるよう注意する。そして、グループの
中で一番良かった作品を選び、その作品を教師に提出する。発表
が早く終わったグループに対しては、「夏」や「秋」など他の季節
でも作品を作ってみるように促した。

６．本時の振り返りを行う
各グループから提出された作品を一覧表示し、全体で共有する。
共有した作品から現代風な言い回しや古文で見られる表現など、
同じテーマであっても多様な表現方法があることに気づかせた。
また、『枕草子』と生徒の作品とを比較して、季節感の変容につい
て指摘し、本時のまとめとした。
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佐伯市立直川中学校
立石	俊夫教諭鎌倉幕府滅亡の原因を考えよう

  ロイロノート・スクール導入のメリット
•	暗記中心と思われがちな中学歴史分野の学習において、協調学習をベースとし、思考ツールを活用した
アクティブラーニングに取り組ませることで、「学びの自立」を目指した授業を行いましたが、特に有
効だったのが ICT機器の利活用です。ロイロノート・スクールによるインタラクティブな学習形態は、
このような学習には必要不可欠なアイテムです。

•	多くの活動（ペア学習→グループ学習２編成→発表→評価）を１時間に組み込むことは、従来の歴史学
習や紙でのワークシート配付や回収そして発表という形の授業展開では時間的に不可能でした。	
しかし、ロイロノート・スクールのようなインタラクティブな学習が直感的にできるアプリを使用する
ことで、より「密度の濃い」授業内容が可能となりました。

•	タブレット端末とロイロノート・スクールの組み合わせは、生徒にとっても教師にとっても非常に扱い
やすく、ベストな授業を作りだすことができるアイテムだと思います。

  実践の目標
歴史事象について自然と友達と協調しながら、多角的、多面的に考察できるようになる。

中学校１年社会

ロイロノート・スクールとアクティブラーニングで、

「学びの自立」のための授業展開を目指します。

  実践の場面
 １．本時の授業前に、ペアで帯活動を行う

毎時間の最初に帯活動として、事典調べをしたり、ロイロノー
ト・スクールなどのアプリを使用したりする、本時の授業とは
別の学習をペアで行う。

  実践の概要
本時の学習課題である「鎌倉幕府の滅亡原因」について、エキスパート班に分かれて資料を読み込みます。
エキスパート班から１人ずつ組み合わさってジグソー班を作ります。
それぞれ、資料の内容をジグソー班のメンバーに説明し、調べてきたことを話し合って議論します。
その後、それぞれのエキスパート班に戻ってジグソー班での話し合いを交換し合います。
そして、生徒が選択した思考ツールを用いて、学習課題を多角的、多面的にまとめました。
最後に個人で文章化した後、その要約を書いて、リレー発表を行いました。

２人１台タブレット
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２．ジグソー法を用いた協調学習を行う
ジグソー法の流れとして、まずエキスパート活動を行う。
本時の学習課題である「鎌倉幕府の滅亡原因」について、複数の
異なる視点で書かれている資料をエキスパート班に分かれてそ
れぞれ読み込む。その班から１人ずつ組み合わさって新しいグ
ループとなるジグソー班に分かれる。
それぞれが担当した資料の内容をジグソー班のメンバーに説明
し、資料について調べてきたことを話し合って、議論する。
このジグソー法を通して、グループで協調的な学習をしながら
学習課題を解決していく。

３．思考ツールを活用して学習課題の答えをまとめる
ジグソー班で話し合った後、それぞれのエキスパート班に戻って
それぞれのジグソー班での話し合いを交換し合う。
そして、10の思考ツールから自分たちで選択したツールを用い
て、学習課題である滅亡の原因を多角的、多面的にまとめていく。

４．学習課題の答えを文章化し、要約を送信する
思考ツールで考察後、滅亡の原因を総合的に考え、それを個人で
文章化する。その内容について要約を作成し、ロイロノート・ス
クールで教師に送信する。要約させることで、全文を書くよりも
短い時間で書くことができ、さらに文章をまとめる表現力も育成
できる。

５．リレー発表を行う
教師に送られてきた要約を、ロイロノート・スクールで一覧表示
する。最初の発表者が発表後に、次に聞いてみたい要約を書いた
発表者を順次指名していくリレー発表を行う。

６．本時のまとめをする
教師による最終プレゼンで授業評価を行い、本時のまとめとする。
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愛光中学・高等学校
和田	誠教諭シンキングツールを使って東京大学の入試問題を解いてみよう

  ロイロノート・スクール導入のメリット
•	ロイロノート・スクールの提出箱の回答共有機能を使うことで、他者の発想を知ることができ、生徒の
創造力が鍛えられると感じました。

•	シンキングツールを利用することで、模造紙などで行なうよりも、短時間で思考の整理ができました。

•	東京大学の入試問題という非常にハードルが高い問題に対して、中学生でも対応できる解き方を実践
することができました。

  実践の目標
•	自分の頭で考えて、技術革新（発明）を創造することができる。

•	他者の発想を理解することで思考を深めていき、シンキングツールを利用して思考を整理し、
より良い創造ができるようになる。

•	東京大学の小論文の事前課題について、解き方の糸口がつかめるようになる。

中学校２年社会（教科横断型）

ロイロノート・スクールで他者と発想を共有し、

シンキングツールで整理することで、思考力・創造力が深まります。

  実践の場面
 １．「2050 年までの技術革新」を３つ考えてみる（個人作業）

生徒個人が、自分の頭とWeb検索などを用いて、2050年まで
になされそうな技術革新を３つ考えてみる。

  実践の概要
平成29年度の東京大学工学部推薦入試の事前課題でこのような小論文が求められました。【ルネサンス
期にヨーロッパに大きな社会変革をもたらした「火薬・羅針盤・活版印刷術」は三大発明と呼ばれている。
なぜ三大発明と呼ばれているかを簡単に考察した後、2050年頃までに期待する３つの技術革新を挙げ、
それらの相乗効果がもたらす社会的変革を説明せよ。】この課題の後半部分（2050年頃までに、以降）を、
ロイロノート・スクールのシンキングツールを利用して、中学２年生が全員で解いていきました。
まず、個人で「2050年までの技術革新」を３つ考えた後、４人１組の班で共有し、班内で３つ決めます。
それをカードに入力して提出箱に提出し、クラス全体で共有します。各班から出されたカードをシンキン
グツールのベン図を使って、クラス全体で整理します。ベン図の中央に入ったカードの中で、「社会的に
大きな意味を持つ技術革新（人類にとって有用な技術革新）」を３つ選び、入試問題に対応する形の答え
を導いていきます。
最後に入試問題の後半の解答となるよう、200～300字程度の文章を構成して、提出します。

１人１台タブレットNew!
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２．４人１組の班で考えて、班で３つ決める
2050年までの技術革新について考えた結果を班で共有する。
その後、良いと思った技術革新を３つ決めて、ロイロノート・ス
クールの提出箱に提出する。

３．クラス全体で共有する
提出箱に提出された各班のカードを、クラス全体で共有する。
わかりにくいものや説明を要するものについて、各班に質問する
などして思考を深めていく。

４．シンキングツールで思考を整理する
各班から出されたカードをシンキングツールのベン図を使って、
クラス全体で整理する。左側の円は「2050年までには無理」、右
側には「あと10年以内に完成する」と思われるカードを入れる。
すると、間に入ったカードが、ちょうど2050年頃までの技術革新
として適切となる。これを全体で共有しながら作業していった。

５．入試問題に対応する形の答を導く
ベン図の中央に入ったカードの中で、「社会的に大きな意味を持
つ技術革新（人類にとって有用な技術革新）」を３つ選ぶ。さらに、
それらの相乗効果がもたらす社会的変革について考察した。

６．本時の学習を文章にまとめて提出する
今回の東京大学の入試問題の後半の解答となるよう、200～300
字程度の文章を構成して、教師に提出する。
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仙台市立広瀬中学校
齋藤	純教諭世界と比べた日本の地域的特色　資源や産業の特色

  ロイロノート・スクール導入のメリット
•	ロイロノート・スクールを導入したことで、紙と付箋紙で行っていた活動が全てタブレット端末上で
行うことができるようになり、生徒の思考の整理に用いる時間が多く捻出できるようになりました。

•	デジタル・シンキングツールを用いることで、Webカードやカメラなど既存の機能との組み合わせも
容易にでき、活用の幅が広がりました。

•	ロイロノート・スクールでは、他者に情報送信や共有をした場合でも、個人のタブレットにも成果物が
残るため、振り返り活動などで自分の考えの変容を認識することができます。

  実践の目標
•	日本の資源・エネルギー問題について関心を持ち、意欲的に日本の産業や資源の特色や課題についての
学習に取り組むことができる。【関心・意欲・態度】

•	日本のこれからのエネルギー政策について、様々な資料や既習事項を基盤に分析し、日本の産業的課題
を考慮しながら、自分の考えを適切に表現することができる。【思考・判断・表現】

•	日本の資源・エネルギー問題や様残な発電方法について、Webの情報の信頼性を考慮しながら、適切
に処理・活用することができる。【資料活用の技能】

中学校２年

デジタル・シンキングツールを用いた対話的な学習活動を通して、

学習課題に迫ります。

  実践の場面
 １．単元の学習課題を確認する

単元の１時限目に配付したルーブリックを確認させ、単元の学
習課題を生徒に意識するよう促す。
また、社会科における問題解決学習であることを意識づけるた
め、どのようなプレゼンテーションのスライドを作成すること
が望ましいのかなど、学習のゴールを教師と生徒が共有する。

  実践の概要
本単元では、学習課題「産業の特色や課題を踏まえて、日本はこれからどのようなエネルギー政策を行う
べきだろうか」について迫っていきます。
ルーブリックを効果的に活用し、教科の見方・考え方をしっかりと捉えつつ、情報活用能力（実践力）の
育成にも焦点化した授業を実践しました。
本時では学習課題の解決に向け、「ピラミッドチャート」を活用したプレゼンテーション活動を行いまし
た。化石燃料推進派と再生可能エネルギー推進派のペアに分かれ、それぞれの主張をスライドにまとめま
した。異なる推進派のペアに対してプレゼンテーションを行った後、「バタフライチャート」を用いて、学
習課題をより深く追求する対話的な学習を行いました。

２人１台タブレット社会New!
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２．学習活動を行うペアを決める
学習課題の理解を深めるため、生徒を化石燃料推進派ペアと再
生可能エネルギー推進派ペアに振り分ける。
この時、生徒には任意の意見を選ばせず、教師が振り分けを行う
ことで、自分の考えとは反対の意見についても深く考える機会
を生徒に与えることができる。

３．各ペアでスライドを作成する
ロイロノート・スクールの「ピラミッドチャート」を活用するこ
とで、三段論法を意識したプレゼンテーションのスライドを作成
させる。生徒が選択した発電方法について、各ペアで主張を展開
させる。「根拠→理由→主張」の根拠部分が重要であることを留
意させ、Webカードやカメラ機能を活用して、主張を展開するに
ふさわしい資料を収集・編集するように促す。
また、スライドの中に必ず異なる主張への反論主張を含むよう声
かけを行った。

４．「化石燃料推進派」と「再生可能エネルギー推進派」による発表
活動を行う
異なる意見を主張するペア同士で発表活動を行わせる。
①化石燃料推進ペアの発表、②再生可能エネルギー推進ペアによ
るルーブリック評価、③再生可能エネルギー推進ペアの発表、④
化石燃料推進ペアによるルーブリック評価、の順番で行った。

５．発表・評価を行ったメンバーでグループとなり、学習課題を 
追求する
場面４で発表を行ったメンバーが集まり、学習課題についてより
深く追求するために、対話的な学習を行う。
教師が準備した「バタフライチャート」に両ペアの作成したスラ
イドを組み替えながら活用することで、各発電方法の長所と短所
について的確にとらえ、生徒たち自身が「エネルギーミックス」
の大切さに気づくよう促す。

６．学習活動の振り返りを行う
ルーブリックを活用して、それぞれ単元の学習に対する反省と
振り返りを行い、ロイロノート ･スクールで共有する。
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松蔭中学校・高等学校
古澤	美穂教諭産業革命の光と影 ～どのような影響があったか考えてみよう～

  ロイロノート・スクール導入のメリット
•	絵画資料などのデジタル画像はタブレット上で拡大することができるため、読み解きやすかったです。
そのため、ロイロノート・スクールのさまざまな機能を使って特徴を書き込み、グループ内外で共有す
ることができました。

•	教師が絵を提示して解説するだけの従来の方法に比べ、生徒たちははるかに積極的に、細部に至るまで
熱心に観察して、画像を拡大しながら議論を進めることができました。

  実践の目標
•	絵画の読み解きを通じ、産業革命が当時のイギリス社会に与えた影響について考えさせる。

•	協同で読み解く作業を行うことで、事象の読み解きや解釈にさまざまな意見が出ることにも気づかせ
ながら、当時の社会をイメージさせ、時代を把握させる。

•	授業で学習してきたことと調べる内容をうまく結びつけることで、学習内容の深化を図る。

高等学校１年

産業革命期の絵画の読み解きを通じて、当時の社会をイメージして時代を把握させ、

生徒の興味・関心とつなげる授業を展開します。

  実践の場面
 １．講義（前時の続き）

１時間目の授業では、産業革命を経たイギリスが「世界の工場」
と言われる工業大国に成長したことまでを解説した。
２時間目にあたるこの授業では、前時の復習をしたあと、産業
資本家の誕生と資本主義体制の成立、労働者の誕生と労働問題
の発生、労働運動の展開、そしてさまざまな社会問題が生まれ
たことを説明する。後半のグループワークへの影響を考え、社
会問題については必要最小限の説明にとどめた。

  実践の概要
産業革命について講義式の授業を受けた後、18～19世紀の産業革命期の絵画からどのようなことが読み
取れるかをグループで話し合い、絵にタイトルとキャプションをつけるグループワークを行いました。
まず、各グループに風刺画などが描かれた絵のカードを配信します。配信した絵は産業革命期のイギリス
社会を描いたものであるという前提条件を確認させ、課題の趣旨説明と読み解きの例を掲示します。
そして、グループで絵から何が読み取れるか話し合い、絵の特徴をカードに列挙します。絵の中で気に
なった箇所に、手描きツールを用いて印や説明を直接カードに書き込みます。
次に、列挙した特徴からどのようなタイトルとキャプションがふさわしいか、さまざまな意見を出し合っ
て考え、カードにまとめます。
最後に、さまざまな書き込みをした絵のカード、特徴を列挙したカード、タイトルとキャプションを記入
したカードの３枚をつなげて提出箱に提出します。提出したカードをホワイトボードに投影し、担当者が
解説することで、本時の振り返りを行いました。

１人１台タブレット世界史 B
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２．グループ分け・趣旨説明・絵の読み解きの例示
６名ずつの５つのグループに分け、風刺画など５枚の資料を各グ
ループに割り当てる。各グループは、割り当てられた絵を見て特
徴を列挙し、書記係がテキストカードにまとめる。それをもとに
絵のタイトルとキャプションを作成する。
割り当てた絵画資料が18～19世紀の産業革命期のイギリス社会
を描いたものであるという前提条件を確認させ、例として、テム
ズ川の汚濁を描いた風刺画（サイレント・ハイウェイ・マン「金が
惜しいか、命が惜しいか？」『パンチ』1858年 7月 10日号掲載）
と、担当者が考えたタイトルとキャプションを挙げる。

３．グループワーク①（絵の読み解き）
グループ内の書記係を中心に、割り当てられた絵の特徴を列挙し
ていく。また、割り当てられた絵の中で気になった箇所に、印や
説明などを絵のカード上に自由に書き込む。

４．グループワーク②（タイトルとキャプションの作成）
さまざまな意見を出し合い、列挙した絵の特徴をもとにタイトル
とキャプションを考える。

５．グループワーク③（カードをつなげて提出）
気になった箇所に書き込みをした絵のカードと、絵から読み取れ
たことを列挙したカード、タイトルとキャプションを書いたカー
ドの３枚をつなげて提出する。

６．本時の振り返り
この授業では時間の関係上、発表の時間は設定しなかった。
その代わり、提出された３枚のカードを順に前方のホワイトボー
ドに投影し、担当者が解説して本時の振り返りを行った。
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静岡県立韮山高等学校
鈴木	映司教諭

http://blogs.yahoo.co.jp/suzukifamilyeiji/63750839.html

「21世紀が求める力」教科横断型の
パフォーマンス課題に挑戦しよう

高等学校２年地理 B・世界史 B

ロイロノート・スクールを活用することで、

授業前と授業後の生徒の理解度が一目瞭然に把握できます。

１人１台タブレット

  ロイロノート・スクール導入のメリット
ロイロノート・スクールの色別カードに記入して、教師に提出してもらうことで、授業前と授業後の、
生徒一人ひとりの認知過程の変化を可視化することに成功しました。

  実践の目標
•	学習意欲を喚起し、学習の意義を理解させるため、題材や体験を提供する。	 	 	 	
それによって、認識と行動を統一させていく。

•	各教科に分散・細切れになってしまっている知識を統合することで、環境・グローバル化・情報化・
少子高齢化・人権など現代的なテーマに即したスキルを育成させていく。

•	総合的な知識・技能の獲得に結びつく「21世紀の社会」が求める、今日的な学習に近づけていく。

  実践の場面
 １．「パフォーマンス課題」を提示する

今回取り組む「課題」はアプリ「Explain	 Everything」で作成
し、YouTubeにて配信する。各自、事前学習ビデオで、概要の
反転学習を済ませておく。この時の理解度・理解内容を、ロイ
ロノート・スクールの色別カードを活用してカードに記入す
る。それを教師へ提出させることで、授業前の生徒それぞれの
理解度を可視化することができた。

  実践の概要
「あなたたちは1493年に生きているイタリアの航海士グループです。一攫千金を狙って旅に出ます。どの
ような航海計画を立てますか？航海計画書を作成してください」という課題を提示し、「歴史」と「地理」で
学んでいること、その両方を活用しないと解けないようなクロスカリキュラム問題にチャレンジしていき
ました。ジグソーグループ（航海班）で、航海の目的・経路・条件・チームの役割分担（携行品・水と食料・渡
航情報）などを話し合います。
話し合い後、それぞれのジグソーグループから派遣された、3つの専門班、「A：携行品」、「B：水と食料」、
「C：渡航情報」のエキスパートグループで、その分野に関する調査・研究を深めていきました。
エキスパート班での情報交換を終えてから、もう一度ジグソーグループ（航海班）に戻り、「航海計画書」を
完成させます。計画書を作成した後、ルーブリックを参考に、ロイロノート・スクールを活用して発表用の
プレゼンを作成したり、場合によってはポスターを作って、航海計画を発表しました。
最後に本時の振り返りとして、ロイロノート・スクールの色別カードにそれぞれの学習のまとめを記入し、
教師に提出させました。
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２．グループワークを行う
個人で課題に取り組んだ後、グループワークに取り組んでいく。
今回は、	「あなたたちは1493年に生きているイタリアの航海士
グループです。一攫千金を狙って旅に出ます。どのような航海計
画を立てますか？航海計画書を作成してください」という課題を
提示。「歴史」と「地理」で学んでいること、その両方を活用しな
いと解けないようなクロスカリキュラム問題にチャレンジして
いった。ジグソーグループ（航海班）で、航海の目的・経路・条件・
チームの役割分担（携行品・水と食料・渡航情報）などを話し合っ
た。ワークシートを活用し、ルーブリックを提示しながら、世界
史と地理の選択者が、各々の学びの成果を活用して話し合いを進
めていった。

３．A ～ C のエキスパート班にて情報交換を行う
グループワークを終えた後、それぞれのジグソーグループから派
遣された、３つの専門班、「A：携行品」、「B：水と食料」、「C：渡航
情報」のエキスパートグループで、その分野に関する調査・研究を
深めていく。タブレットやBYODの携帯電話によるインターネッ
ト検索も許可して、インターネットの情報も駆使しながら行って
いった。

４．ジグソーグループに学びを持ち帰る
エキスパート班での情報交換を終えてから、もう一度ジグソーグ
ループ（航海班）にそれぞれ戻っていく。そこで計画を立案させる
ための「航海計画書」を完成させる。この際、ミニホワイトボード
も利用しながら、計画を立てていった。

５．航海計画を発表する
ジグソーグループ内で計画書を作成した後、ルーブリックを参考
に、各班の航海計画を全体の前で発表した。
ロイロノート・スクールを活用して発表用のプレゼンを作成した
り、場合によってはポスターを作って発表したりした。また、タ
ブレットを活用して、90秒程度のプレゼン用ビデオを作らせる
こともできる。

６．リフレクションカードを記入する
全体で発表を終えてから、本時の個人での振り返りをした。
リフレクションカードとして、ロイロノート・スクールの色別
カードを活用した。カードにそれぞれの学習のまとめを記入し、
教師に提出させる。授業後のそれぞれの理解度が可視化でき、形
成的評価の工夫ができた。
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南相馬市立小高中学校
秋元	裕美教諭ギター音楽に親しもう

  ロイロノート・スクール導入のメリット
•	ロイロノート ･スクールで自作の動画を配信しておくことで、生徒の進行具合に合わせた丁寧な指導
ができます。

•	生徒自身の演奏動画を撮影・提出させることで、個人の学習状況が正確に把握できます。

  実践の目標
ギターの基礎的な奏法を身につけて演奏することができる。

中学校３年

ロイロノート ･ スクールを活用し、

生徒一人ひとりのギターの演奏技能を伸ばします。

  実践の場面
 １．ギターの基礎知識を理解する

器楽のデジタル教科書を用いて、ギター各部の名称、チューニ
ング、コード、コードネーム、コードの仕組みを示す。

  実践の概要
初めてギターに触る生徒がほとんどのクラスで、「カントリーロード」のコード奏に取り組みました。
器楽の教科書でチューニングやコードネーム、コードの仕組みなど、ギターの基礎的な知識を理解させて
から演奏に移りました。演奏に必要なコードは、G、D、Em、Cの４つです。まずEmについて、コード譜
の見方、押さえ方を一斉指導しました。残りの３つのコードについては、ロイロノート ･スクールに運指
についての動画を配信しておき、各自の進行具合で自由に見て個別学習できるようにしました。
一つでもコードが弾けるようになったら、自分の弾けるコードの部分を担当させ、クラス全員で「カント
リーロード」を演奏しました。また、あわせてコード切り替えのタイミングやストロークについても無理
なく学習させることができました。

１人１台タブレット音楽New!

２．チューニングして Em を弾く（一斉指導）
チューニングの後、Emのコードを弾かせる。電子黒板にコー
ド譜を提示しながら、押さえるの位置と指を説明する。事前に
ロイロノート ･スクールに入れておいた動画を見ながら、正し
く押さえられているか、指の位置、音を確認する。
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３．個別にコードを練習する
正しく弾けていたら、生徒自身でEmを弾いている動画を撮影さ
せる。ロイロノート ･スクールに配信されている教師の説明動画
を見ながらD、C、Gも同様に、練習と撮影を繰り返す。
Gについては簡略コードでもよいこととした。
机間巡視しながら、困っている生徒には個別指導を行った。

４．コード切り替えのタイミングを理解する
コード入りの歌詞を電子黒板に提示し、歌唱する。
歌唱しながらコードが切り替わるタイミングで拍手をし、コード
の移り変わりを理解させる。

５．「カントリーロード」を分担奏する
自分の弾けるコード、もしくは好きなコードを一つ担当し、クラ
ス全体で「カントリーロード」を演奏する。クラスで一斉演奏す
ることで、負担なく１曲演奏させることができた。

６．コード奏に慣れる
場面4・5 で使用したコード入り歌詞をロイロノート ･スクール
で配信する。歌詞を手元で見ながら、演奏練習をする。コードの
弾き方がわからなくなった場合は、場面２で配信された動画を見
て確認する。
授業の終わりに、弾けるようになって撮った動画を提出させる。
これをチェックすることで、個人の学習の様子を確実に把握する
ことができる。
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京都光華女子大学	健康科学部	看護学科
徳永	基与子准教授日常生活を支える看護技術 Ⅰ・Ⅱ

  ロイロノート・スクール導入のメリット
•	学生間でのリアルタイムな動画の相互評価により、より具体的な自己評価が可能となった。

•	取り扱う看護技術への関心が高まった。

  実践の目標
【日常生活を支える看護技術Ⅰ】
•	全ての看護技術に共通する人の身体の効率的な動かし方の基本が習得できる。

•	安全安楽な病床環境を整える視点が理解できる。

【日常生活を支える看護技術Ⅱ】
•	日常生活を支える看護技術の基本が習得できる。

大学１年

実施直後の実践動画の自己評価及び相互評価で、

確実な看護技術を身につけます。

  実践の場面
 １．援助場面の撮影

事前に提示された事例（今回は味噌汁をこぼしたときの事例）
に必要な援助と目標を計画し、それに沿って実際に患者・看護
師役になって実演する場面を撮影する。

  実践の概要
患者さんが味噌汁をこぼした時を想定して、学生たちは患者・看護師役に分かれて救助法を実演し、動画
を撮影します。その後、実演して感じたことをロイロノート・スクールのカードにまとめます。
グループ全員で撮影した動画を視聴し、先ほどのカードに書かれた感想も踏まえて、目標が達成できてい
るか評価します。グループで確認後、救助法に修正・追加し、動画や写真を再度撮影します。
この時、工夫した点にはその理由とポイントも記載します。
最後に、今まで作成した動画や写真をまとめてプレゼンを作成し、他のグループに向けてプレゼンを発表
して、グループ間でプレゼンの内容を評価します。

４人以上１台タブレット看護学科New!



63

３．援助の評価
グループ全員で、撮影した動画を視聴し、先に記載された患者役
の感想も踏まえ、目標が達成できているかを評価する。
必要な時には教員からのアドバイスも受けながら、必要な援助を
計画する。

４．再度、必要な援助の動画・写真を撮影
修正・追加する必要のある援助の写真・動画を撮影する。
また、工夫した援助には、その理由とポイントも記載する。

５．プレゼンを作成する
動画作成過程で学んだ内容のカードも作成する。
「患者の情報→目標（患者さんがどうなって欲しいのか）→必要な
援助→援助動画→患者評価→修正動画・写真→動画作成により学
んだこと」
この順でカードをつないで、プレゼンを作成する。

６．プレゼンを発表する
他のグループへ、自分たちが作成したプレゼンを発表して、
グループ間で相互評価を実施する。

２．援助に対する患者の評価
救助を実演後、患者役になった学生が、患者の立場から感じた内
容をカードに記載する。
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【インタビュー】鎌倉学園中学校・高等学校

現状の問題

導入のメリット

朝の職員ミーティングにロイロノート・スクールを導入することで、

時間を効率的に使うことができるようになりました。

シンプルな操作のため、全教職員がタブレットを使い始めました。

タブレット導入の一歩目としてオススメです！

朝の職員ミーティング時間を短縮！
慌ただしい朝のホームルーム前に数分の時間を作ることができた。

•	シンプルな操作のため全教職員がタブレットに慣れ、全員が使い始めた。

•	いつでも伝達事項を確認できるので、伝達ミスや漏れがなくなった。

•	メッセージ動画や落とし物写真など、動画や写真で明確に伝えられる。

•	朝に学年担任同士で話し合う時間を取れるようになった。

朝の職員ミーティング時、伝達事項をそれぞれが挙手して発言していた。
多い時では10名近い教員が発言するため、生徒の待つホームルームに遅れてしまうこともあった。
朝の職員ミーティングの方法に課題を感じていた。
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職員ミーティングの流れ

生徒へ伝達する「黄色のカード」 職員間で伝達する「白色のカード」

今日の日付のフォルダからカードを取り出す 職員ミーティングの様子

１．【事前準備】ロイロノート・スクールで、伝達事項を作成する
テキストカード・カメラカードなどで伝達事項を作成し、資料箱の中にある、
その日の日付フォルダへ入れておく。
あらかじめ、資料箱には日付のフォルダを作成しておく。
また、パソコンからPDFファイルを資料箱にアップロードする場合もある。

生徒へ伝達する内容は「黄色のカード」、職員間で伝達する内容は「白色のカード」で作成する。

２．【 8 時 15 分～】朝の職員ミーティング
本日の日付のノートを作成して、資料箱を確認し、フォルダ内の伝達事項のカードを自分のノートに
持ってくる。白いカードと黄色のカードをそれぞれ分類してつなげる。追加したい情報がある場合、
新しくテキストカードを追加したり、手描きツールで加える。

伝達事項がある教員は挙手をして「ロイロノート・スクールに上げましたのでご覧下さい。」など補足
説明をする。

３．学年担任同士でのミーティング
職員ミーティング終了後、学年担任同士でミーティングをする。
生徒の情報（状況）、昨日の出来事や、担任同士で共有したいことなどを確認してから、
生徒の待つホームルームへと向かう。

４．【 8 時 25 分～】ホームルーム
職員ミーティングの時に、伝えたい順番に並べ替えた黄色のカードの内容を伝達する。
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導入校 ー多くの学校に広がっています！ー

  私立小学校（小 ･ 中一貫校）
【福島県】
•	 会津若松ザベリオ学園小学校・	 	
中学校・高等学校
•	 郡山ザベリオ学園小学校・中学校
【群馬県】
•	 共愛学園小学校
【埼玉県】
•	 開智小学校
【千葉県】
•	 国府台女子学院小学部
•	 日出学園小学校
【東京都】
•	 慶應義塾幼稚舎
•	 自由学園	初等部（小学校）
•	 成城学園初等学校
•	 宝仙学園小学校
•	 目黒星美学園小学校
•	 聖ドミニコ学園小学校
•	 日本女子大学附属豊明小学校
•	 聖徳学園小学校

•	 菅生学園初等学校
•	 立教小学校
•	 成蹊小学校
•	 星美学園小学校
•	 玉川学園［幼小中高］
•	 東洋英和女学院小学部
【神奈川県】
•	 慶應義塾横浜初等部
•	 相模女子大学小学部
•	 横浜雙葉小学校
•	 桐光学園小学校
•	 森村学園初等部
•	 清泉小学校
•	 洗足学園小学校
•	 カリタス小学校
•	 湘南学園小学校
【山梨県】
•	 駿台甲府小学校
【長野県】
•	 長野日本大学小学校

【静岡県】
•	 東海大学付属静岡翔洋小学校
•	 加藤学園暁秀初等学校
•	 静岡サレジオ小学校
【三重県】
•	 津田学園小学校・中学校・高等学校
【京都府】
•	 立命館小学校
•	 同志社国際学院初等部
•	 同志社小学校
•	 ノートルダム学院小学校
•	 光華小学校
•	 洛南高等学校附属小学校
•	 聖母女学院
【大阪府】
•	 関西大学初等部
•	 関西創価小学校
•	 大阪信愛女学院小学校
•	 はつしば学園小学校
【兵庫県】

•	 愛徳学園小学校
•	 甲南小学校
•	 雲雀丘学園小学校
【奈良県】
•	 近畿大学附属小学校・幼稚園
•	 奈良育英小学校
【岡山県】
•	 ノートルダム清心女子大学附属小学校
【広島県】
•	 なぎさ公園小学校
【高知県】
•	 高知小学校
【福岡県】
•	 敬愛小学校
•	 福岡海星女子学院附属小学校
•	 明治学園小学校
【長崎県】
•	 九州文化学園小学校・中学校
【鹿児島県】
•	 池田小学校

【北海道】
•	 藤女子中学校・高等学校
•	 札幌聖心女子学院中学校・高等学校
•	 札幌光星学園中学校・高等学校
•	 札幌日本大学中学校・高等学校
•	 立命館慶祥中学校・高等学校
【福島県】
•	 石川高等学校・石川義塾中学校
【茨城県】
•	 東洋大学附属牛久中学校・高等学校
•	 茨城キリスト教学園中学校・高等学校
•	 江戸川学園取手中・高等学校
•	 常総学院中学校・高等学校
•	 清真学園高等学校・中学校
【栃木県】
•	 宇都宮短期大学附属中学校・高等学校
【埼玉県】
•	 大妻嵐山中学校・高等学校
•	 開智未来中学・高等学校
【千葉県】
•	 聖徳大学附属女子中学校・高等学校
•	 千葉明徳中学校・高等学校
【東京都】
•	 鷗友学園女子中学高等学校
•	 佼成学園女子中学高等学校
•	 芝浦工業大学附属中学高等学校
•	 東京家政大学附属女子中学校・高等学校
•	 実践女子学園中学校・高等学校
•	 広尾学園	中学校	高等学校
•	 佼成学園中学校・高等学校
•	 城北学園	城北中学校・高等学校
•	 聖心女子学院初等科・中等科・高等科
•	 トキワ松学園中学校高等学校
•	 武蔵野大学中学校・高等学校
•	 星美学園中学高等学校
•	 大妻多摩中学高等学校
•	 成立学園中学・高等学校
•	 三田国際学園中学校・高等学校
•	 東京都市大学付属中学校・高等学校

•	 立教池袋中学校・高等学校
•	 宝仙学園中学校・高等学校
•	 大妻中野中学校・高等学校
•	 工学院大学付属中学校・高等学校
•	 文化学園大学杉並中学・高等学校
•	 田園調布学園	中等部・高等部
•	 香蘭女学校中等科・高等科
•	 桜丘中学・高等学校
•	 城西大学附属	城西中学・高等学校
•	 目黒学院中学校・高等学校
•	 東海大学菅生高等学校・中等部
•	 麹町学園女子中学校高等学校
•	 東京女子学園中学校・高等学校
•	 早稲田大学	高等学院	中学部
•	 淑徳中学校・高等学校
•	 十文字中学・高等学校
•	 東京都市大学	等々力中学校・高等学校
•	 白百合学園中学高等学校
•	 海城中学高等学校
•	 獨協中学校・獨協高等学校
•	 聖徳学園中学・高等学校
•	 三輪田学園中学校・高等学校
•	 八王子高等学校・中学校
•	 東星学園中学校・高等学校
•	 日本大学第三高等学校・中学校
•	 日本大学豊山高等学校・中学校
•	 日本大学豊山女子中学校・高等学校
•	 上野学園中学校・高等学校
•	 富士見丘中学高等学校
•	 八王子実践中学校・高等学校
•	 慶應義塾中等部
•	 東洋英和女学院	中学部・高等部
•	 江戸川女子中学校・高等学校
•	 明治大学付属中野中学・高等学校
•	 八雲学園中学校高等学校
•	 文京学院大学女子中学校	高等学校
•	 小野学園女子中学・高等学校
•	 女子学院中学校・高等学校
•	 頌栄女子学院中学校・高等学校

•	 東京農業大学第一高等学校中等部
•	 日本体育大学桜華中学校・高等学校
•	 大妻中学高等学校
•	 駒沢学園女子中学校・高等学校
•	 駒込中学校・高等学校
•	 共立女子中学高等学校
•	 富士見中学高等学校
•	 桐朋女子中学校・高等学校
【神奈川県】
•	 鎌倉女学院中学校・高等学校
•	 慶應義塾普通部
•	 鶴見大学附属中学校・高等学校
•	 横浜翠陵中学・高等学校
•	 神奈川大学附属中・高等学校
•	 横浜隼人中学校・高等学校
•	 栄光学園中学高等学校
•	 横浜創英中学・高等学校
•	 相洋高等学校
•	 北鎌倉女子学園中学校・高等学校
•	 学校法人桐蔭学園
•	 横浜雙葉中学高等学校
•	 逗子開成中学校・高等学校
•	 洗足学園中学高等学校
•	 函嶺白百合学園中学高等学校
•	 日本大学藤沢高等学校・藤沢中学校
•	 日本女子大学附属中学校・高等学校
•	 日本大学高等学校・中学校
【石川県】
•	 星稜中学校・高等学校
【福井県】
•	 敦賀気比高等学校・付属中学校
•	 北陸中学校・高等学校
【山梨県】
•	 駿台甲府中学校
【長野県】
•	 佐久長聖中学・高等学校
•	 長野日本大学中学・高等学校
【岐阜県】
•	 岐阜聖徳学園高等学校

  私立中学校（中 ･ 高一貫校）
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•	 多治見西高等学校附属中学校
【静岡県】
•	 静岡英和女学院中学校・高等学校
•	 不二聖心女子学院中学校・高等学校
•	 静岡大成中学校・高等学校
•	 浜松開誠館中学校・高等学校
•	 静岡聖光学院中学校・高等学校
•	 日本大学三島高等学校・中学校
•	 星陵中学校・星陵高等学校
•	 聖隷クリストファー中・高等学校
•	 浜松日体中学校・高等学校
•	 静岡雙葉中学校・高等学校
【愛知県】
•	 中部大学春日丘中学校・高等学校
•	 南山高等・中学校女子部
•	 桜丘中学校・高等学校
【三重県】
•	 セントヨゼフ女子学園高等学校・中学校
【滋賀県】
•	 立命館守山中学校・高等学校
•	 光泉中学・高等学校
•	 滋賀学園中学・高等学校
【京都府】
•	 同志社中学校・高等学校
•	 京都精華学園中学校・高等学校
•	 花園中学高等学校
【大阪府】
•	 近畿大学附属高等学校・中学校
•	 追手門学院中学校・高等学校
•	 四天王寺中学校・高等学校
•	 東海大学付属大阪仰星高等学校・中等部
•	 常翔学園中学校・高等学校
•	 関西大学中等部・高等部
•	 関西大学第一中学校・高等学校
•	 関西大学北陽中学校・高等学校
•	 金蘭会高等学校・中学校
•	 同志社香里中学校・高等学校

•	 追手門学院大手前中・高等学校
•	 大阪学芸高等学校附属中学校
•	 四天王寺学園中学校・高等学校
•	 金蘭千里中学校・高等学校
•	 香里ヌヴェール学院中学校・高等学校
•	 大阪学芸中等教育学校
•	 樟蔭中学校・高等学校
•	 大阪桐蔭中学校高等学校
•	 高槻中学校・高槻高等学校
【兵庫県】
•	 愛徳学園中学校・高等学校
•	 賢明女子学院中学校・高等学校
•	 園田学園中学校・高等学校
•	 親和中学校・親和女子高等学校
•	 松蔭中学校・高等学校
•	 東洋大学附属姫路中学校・高等学校
•	 武庫川女子大学附属中学校・高等学校
•	 関西学院中学部
•	 神戸山手女子中学校・高等学校
•	 雲雀丘学園中学校・高等学校
•	 仁川学院中学・高等学校
•	 神戸学院大学附属中学校・高等学校
【奈良県】
•	 奈良学園小学校
•	 奈良学園登美ヶ丘中学校・高等学校
【鳥取県】
•	 米子北斗中学校・高等学校
【岡山県】
•	 清心中学校・清心女子高等学校
•	 就実中学校・就実高等学校
【広島県】
•	 広島城北中・高等学校
•	 盈進中学高等学校
•	 広島修道大学ひろしま協創中学校・高等学校
•	 広島国際学院
【山口県】
•	 梅光学院中学校・高等学校

•	 高水高等学校・付属中学校
•	 萩光塩学院中学校・高等学校
【香川県】
•	 大手前高松中学・高等学校
【愛媛県】
•	 愛光中学・高等学校
•	 帝京冨士中学・帝京冨士高等学校
【高知県】
•	 清和女子中高等学校
【福岡県】
•	 博多高等学校
•	 筑陽学園中学・高等学校
•	 中村学園三陽中学校・高等学校
•	 東福岡自彊館中学校・東福岡高等学校
•	 明光学園中学校・高等学校
•	 博多女子中学校・高等学校
•	 東筑紫学園
•	 福岡雙葉中学校・高等学校
•	 大牟田中学校
•	 折尾愛真学園
【佐賀県】
•	 早稲田佐賀中学校・高等学校
•	 龍谷中学校・高等学校
【長崎県】
•	 純心中学校・純心女子高等学校
•	 長崎日本大学中学・高等学校
•	 海星高等学校・海星中学校
【熊本県】
•	 九州学院中学校・高等学校
•	 熊本信愛女学院中学高等学校
【宮崎県】
•	 鵬翔中学校・高等学校
【鹿児島県】
•	 志學館	中等部・高等部
【沖縄県】
•	 興南中学校・興南高等学校
•	 沖縄尚学高等学校・附属中学校

  私立高等学校
【北海道】
•	 小樽双葉高等学校
•	 旭川明成高等学校
•	 東海大学付属札幌高等学校
•	 白樺学園高等学校
•	 札幌第一高等学校
•	 札幌創成高等学校
•	 札幌龍谷学園高等学校
•	 札幌静修高等学校
•	 北海道科学大学高等学校
【青森県】
•	 東奥義塾高等学校
【岩手県】
•	 一関修紅高等学校
•	 花巻東高等学校
•	 盛岡中央高等学校
【福島県】
•	 日本大学東北高等学校
【茨城県】
•	 水戸啓明高等学校
•	 土浦日本大学高等学校
【埼玉県】
•	 正智深谷高等学校

【千葉県】
•	 植草学園大学附属高等学校
•	 東京学館高等学校
•	 茂原北陵高等学校
•	 千葉聖心高等学校
•	 日本体育大学柏高等学校
【東京都】
•	 駒場学園高等学校
•	 東洋女子高等学校
•	 東洋高等学校
•	 日本体育大学荏原高等学校
•	 日本大学鶴ヶ丘高等学校
•	 日本女子体育大学附属二階堂高等学校
•	 日本大学櫻丘高等学校
•	 科学技術学園高等学校
•	 大東文化大学第一高等学校
•	 村田女子高等学校
【神奈川県】
•	 横浜清風高等学校
•	 藤沢翔陵高等学校
•	 鵠沼高等学校
【富山県】
•	 高岡向陵高等学校

【石川県】
•	 金沢高等学校
•	 小松大谷高等学校
【山梨県】
•	 東海大学付属甲府高等学校
【岐阜県】
•	 清凌高等学校
【静岡県】
•	 清水国際高等学校
•	 加藤学園高等学校
【愛知県】
•	 安城学園高等学校
•	 中部大学第一高等学校
•	 大同大学大同高等学校
•	 桜花学園高等学校
•	 至学館高等学校
•	 中京大学附属中京高等学校
【大阪府】
•	 大商学園高等学校
•	 堺リベラル中学校・高等学校
【兵庫県】
•	 関西学院高等部
•	 神戸弘陵学園高等学校

【鳥取県】
•	 鳥取城北高等学校
•	 米子松蔭高等学校
【岡山県】
•	 岡山龍谷高等学校
【愛媛県】
•	 聖カタリナ学園高等学校
•	 済美高等学校
【福岡県】
•	 立花高等学校
•	 筑紫台高等学校
•	 福岡女子商業高等学校
•	 自由ケ丘高等学校
•	 東海大学付属福岡高等学校
•	 福岡海星女子学院高等学校
•	 福岡大学附属若葉高等学校
【長崎県】
•	 長崎玉成高等学校
【大分県】
•	 大分国際情報高等学校
•	 昭和学園高等学校

  専門学校
•	 ホスピタリティ	ツーリズム専門学校
•	 東京ブライダル専門学校
•	 学校法人華学園	華服飾専門学校
•	 東京福祉専門学校

•	 学校法人山口学園	ECC国際外語専門学校
•	 学校法人山口学園	ECCアーティスト美容専門学校
•	 行岡医学技術専門学校
•	 朝日医療大学校

•	 下関看護リハビリテーション学校
•	 専門学校	健祥会学園
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  国公立小学校・中学校
【北海道】
•	 旭川市教育委員会
•	 釧路市教育委員会
•	 北見市教育委員会
•	 岩見沢市教育委員会
•	 名寄市教育委員会
•	 根室市教育委員会	
•	 登別市教育委員会
•	 釧路町教育委員会
•	 厚沢部町教育委員会
•	 仁木町教育委員会
•	 東神楽町教育委員会
•	 美瑛町教育委員会
•	 東川町教育委員会
•	 新篠津村教育委員会
【青森県】
•	 十和田市教育委員会
•	 弘前市教育委員会
•	 三沢市教育委員会
•	 中泊町教育委員会
•	 おいらせ町教育委員会
•	 六戸町教育委員会
•	 東北町教育委員会
•	 横浜町教育委員会
•	 三戸町教育委員会
•	 野辺地町教育委員会
•	 藤崎町教育委員会
•	 田舎館村教育委員会
•	 六ケ所村（千歳中学校）
【岩手県】
•	 一関市教育委員会
•	 久慈市教育委員会
•	 陸前高田市教育委員会
•	 二戸市教育委員会
•	 八幡平市教育委員会
•	 滝沢市教育委員会
•	 花巻市教育委員会
•	 遠野市教育委員会
•	 紫波町教育委員会
•	 平泉町教育委員会
【宮城県】
•	 仙台市教育委員会
•	 気仙沼市教育委員会
•	 岩沼市教育委員会
•	 富谷市教育委員会
•	 南三陸町教育委員会
•	 亘理郡山元町教育委員会
•	 七ヶ宿町教育委員会
【秋田県】
•	 湯沢市教育委員会
•	 潟上市教育委員会
•	 井川町教育委員会
【山形県】
•	 天童市教育委員会
•	 飯豊町教育委員会
【福島県】
•	 田村市教育委員会
•	 南相馬市教育委員会
•	 桑折町教育委員会

•	 郡山市教育委員会
【茨城県】
•	 神栖市教育委員会
•	 古河市教育委員会
•	 笠間市教育委員会
•	 行方市教育委員会
•	 鉾田市教育委員会
•	 桜川市教育委員会
•	 潮来市教育委員会
•	 下妻市教育委員会
【栃木県】
•	 足利市教育委員会
•	 佐野市教育委員会
•	 日光市教育委員会
•	 さくら市教育委員会
•	 塩谷町教育委員会
【群馬県】
•	 高崎市教育委員会
•	 沼田市教育委員会
•	 館林市教育委員会
•	 下仁田町教育委員会
•	 邑楽町教育委員会
•	 南牧村教育委員会
•	 昭和村教育委員会
【埼玉県】
•	 戸田市教育委員会
•	 鶴ヶ島市教育委員会
•	 吉川市教育委員会
•	 飯能市教育委員会
•	 松伏町教育委員会
【千葉県】
•	 八千代市教育委員会
•	 印西市教育委員会
•	 船橋市教育委員会
【東京都】
•	 八王子市教育委員会
•	 多摩市教育委員会
•	 杉並区教育委員会
•	 北区教育委員会
•	 墨田区教育委員会
•	 品川区教育委員会
•	 世田谷区教育委員会
•	 八丈町教育委員会
【神奈川県】
•	 神奈川県教育委員会
•	 藤沢市教育委員会
•	 横浜市教育委員会
•	 茅ヶ崎市教育委員会
•	 秦野市教育委員会
•	 葉山町教育委員会
•	 大和市教育委員会教育研究所
【新潟県】
•	 新潟市教育委員会
•	 五泉市教育委員会
•	 阿賀野市教育委員会
•	 聖籠町教育委員会
•	 弥彦村教育委員会
【富山県】
•	 立山町教育委員会

•	 舟橋村教育委員会
【福井県】
•	 福井県教育委員会
•	 勝山市教育委員会
•	 池田町教育委員会
【山梨県】
•	 韮崎市教育委員会
【長野県】
•	 茅野市教育委員会
•	 塩尻市教育委員会
•	 筑北村教育委員会
•	 喬木村教育員会
•	 栄村教育委員会
【岐阜県】
•	 多治見市教育委員会
•	 羽島市教育委員会
•	 恵那市教育委員会
•	 郡上市教育委員会
•	 関市教育委員会
•	 山県市教育委員会
•	 八百津町教育委員会
•	 東白川村教育委員会
【静岡県】
•	 富士市教育委員会
•	 磐田市教育委員会
•	 掛川市教育委員会
•	 御殿場市教育委員会
•	 袋井市教育委員会
•	 熱海市教育委員会
•	 伊豆市教育委員会
•	 森町教育委員会
•	 函南町教育委員会
•	 長泉町教育委員会
【愛知県】
•	 愛知県教育委員会
•	 岡崎市教育委員会
•	 高浜市教育委員会
•	 半田市教育委員会
•	 知立市教育委員会
•	 愛西市教育委員会
•	 清須市教育委員会
•	 北名古屋市教育委員会
•	 あま市教育委員会
•	 大府市教育委員会
•	 小牧市教育委員会
•	 岩倉市教育委員会
•	 大治町教育委員会
•	 武豊町教育委員会
•	 東浦町教育委員会
•	 蟹江町教育委員会
•	 東栄町教育委員会
•	 設楽町教育委員会
•	 豊山町教育委員会
•	 美浜町教育委員会
•	 豊根村教育委員会
【三重県】
•	 鳥羽市教育委員会
•	 伊勢市教育委員会
•	 松阪市教育委員会

•	 名張市教育委員会
•	 亀山市教育委員会
•	 桑名市教育委員会
•	 伊賀市教育委員会
•	 明和町教育委員会
•	 桑名郡木曽岬町教育委員会
•	 度会町教育委員会
•	 大台町教育委員会
【滋賀県】
•	 高島市教育委員会
•	 長浜市教育委員会
•	 野洲市教育委員会
•	 愛荘町教育委員会
【京都府】
•	 京都市教育委員会
•	 綾部市教育委員会
•	 京田辺市教育委員会
•	 京丹後市教育委員会
•	 南丹市教育委員会
•	 舞鶴市教育委員会
•	 城陽市教育委員会
•	 福知山市教育委員会
【大阪府】
•	 大阪府教育委員会
•	 池田市教育委員会
•	 泉大津市教育委員会
•	 八尾市教育委員会
•	 寝屋川市教育委員会
•	 和泉市教育委員会
•	 藤井寺市教育委員会
•	 交野市教育委員会
•	 枚方市教育委員会
•	 東大阪市教育委員会
•	 松原市教育委員会
•	 富田林市教育委員会
【兵庫県】
•	 豊岡市教育委員会
•	 淡路市教育委員会
•	 加西市教育委員会
•	 明石市教育委員会
•	 尼崎市教育委員会
【奈良県】
•	 奈良市教育委員会
•	 大和郡山市教育委員会
•	 川西町教育委員会
•	 吉野町教育委員会
•	 高取町教育委員会
【和歌山県】
•	 紀の川市教育委員会
•	 岩出市教育委員会
•	 紀美野町教育委員会
•	 高野町教育委員会
【鳥取県】
•	 倉吉市教育委員会
【島根県】
•	 松江市教育委員会
•	 安来市教育委員会
•	 海士町教育委員会
•	 奥出雲町教育委員会

【岡山県】
•	 玉野市教育委員会
•	 備前市教育委員会
•	 瀬戸内市教育委員会
•	 浅口市教育委員会
【広島県】
•	 三次市教育委員会
•	 呉市教育委員会
•	 福山市教育委員会
【山口県】
•	 下関市教育委員会
•	 美祢市教育委員会
•	 宇部市教育委員会
•	 防府市教育委員会
•	 下松市教育委員会
•	 平生町教育委員会
【徳島県】
•	 上板町教育委員会
【香川県】
•	 坂出市教育委員会
•	 さぬき市教育委員会
•	 善通寺市教育委員会
•	 土庄町教育委員会
【愛媛県】
•	 宇和島市教育委員会
•	 八幡浜市教育委員会
•	 新居浜市教育委員会
•	 松山市教育委員会
•	 久万高原町教育委員会
【高知県】
•	 南国市教育委員会
•	 香南市教育委員会
•	 香美市教育委員会
•	 越知町教育委員会
•	 佐川町教育委員会
•	 仁淀川町教育委員会
•	 津野町教育委員会
•	 梼原町教育委員会
【福岡県】
•	 大野城市教育委員会
•	 行橋市教育委員会
•	 筑紫野市教育委員会
•	 太宰府市教育委員会
•	 うきは市教育委員会
•	 朝倉市教育委員会
•	 みやま市教育委員会
•	 那珂川市教育委員会
•	 田川市教育委員会
【長崎県】
•	 長崎市教育委員会
•	 新上五島町教育委員会
【熊本県】
•	 熊本市教育委員会
•	 阿蘇市教育委員会
•	 南関町教育委員会
•	 益城町教育委員会
•	 長洲町教育委員会
•	 山鹿市教育委員会
【大分県】

  大学
•	 青森明の星短期大学
•	 盛岡大学
•	 立正大学地球環境科学部
•	 女子栄養大学
•	 神田外語大学
•	 千葉工業大学
•	 上越教育大学

•	 新潟青陵大学
•	 石川県立大学教養教育センター
•	 中京大学
•	 愛知教育大学
•	 名古屋短期大学
•	 京都看護大学
•	 京都光華女子大学	健康科学部看護学科

•	 京都光華女子大学短期大学部		 	
ライフデザイン学科
•	 大阪府立大学
•	 大阪大学
•	 大阪国際大学短期大学部
•	 大阪医科大学
•	 兵庫教育大学

•	 天理大学
•	 和歌山大学教職大学院
•	 愛媛大学
•	 大分県立芸術文化短期大学
•	 沖縄大学
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  海外
【中華人民共和国】
•	 上海实验学校
•	 北京市中关村四小
•	 北京市十一学校
•	 人大附中西山學校
•	 东莞市	寮步石步小学校
•	 广州市	荔湾区乐贤坊小学校
【香港】50校
•	 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學
•	 香港華人基督教聯會真道書院
•	 学習塾エピス	epis
•	 賽馬會毅智書院
•	 東華三院郭一葦中學
•	 聖公會阮鄭夢芹小學
•	 聖保羅書院
•	 香港浸会大学

•	 香港加拏大国際学校
•	 浸信會沙田圍呂明才小學
•	 樂善堂余近卿中學
•	 中華基督教會灣仔堂基道小學
•	 佛教覺光法師中學
•	 循道中學高校
•	 漢華中學
•	 王肇枝中學
•	 新界喇沙中學
•	 華英中學
•	 荃灣聖芳濟中學
•	 聖芳濟各書院
•	 聖公會置富始南小學
•	 元朗朗屏邨惠州學校
•	 中華基督教會基全小學
•	 基督教聖約教會堅樂中學

•	 Delia	Memorial	School	(Glee	Path)
•	 Chiu	Ching	Kwan
【台湾】180校
•	 桃園市	南崁國小	
•	 桃園市	同德國小	
•	 台北市立教育大學附小
•	 台北市濱江國中
•	 台南市	中山國中
•	 台南市	崇明國中
【タイ】
•	 タイ日本語学校		jeducation
•	 Khon	Kaen	University
【フィリピン】
•	 The	Philippine	Science	High	School
【アメリカ合衆国】
•	 McAllen	Independent	School	

District
•	 West	Whittier	Elementary	School
【スウェーデン】
•	 Östra	skolan
【フィンランド】
•	 Ranta	elementary	school	
•	 Katajan	School
【オーストラリア】
•	 North	Melbourne	Grammar	
College
•	 Caulfield	Junior	College

  高等専門学校

  塾・その他

  国立大学附属学校

•	 神戸市立工業高等専門学校

•	 お茶の水女子大学附属中学校
•	 上越教育大学附属中学校
•	 京都教育大学附属桃山中学校
•	 京都教育大学附属桃山小学校
•	 京都教育大学附属高等学校

•	 和歌山大学教育学部附属中学校
•	 大阪教育大学附属天王寺小学校
•	 大阪教育大学附属平野小学校
•	 大阪教育大学附属池田小学校
•	 愛媛大学教育学部附属中学校

•	 新潟大学教育学部附属新潟中学校
•	 新潟大学教育学部附属新潟小学校
•	 東京大学教育学部附属中等教育学校
•	 東京学芸大学附属世田谷中学校
•	 東京学芸大学附属小金井小学校

•	 熊本大学教育学部附属小学校
•	 茨城大学教育学部附属小学校
•	 金沢大学附属中学校

•	 さわやかちば県民プラザ
•	 株式会社シー・エヌ・ディ
•	 株式会社NTTドコモ		法人ビジネス戦略部		 	
アライアンス推進		沖縄振興推進室
•	 特定非営利活動法人でっかいそら

•	 グロースフォーシー
•	 進学塾ベルゲン
•	 大隅進学教室
•	 学習塾プリオーレ
•	 塾人社

•	 遼英ゼミナール
•	 株式会社	栄光
•	 国語専門塾think

  インターナショナルスクール
•	 沖縄アミークスインターナショナル

  公立高等学校
•	 北海道札幌厚別高等学校
•	 北海道札幌国際情報高等学校
•	 岩手県立大船渡高等学校
•	 山形県立山形東高等学校
•	 福島県立原町高等学校
•	 福島県立磐城高等学校
•	 茨城県立並木中等教育学校
•	 茨城県立古河中等教育学校
•	 茨城県立古河第二高等学校
•	 千葉県立佐倉高等学校
•	 千葉県立小金高等学校

•	 千葉県立松尾高等学校
•	 千葉県立長生高等学校
•	 東京都立西高等学校
•	 神奈川県立上鶴間高等学校
•	 神奈川県立厚木高等学校
•	 神奈川県立横須賀高等学校
•	 神奈川県立生田高等学校
•	 神奈川県立秦野高等学校
•	 石川県立小松明峰高等学校
•	 石川県立能登高等学校
•	 石川県立内灘高等学校

•	 福井県立鯖江高等学校
•	 静岡県立浜松南高等学校
•	 静岡県立浜松西高等学校
•	 静岡県立熱海高等学校
•	 愛知県立城北つばさ高等学校
•	 愛知県立豊田南高等学校
•	 京都府立北稜高等学校
•	 京都府立清明高等学校
•	 京都府立鴨沂高等学校
•	 兵庫県立明石城西高等学校
•	 兵庫県立西脇北高等学校

•	 岡山県立岡山東商業高等学校
•	 香川県立小豆島中央高等学校
•	 香川県立高瀬高等学校
•	 愛媛県立今治北高等学校
•	 愛媛県立伊予高等学校
•	 愛媛県立東温高等学校
•	 愛媛県立松山北高等学校
•	 愛媛県立松山南高等学校
•	 愛媛県立松山工業高等学校
•	 沖縄県立与勝緑が丘中学校・	 	
与勝高等学校

•	 大分市教育委員会
•	 中津市教育委員会
•	 日田市教育委員会
•	 佐伯市教育委員会
•	 臼杵市教育委員会
•	 津久見市教育委員会
•	 杵築市教育委員会

•	 宇佐市教育委員会
•	 豊後大野市教育委員会
【宮崎県】
•	 延岡市教育委員会
•	 宮崎市教育委員会
•	 日南市教育委員会
【鹿児島県】

•	 鹿児島県教育委員会
•	 鹿児島市教育委員会
•	 鹿屋市教育委員会
•	 枕崎市教育委員会
•	 阿久根市教育委員会
•	 指宿市教育委員会
•	 西之表市教育委員会

•	 垂水市教育委員会
•	 薩摩川内市教育委員会
•	 日置市教育委員会
•	 曽於市教育委員会
•	 南さつま市教育委員会
•	 志布志市教育委員会
•	 姶良市教育委員会

•	 肝付町教育委員会
【沖縄県】
•	 嘉手納町教育委員会
•	 国頭村教育委員会

  日本人学校
•	 上海日本人学校
•	 蘇州日本人学校

•	 香港日本人学校	
•	 台北日本人学校（台北市日僑學校）

•	 台中日本人学校
•	 アムステルダム日本人学校

•	 ソウル日本人学校
•	 リヤド日本人学校

  日本語学校
•	 Grandeur	Global	Academy	沼津校
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https://scrapbox.io/loilo-teacher-support/オンライン研修のご案内

https://scrapbox.io/loilo-teacher-support/
https://scrapbox.io/loilo-teacher-support/%F0%9F%93%85%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E6%83%85%E5%A0%B1
https://scrapbox.io/loilo-teacher-support/%F0%9F%93%85%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E6%83%85%E5%A0%B1
https://scrapbox.io/loilo-teacher-support/%E6%8E%88%E6%A5%AD%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E4%BA%8B%E4%BE%8B
https://scrapbox.io/loilo-teacher-support/%E6%8E%88%E6%A5%AD%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E4%BA%8B%E4%BE%8B
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冊子作成にあたり、授業実践事例の作成にご協力をいただいた先生方に、
この場を借りて厚く御礼申し上げます。





0120-504-737

loilo@loilo.tv

最新の実践事例はこちら

全国の学校から寄せられた、
豊富な実践事例をご覧いただけます。

先生サポート

困ったことがありましたら、
こちらをご覧ください。

https://scrapbox.io/loilo-teacher-support/https://scrapbox.io/loilo-teacher-support/授業実践事例

受付時間 9:0 0 ～ 18:0 0

土日・祝祭日は翌営業日以降の対応となりますので、
ご了承ください。

サポート・お問い合わせ

ロイロノート・スクールのよくある質問・
イベント情報などをご紹介しております。

LINEからチャットでお問い合わせができます。

【LINE 友だち追加方法】

［@loilo］で ID 検索、または右側の
QRコードから追加できます。

最新情報は Facebook、Twitter をチェック !

fb.me/loilonote @LoiLoNoteSchool

〒231-0003　神奈川県横浜市中区北仲通 4-40 商工中金横浜ビル５階
TEL : 045-228-9446 FAX : 045-228-9557 Mail : loilo@loilo.tv

ロイロノート･スクールは、すべての授業で使える

「思考力」「プレゼン力」「英語４技能」を育てる授業支援クラウドです！

先生の授業アイディアを、シンプルに実現することができます。

自ら考え、仲間と学ぶ

https://line.me/R/ti/p/%40ifp0976n
https://scrapbox.io/loilo-teacher-support/%E6%8E%88%E6%A5%AD%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E4%BA%8B%E4%BE%8B
https://scrapbox.io/loilo-teacher-support/%E6%8E%88%E6%A5%AD%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E4%BA%8B%E4%BE%8B
https://scrapbox.io/loilo-teacher-support/

