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下伊那視聴覚教育協会
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下伊那視聴覚教育協会 会長 メII 手  浩  司

「視教だより」は、今回で 80号の発行となりました。ここまで積み重ねられてきた下伊那視聴

覚教育の歴史の重さを感じると共に、今までの取り組みに敬意を表したいと思います。

下伊那教育会 90年史によると、下伊那における視聴覚教育は昭和 17年の社会教育部の映画教

育の研究から始まっています。国民学校の映画教育に対しフィルム斡旋の労をとることを目的と

した下伊那映画教育協会が昭和 17年に設立され、巡回映画班が置かれました。昭和 24年には

視聴覚教育部が新設されて学習への位置づけや活用の研究が具体的に始まり、昭和 25年 2月

17日 には鼎小にて第 1回下伊那郡視聴覚教育研究大会が開催されました。

最初は 16ミ リ映画、ラジオ学校放送、スライ ド活用研究から始まり、昭和 34年からはテレ

ビの普及と教育利用、昭和 40年代からは OHP・ VTRをはじめ機器開発も多様となり、機器の特

性追求とともに学習効果を高めるための活用が盛んになったとの記録があります。そして今、主

体的・対話的で深い学びの実現や情報活用能力の育成に向けて、様々な学習活動で ICT機器を

有効に活用することが期待されており、多くの学校で研究が進められるようになってきました。

本年度は 11月 17日 に下伊那視聴覚・情報教育研究大会を開催し、三穂小学校ではタブレッ

トコンピュータ協働支援ツールを活用して、 4年社会科『水はどこから』の授業を提供していた

だきました。また、竜峡中学校では書画カメラと電子黒板を用いて、 3年英語科『クラスの仲間

の紹介をしよう』の授業を提供していただきました。どちらも ICT機器を有効活用することで

児童 。生徒が主体となり、友とのかかわりを大切にしながら学習をしていました。

また、機器の有効活用はもちろんのこと、「授業がもっとよくなる 3観点」の質的な向上、発問

の吟味、授業のユニバーサルデザイン化なども考えられた授業が仕組まれており、その中で「読む」

「書く」「話す」「聞く」といつた基本的なことも大切にされていました。「不易流行」という言葉

がありますが、まさに「いつまでも変化しない本質的なものを忘れなヽ中にも、新しく変化を重

ねているものをも取 り入れていくこと」を大切にした授業でした。

下伊那視聴覚教育協会では、 ICT機 器の有効活用を中心とした基礎技術講習会を開催してお

ります。また、各市町村からいただいている負担金をもとに、希望をお聞きしながら毎年DVD
教材を更新・購入して下伊那教育会館別館にある視聴覚ライブラリーで貸出しをしています。会

館別館まで足を運んでいただき、手に取つて見たり勤務している先生にご相談いただいたりする

と、授業で使えるものが見つかると思います。下伊那教育会のホームベージからそれ らの教材を

閲覧することができますし開館日時も確認できますので、是非ご活用ください。

各校にある情報視聴覚機器は学校によって違いはあると思いますが、それぞれの学校の実情に

合わせた実践をしていただきたいと思います。そうすることで下伊那の各学校の情報教育・視聴

覚教育が更に発展していくことを期待しています。
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第 60回 下伊那視聴覚・情報教育研究大会

第 60回下伊那視聴覚・情報教育研究大会が、

飯田市立竜峡中学校において開催されました。

方が参加され、盛大に開催されました。

平成 29年 11月 17日 (金)に、飯田市立三穂小学校と

両校ともに、飯田下伊那地区の小中学校から多くの先生

大 会 主 題

『広い視野をもち、新しい文化を築くぶ豊かな人間の育成をめざして』

～教育メディアの効果的活用を通して～

三恭小 学校 研 究テーマ

『ともに学び合い、高めあう子どもの育成』

竜峡中学校  研 究テーマ

『生徒に、ついた力を実感させることができる指導のあり方はどうあればよいか』

【飯田市立三穂小 校】

(―)公開授業と

1 小学校の授業 社会 (4年) 授業者  田畑英二 教諭

(1)単元名 「水はどこから」

(2)本時の主眼

生活の中で予想以上に水がたくさん使われていることを学習した子どもたちが、蛇日の向こう

側を考え合う場面で、水がどこからどうやってくるのかがわかる「水の道」をグループでつくる

ことを通して、水は水源の山から川 ,ダム・浄水場 。水道管を経て学校まで届いていることがわ

かる。

(3)視聴覚機器の利用について

①タブレット型 PC

・個人追究

学習問題「蛇回の向こう側はどうなっているか ?」 を予想し、

タブレットに「水の道」をかかせた。児童はマーナビゲーショ

ンの『意見板』のベージに、蛇日の向こう側がどうなってい

るかを絵でかき、言葉で説明を入れた。タブレット上では容

易に書いたり、消したりすることができるため、児童は何度

も試行を重ね、自分なりの「水の道」をかくことができた。

学

研究会
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マーナ ビゲーシ ョン『意見板』の履歴 よ リ

・全体共有、グループ追究

協働学習支援ツール「マーナビゲーション」の一覧機能を使い、児童それぞれが書いた「水の道」

を公開・共有することで、安心感を持って意欲的にグループでの話し合い活動に参加できていた。

電子黒板とタブレットに児童の描いた「水の道」を一斉に提示し、互いのアイデアを比較・検討

しながら意見を述べ合っていた。

・かり返り

本時のふり返りを、タブレツト上で行つた。早く書き終えた児童は、タブレット上に投稿され

た他の児童の意見を食い入るように読んでいた。タブレットは保存した学習履歴を何度も閲覧す

ることができるので、次時、既習事項の想起の場面で活用していく。

タプレッ ト上の学習カー ドよ リ

②ビデオ映像

三穂小学校から妙琴浄水場、松川ダムヘ至る水道管の道筋を、実際にビデオで撮影し、資料と

して使つた:車で 30分ほどかかる道のりを、編集・5倍速再生することで約 6分の資料とした。

地面の中で見えない水道管がどのような道筋でダムまで届いているのかを、視覚的に理解させる

のにとても有効であつた:
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③ Googie Map「ス トリー トビュー」

三穂小学校に届く水の水源は、飯田松川の上流にある念丈岳であることが、水道局への取材で

わかった。念丈岳は上級者でも登るのに 1日 ほどかかる山であるため、直接現地を見に行 くこ

とを断念した。Google Mapを使い、念丈岳の山頂からの 360度の眺めを子 ども達に見せた。時

間と空間を超えて、行 くことができない場所を子 ども達に臨場感を持って疑似体験することは、

ICT活用の大きなメリットである。

(二)子ども達の声 (子どもたちからみた lCT)

本単元の活動を通して、児童が ICTを活用するにあたりどのようなことを感じていたのか意見

を取 りまとめてみた。

児童からの意見にもあるように、マーナビを通した学習で 「安心」「自信」に対する肯定的な記

述が多く見 られた。教師の側も、マーナビを通した学習は子どもたちの 「安心」「自信」をもたら

し新たなる一歩を踏み出すことにつながっていることを実感している。

一方で共有化できるがゆえに自分の意見が見 られてしまうという「恐れ」を抱いている人もい

たことも注意したい。子どもたち自身が互いを思い合う、信頼関係を前提に「マーナビを使った

協働学習」があることを忘れないでいたい。

友達の考えを見に行かなくても考え方を知ることができる。

・選択肢を選ぶときに手を挙げて確認していたのが、

タブレットを通じて人数を確認できる。

・マーナビを見たあとだから安心して手が挙げられる。

・言葉で言うと緊張して言いづらくても、マーナビを

使うと言えなくても納得してくれる人がいてくれて

うれしい。

・ 自分の考え方と人の考え方をすぐに比べられる。

・手を上げて発表しなくていいから早く授業がすすむ。

・意見が同じ人がいたとき色分けされてわかりやすい。

・言葉だと消えちゃうけど、マーナビだと何回も読み返せる。

・友達の意見に「なるほど」とかいう回数が多くなった。 (みんなの意見を知ることができるから)

。自分の意見に対して「いいね」ボタンが押されているとうれしい。

・「いいね」のボタンの人を見て、みんなはどこがいいのか知りたいから見たいと思う。

・感想を今まで一人ひとり言っていて時間がかかつたけど、一瞬で見ることができる。

・自分の考えとみんなの回答を見て似ている人や同じ人がいると安心する。

・ノートでは消すのに時間がかかるけどマーナビだと消しやすい

。他のひとの考え方でアドバイスをすることを見つけやすい。

・過去にどういうふうに考えたのか、友達の考えも振り返られるからいい。

▲書く範囲が狭い。

▲間違えたのをみんなに見られてしまうのが恥ずかしい。

▲タブレットがうまく接続できないことがあった
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(三)参加者の声 (lCT活用に関する主な意見口感想より)

・ICT活用の共有化という研究内容がよかつた。タブレット活用の可能性を感じることができる

授業だつた。

・ICTの長短についてわかりやすく整理されていた研究内容だつた。教職員への使用マニュアリス 全

校児童への研修、保管の仕方等、大変参考になった。

・タブレット及び映像に興味を持ち、スムーズに ICT機器を使用する子ども達の姿に驚いた。

・タブレットを使用することで、児童 1人 1人が積極的に授業に取 り組むことができていたと実

感した。

・マーナビゲーションの利用は、従来の授業で制約を受けていた児童 1人 1人の学習の把握、児

童相互の理解が可能になると思う。また、児童相互の関わり合いを中心とした授業への活用が

期待できる。

・ホワイ トボー ドでもできるが、マーナビゲーションの良さは、同じ意見を集めたり、異なつた

部分を操作したりできること。教師が最後にそれを全部見て、資料として残していける。

・子どもの考え方の違いで変容が見られる、子どもたちに示せるというところがメリットだと思

つ。

・授業の最後、子 どもたちが反省・感想を

書いた後、書き終わつて他の人の感想を

みていた。子 どもが自由に共有しできる

ので隙間の時間がなくなる。マーナビゲー

ションには、他の子 どもの意見 と自分の

感想を照らし合わせ られる良さがある。

・ICTを どう使 うかではなく、ICTを どこ

で活用できるかを考えることが大切だと

感じた。

。タブレットを使うことの良さの一つとして、全体が一度に見 られることが挙げられる。教師が

どの子がどんなことを考えているか見られるため、次の授業が作りやすい。

・主体的で対話的な学びと、個人でのタブレット使用は相反するようで、実はとても有効だと感

じた。

・タブレットの威力は感じる。そのために、単元全体を貫いていくような問いが大切。

・先生が学校からダムまでの道をたどり、VTRで見せたところがハイライ トだつた。地図で確

認するだけでなく、実際の映像を見せることで子ども達の理解や興味が深まったと思う。

・ICT機器のメリットが「時間的 。空間的制約を超える」というのはなるほどと思った。本時の

ように、教室では見せられないものを、ICT機器を使つて見せるというのが現実的な使い方だ

と思う。

・地図やビデオ映像などの資料提示はとても有効であったが、タブレットは ?となるとあまり有

効性を感じなかった。

・ICTを通じて資料を見たことで、理解できていなくてもわかったつもりになってしまわないか

心配もある。
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(四)来年度への課題

①成果

IcTに よる学びは児童の意識を変化させた。児童がそれぞれ自分なりの意見を書き込んだ際に、

それらを見た周りの児童が「承認」「共感」「興味」の反応を示すことによって、書き込んだ児童の「自

信」「安心」につながっている。その積み重ねが児童の主体的な学びや自己肯定感の高まりへとつな

がっていくように思う。これまでの「対教師」によってもたらされる学びとは違う、「対子ども」「対

学級」で繰り広げられる深い学びに手応えを感じつつある。

②課題

ICTを導入された当初は、これらを使って何ができるのか、どうやってこれらを扱うのか、どの

ような場面で扱ったらいいのかなど、どうしたらいいのかわからない部分が多くあつた。本研究では、

本校の児童や教師の実態にあった ICTの活用を模索してきた。実践を通して、一定の成果や手応え

を感じているが、全教職員が ICTを活用し、ICTに よる学び合いがいつもできているわけではない。

子どもたちが自ら学ぶ存在であることを前提にして、子ども同士の協働や学び合いの環境をいかに

創 り出すかが大切である。「いかに教えるか」ではなく、「いかに学び合い、高め合っていくか」の

視点に立って ICTの活用をしていく必要がある。

【竜峡中学校】

(―)公開授業と研究会

中学校の授業 英語 (3年)授業者 平野幸規 教諭

(1)単元名 「「NEW CROWN Lesson 6 1 Have a Dream」 」

(2)本時の主眼

クラスの仲間について調べ、仲間のポスターを作成 した生徒達が、や りとりに使える基本表現

を練習 した り、書画カメラと電子黒板を用いてポスターを拡大表示 した画像をもとに、仲間につ

いてや りとりすることを通 して、適切な英文を選択 して尋ね合 うことができる。

Today's Goal

ポスターを使って友達を紹介しよう

(3)視聴覚機器について

①書画カメラと電子黒板

・準備

A4版の画用紙 (ポスター)に、仲間に関する情報についてヒントとなる絵を手軽に描くことが

でき、改めて拡大して模造紙に書き直す事も無く、A4版の画用紙をそのまま電子黒板に写し出す

事ができ、時間の短縮になった。

・導入

書画カメラで撮って電子黒板に写し出された人物のポスターについて授業者が英語で紹介をし、

AETが授業者に対して英語で質問をし、それに授業者が英語で答えるというデモンス トレーショ

ンを見せることで、生徒達は本時の活動について明確な見通しを持てた。また、本日の活動につ

いて興味関心を多く持つことができた。
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・全体発表

仲間のポスターを書画カメラで撮つて電子黒板に拡大表示して、その画像を通して仲間を英語

で紹介することで、写し出されたポスターを学級全体で共有して、学級全体から英語で質問が寄

せられ、それらに発表者は英語で答えた。時には予期していないような質問も英語で寄せ られ、

発表者は原稿や台本に頼らずに英語で答えなければならない場面も見られ、そのような状況でとつ

さに絞 り出された答えは、名答であると感じさせるものもあった。

また、書画カメラの 「ハイライ ト機能」、「拡大機能」などを使って、英語での間答に関係する

ポスターの一部分を電子黒板に強調して写し出すことで、視覚と英語での間答を一体化して表現

することができ、より問答の場面を焦点化して教室全体に伝えることができた。

AETQ:Dose she have a boyfriend?

StA:I dontt kno、 v

Vヽhy does he like」apan?

Because」 apan is lnore peacefun than

other country.

(二)生徒達の声 (生徒達からみた iC丁 )

本単元の活動を通して、生徒が ICTを活用するにあたりどのようなことを感じたのか、学習カー

ドの記述から抜粋してみた。

全員の前で発表することになって、すごく緊張したけど、紙を見ながらだけど、発表がしっかり

とできて良かった。

全員の前での説明で、詰まらずスラスラと発表することができた。店の詳しい情報など、もっと

聞いておきたかった。

全体発表の時、N君 と、Kさ んの発表がすごかつた。自分はグループでやったとき、はつきり言

えなかったので,見習いたい。

ペアとの協力ができたので良かったです。全体発表の時、自分から活発に質問できたので良かっ

たです。
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クラスの発表のときに質問できた。グループ発表のときは、テンパってしまったけど、何となく伝

えることができた。

becauseや soを使って紹介ができたので良かったです。

ペア練習、グループ発表、全体発表と段階を踏んで発表したが、これだけの量を 1時間の中でで

きたのは、書画カメラと電子黒板を使えたからだと判断することができる。全体発表した生徒は発

表の時に緊張してしまって、学習カー ドには控えめな感想を書いているが、質問した生徒はかなり

達成感を感じているようだ。更に電子黒板に拡大表示されたポスターを前にやりとりされた英語の

問答を見た生徒達に対しては、「見習いたい」と言わせる影響力のあるものであった。

(三)参加者の声 (下記の視点に対する意見・感想より)

紹介し合う際に、電子黒板を用いて、絵や図を写しながら説明し合ったり、ポスターに関連させて

質問し合ったりすることは、原稿や台本に頼らず英語を使用することに有効か。

。有効であったと思う。言葉だけだと聞き取れず、分からずじまいのことがあるが、ポスターがヒン

ト、糸口となって、良かったと思う。

・紙媒体を使つて、指示棒等で絵を示すより,書画がラを使つて映像を見る方が目にしっかりと映像

化されて効果的だったと思います。

・絵を使うのは「・情報量が多い `英文で表していない」ことから、とても有効であると感じました。

。全体での発表を聴くC君。「初めて知った !」 をつぶやいたり、自ら挙手。グループペアのときよ

り生き生きして見えた。話し合える相手を制限しないという意味で有効だった。

・一人ひとりの発表に移る時間短縮になり、質問や紹介の時間につながり、とても有効だと感じました。

・板書や掲示の時間を短縮することにより。warrn―upの時間を確保できたため有効であったと思う。

・デジタル黒板に大きく映し出して話した事は、少しは原稿、台本によらずに、話をする事ができた

と思う。あと、デジタル黒板の横に立って指し示しながらやると尚良かった。

・グループでない全体共有の場面になったので、本当に即効性と、プレゼンカが出る場面でした。原

稿や台本だけでは頼 り切れない質問も出るところなので、良い手段だと思います。

・小さなポスターを前で見せるよりも、大きく写し出している方がわか りやすくて良いと思いまし

た。質問されている所をポイントするのもわかりやすかったです。

・質問された絵を明るくすること (ハ イライ ト機能)で興味関心を引きつけるとともに思考を焦点化

することができ、その分、会話に集中できたと思う。拡大できると更に良い。

・タブレットを利用して教師が生徒のポスターを映すように移動できれば、より多くの生徒を取 り上

げることができると思う。

・生徒に書画カメラや、電子黒板を操作させても面白いのではないか。
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(四)来年度への課題

①成果

生徒の手元にあるポスターを書画カメラで撮ってデジタル黒板へ大きく写し出すことで、画用紙

に書いた物で発表するのとは明らかに違い、生き生きと意欲的に取 り組む姿勢が見られた。 ICT

機器には生徒の心情を引きつけるものがある。この意欲の高まりを、考えを即座に英語で伝えられ

る力を育てるために、デジタリレ黒板などの ICT機器は、かなりの威力をもっていると感じる。

②課題

デジタル黒板や書画カメラを用いた授業であつたが、常に、どの教科でも毎時間気軽に使ってい

るものではない。教科によっては小さなサイズの教室のディスプレイに、パソコンや DVDプレー

ヤー、手持ちの書画カメラなどからの画像や動画を映し出して授業をする場合も時にはある。現在

のデジタル黒板は重く、場所を取り,学校に 1台 しか無く、環境がまだ整っていないのも事実だ。

また、タブレットPCは、本校には生徒用 6台が有るが、特に良く使っている体育科以外は、あ

まり使っていない。

今後、タブレットPC、 デジタル黒板などの ICT機器を、多くの教科で気軽に使っていけるように、

環境を整えて、各教科で付ける力を更につけていけるような活用方法を思考錯誤していく必要があ

る。

二 平成29年度 関東甲信越・視聴覚教育研究大会 長野大会

兼 第49回長野県視覚・放送・情報教育研究大会

平成 29年度 関東甲信越・視聴覚教育研究大会 長野大会 兼 第 49回長野県視覚・放送・情報教

育研究大会が、平成 29年 10月 27日 (金 )、 諏訪市文化センターを全体会場、諏訪市内の幼稚園、小・

中学校、高等学校を公開授業・授業研究会場として開催されました。下伊那地域からも多数の先生方が

参加し、活発な意見交換が行われました。

大会主題 :『 自ら考え、自ら学び、未来を切 り拓 く子どもの育成』

～豊かな越と確かな学びを育む教育メディアの活用～

○参加者の声

飯田市立緑ヶ丘中学校 大澤 幸弘

関東甲信越放送・視聴覚教育研究大会に参加しました。私は、上諏訪中学校で行われた美術の公開

授業を参観させていただきました。ここでの授業は「作品や友との関わりから表現力を高めていく授

業作りはどうあったらよいか」をテーマに、「フォトHAIKU」 を題材にした実践をみさせていただき

ました。生徒が 3年間の自分だけの思い出を俳旬に表し、その俳句と合わせて、写真とともに表現す

る場面で、魅力的に表現するためにどうすればよいのかを、お互い深めあっていた。

午後は、東京都板橋区立中台中学校の研究実践報告をお聞きしました。校舎新築に合わせて、教科

センター方式にカリキュラムを編成して、ICTを活用した授業実践が行われていました。教科センター
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方式とは、各教科が 「専用教室」を持ち、生徒が時間割に合わせて移動する方式です。教科の特性に

合わせた環境づくりができ、学年を超えた蓄積、伝達など、多様な学習形態が可能になります。授業

や自習に使える 「メディアスペース」や教材開発や教科の専門性の研究を行う「教科ステーション」、

この 3つの場所が教科ゾーンとなり、生徒が主体的で協働的に学習を深めるアクティブラーニングが

実践されていました。ICTに 関してもタブレットや電子黒板を大々的に使うことが目的ではなく、気

軽に使って、習得効果を上げる実践ばかりでした。NHK for schoolの番組を有効に使う実践もたくさ

ん紹介されました。今回の研究大会に参加して、情報機器を使うために授業を構成するのではなく、

生徒にとって、電子デバイスをどう使えば有効にはたらくかを考えなければならないと再認識できま

した。今後も研修会に参加し、ICT活用の有効な実践を学んでいきたいと考えます。

三 第 28回視聴覚基礎実技講習会

<授業 にお ける ICT活用 講 座  ～協 働 して制 作 す るた め の iCT機器 利 用・タ ブ レッ

トPCを利 用 して ま とめ を効 率 よ く～ >

・期 日  8月 2日 (水 )

・場 所  豊丘村立豊丘南小学校 PC室

・参加者  16名
今年度の 「情報・視聴覚基礎実技講習会」は豊丘南小学校を会場にして、ICT機器を利用した教

材作成や効果的な提示の仕方と、学習のまとめを全員で効率よく行なうための ICT機器やソフト

の活用について研修を行いました。

講習会前半では、①児童生徒が見やすい教材提示のためのポイントと、より効果的な画面レイア

ウトについて、② Google Driveを利用した協働学習のさせ方について、具体的にパソコンを使い

ながら学びました。後半は③全員が同時に書きこみ、閲覧できる “コラボノー ト"を使ったまとめ

方を体験しました。

前述の①②の内容については総合教育センターの赤羽専門主事を講師に、③の内容については

JR四国コムウェア金子氏を講師に研修をしました。

①表や図を拡大表示し、着目して見せたいところを電子黒板の画面いつぱいに拡大する簡単な方法

や、pdfフ ァイルとして保存することでより見やすく拡大する方法、児童 。生徒に配布したプリン

トと電子黒板の画面のレイアウトをそろえて、すっきり見やすく提示できるようにするコツについ

て学びました。普段何気なく提示してしまう図表でも、画面のどの位置に置くと見やすいかという

ことについて例をあげて教えていただきました。児童 。生徒の手元にプリントがある場合には、そ

のプリントと同じ配置にして画面上に図表を配置するだけで、画面と手元のプリントとの垣根がな

くなることが感じられると同時に Widowsの 全画面表示の機能を利用することで画面がすつきり

とし見やすくなる、ということを参加者全員が感じることができる体験をしました。

②Google Driveの サービスを利用することで、入力した内容が全員のパソコン画面上にリアルタイ

ムで反映されていく機能を使っての、協働的なグループ学習の仕組み方について学びました。入力

をしたものがリアルタイムに各自のパソコンに反映されるため、その場で意見交換ができる良さが

ありました。ICT機器や各種サービスを活用することで、教師が児童・生徒の考えをつかみやすく

なるだけでなく、教師をなかだちにしない学習を成立させることができ、より深い学びの場や時間

の提供ができる可能性を感じました。
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③「コラボノー ト」は、大きな模造紙にみんなで意見を書き込んで行く、というイメージの作業をパ

ソコン上で一斉にでき、互いにそれを確認もできるソフトです。校内のサーバーで完結している分

セキュリティや情報漏洩の心配が少なく、安心感もありました。

参加者からは、「参考になった。来年もまた参加したい」「PDFで教材をつくつてすぐに活用し

たい」「理科の授業で使ってみたい」「どう授業に使うか話しあいたかった」「2日 間にかけてや り

たい内容だつた」と、前向きな感想が寄せられました。

講習会後、最新のデジタル ドリルソフトを体験する時間もあり、中身の濃い講習となりました。

情報視聴覚委員会では、今後もニーズにあった講習会を計画していきたいと考えます。

(豊丘南小学校 田中 崇 )
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四 ライブラリーの充実とホームページの利用

(…
…

) ライブラリー ビデオソフトの購入

(二)ホームページ

平成 23年 5月 より、現在の公益社団法人下伊那教育会ホームベージがスター トし、約 6年半が経

過しました。このホームベージにアクセスした数は、今年 1月 末までにおよそ 73万 4千件になります。

昨年度 1月 末の時点で、約 62万件のアクセスがありましたので、この 1年間だけでもおよそ 11万

件の訪間がありました。近年公開したページには、ベージごとにカウンターを設け、それぞれのベー

ジに訪れた人数がわかるようにしてあります。昨年度同様関心が高いページは、11月 に行われる「郡

総合展覧会」や 1月 に行われている「郷土調査部研究発表会」、2月 に行われる 「教科等研究まとめの

会」、さらに、各部委員会の活動計画や活動報告や夏に行われる「夏季研修講座」などです。これらのペー

ジは、多くの先生や地域の人たちの関心が高く、興味をもって見ていただけているのではないかと思

われます。今後も、さらに多くの人に情報を提供していけるよう、魅力あるホームページ作 りを目指

していきたいと考えています。

番号 タイ トリレ 分野 時 対象

1852 サヤカと自転車との約束 安全 18 /Jヽ

1853 あさりちゃんの自転車安全教室 安全 10 /Jヽ

1854 のぶながくんのみんなで約束火の用心 安全 10 幼、小低

1855 目指せ !災害に強いまち
安全
防災

21
小高、中
大人

1856 え !こ れも人権 ?
同和
人権

30
小高、
中

1857 風かよう道 人権 35 中

1858 生活の中の人権 人権 22 中

1859 月の輪グマ
語
徳

国
道

22 /Jヽ

1860 てくてく冒険家永瀬忠志アフリカを行く 道徳 35 小、中

1861 まんが日本史⑦ 社会 24 /1ヽ

1862 まんが日本史③ 社会 24 /Jヽ

1863 まんが日本史⑨ 社会 24 /Jヽ

1864 新しい自転車の交通ルール
安全教育

特活
15 小高、中

1865 桃太郎の交通安全教室 安全教育 12 小低

1866 しまった !こ まった !だまされた !? 消費者教育 25 中

1867 同級生
人権
同和

30 中

1868 まんが日本史⑥ 社会 24 /」ヽ

1869 まんが日本史⑤ 社会 24 /Jヽ

1870 まんが日本史④ 社会 24 /1ヽ

1871 なぜ防げない !地球温暖化
環境教育

特活
20 /Jヽ

1872 地球温暖化対策 実現のカギは… 環境教育
特活家庭科

21 中高

1873 ハルをさがして 道徳教育 Ｏ
υ

Ｏ
υ 中高
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が

下伊那視聴覚・情報教育研究大会は下伊那郡全体の発展を願いつつ地区ごとの輪番制で行ってきてお

ります。平成 25年度には第 45回長野県視覚・放送・情報教育研究大会下伊那大会と兼ねて座光寺小

学校・上郷小学校 。松尾小学校 。伊賀良小学校・山本小学校・飯田西中学校・旭ヶ丘中学校の 7校 (中部)、

平成 26年度は阿南第一中学校。大下条小学校 (南部 )、 平成 27年度は阿智中学校・阿智第二小学校 (西

部 )、 平成 28年度は松川町立松川中学校・松川中央小学校 (北部 )と 回を重ねてきました。 60回目

の節目を迎えた今年度の大会は、大会主題を「『広い視野を持ち、新しい文化を築く心豊かな人間の育

成を目指して』～教育メディアの効果的な活用を通して～」とし、飯田市立三穂小学校・竜峡中学校 (中

部)を会場にして行われました。三穂小学校では飯田市内でも先行的に機器が導入されており、タブレッ

トPCを児童が道具として活用しながら、お互いに考えを深め合っていく姿を見せて頂きました。また、

竜峡中学校では実物投影機を効果的に活用して視覚情報を用いたコミュニケーションの場面を見せて頂

きました。今後これらの機器が導入されてくる学校にとって、どう利用していくのが子どもたちにとっ

て役に立つのかを知るための貴重な機会になったと感じます。

また、本年度は、大会行事を飯田市が検証している遠隔授業システムを用いて 2つの会場をネット中

継する様式で実施し、山間地が多く児童生徒数が減つてきている下伊那郡における ICT利用の一形態

も体験して頂くことができました。大会当日は 90名を超える先生方にご参加いただき、公開授業・授

業研究会等から大会テーマに関連して、多くの示唆を得ることができ、有意義な研究会となりました。

ご協力いただきました飯田市教育委員会をはじめ、下伊那校長会、下伊那教育会、全校体制で研究に取

り組んでいただきました両校の先生方に深く感謝を申し上げます。さらに、研究会でご指導いただきま

した助言者の先生をはじめ、真摯にご討議くださいましたご参会の先生方に心よりお礼を申し上げます。

来年度は、売木小中学校を会場として、第 61回目となる大会が予定されております。下伊那の視聴

覚教育および情報教育の更なる充実と発展を期するものであります。

夏に行われた基礎実技講習会では「授業における ICT活用講座」と題して、総合教育センター情報

産業教育部の赤羽専門主事とJR四国コミュニケーションの金子所長を講師にお招きし、タブレットPC

やノー トパソコンを一人一台、または班で一台使って、効率的な学習ができる方法を教えて頂きました。

参加者からは 「とてもいい内容なので 2日 間に分けて受講したかつた」という感想があるほど、今後の

ICT機器の使い方について大きな示唆を頂くことができました。夏休みに入つてすぐの忙しいときで

はありましたが、運営に携わった身としてもより多くの方に受講して頂く価値のある講座だと感じまし

た。毎年少しずつ中身を変えながら時代に即した内容で講座を開催していきますので、来年度以降もよ

り多くの方に参加して頂きたいと考えます。

下伊那視聴覚教育協会、情報 。視聴覚委員会では、これら研究大会・基礎実技講座の運営やHPの

運営などにより、下伊那の情報教育・視聴覚教育発展のためにどのように関わつていけばよいか、より

よい方法を研究・推進しております。関係各位の皆様方にはこれからもご支援ご鞭撻のほどよろしくお

願いしたいと思います。

最後に、本委員会の活動をお支えいただきました皆様に、心より感謝申し上げます。

と
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平成 29年度 下伊那視聴覚教育協会組織

◇ 顧

牧 原   雅

会計監査委員

山 崎 嘉 英

大 蔵 和 幸

協  会 長

川 手 浩 司

副 協 会 長

有 賀   大

◇ 総 務

溝 上 美 明

究◇ 研

ホームページ

○溝 上 美 明

冨 田  寛

◇ 事 務 局

宮 澤 博 二

下伊那教育会長 (高陵中学校長)

下伊那教育会会計監査委員

下伊那教育会会計監査委員

喬木中学校長

遠山中学校教頭

松川中央小学校

三穂小学校

松川申学校

緑ヶ丘中学校

豊丘南小学校

三穂小学校   理科

豊丘南小学校  理科

緑ケ丘中学校  理科

鼎中学校 道徳・特別活動・総合

下久堅小学校

鼎中学校

竜峡中学校

松川中央小学校

下久堅小学校

協会ライプラリー

孝

史

弘

崇

信

雅

幸

田

浦

澤

中

武

山

大

田

孝

崇

弘

勝

信
　
　
幸

究

田

中

澤

木

制
武
田
大
鈴

番◇

寛

勝

隆良

一り

田

木

崎

ラプ

冨

鈴

宮

イラ◇
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