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伊那市ICT活用教育推進センター伊那市の推進するICT活用教育

2020



伊那市　ICT活用教育　小中学校カリキュラム

１年

２年

３年

４年

５年

６年

中学生

写真撮影

動画撮影 写真への書き込み

ローマ字入力Keynote基本

折れ線グラフKeynote基本

プレゼンテーション

プレゼンテーション

プレゼンテーション

算数（多角形）

理科（電気の応用）

理科（計測）
技術・家庭（制御）

Scratch

micro:bit

micro:bit

viscuit

ScratchJr

Tynker

Box Island

学習活動の分類：C

学習活動の分類：A

プログラミング教育

ファイル操作

ファイル操作

ファイル操作

schoolTakt

schoolTakt

ピョンキー Scratch

主体的な学び 
対話的な学び 
深い学び

伊那市ICT活用教育推進センター



・Zoom を使った遠隔授業 
・schoolTaktを使った授業 
・Zoomとパワーポイントを併用した校長講話 
（インフルエンザ対策）

高遠中学校

伊那市ICT活用教育推進センター臨時休校措置に対応した伊那市の取り組み

2月
3月2日（臨時休校前日）
・HP 安心安全メール 電話 家庭訪問
・インターネットに接続できない家庭 不平等
・schoolTaktで健康観察の試行

3月３日～17日（臨時休校）
・健康観察 schoolTakt → 電話 → 家庭訪問
・受験生への学習支援schoolTakt アポ登校
・schoolTaktで受験生への応援メッセージ
・schoolTaktで「家庭でのZoom取扱説明」
・「Zoomで朝学活」（3月13日）
・「Zoomで卒業式」（3月18日）
・「Zoomで入学式」（4月  6日）



伊那市ICT活用教育推進センター臨時休校措置に対応した伊那市の取り組み
4月6日（入学式～再臨時休校）
・Zoom,schoolTakt 職員研修（異動）4月3日

・Zoom,schoolTakt 全校生徒に指導（4月8日）

4月10日～5月6日（再臨時休校）
・健康観察 schoolTakt → 電話 → 家庭訪問

・オンライン授業 校内職員研修会（4月15日）
・schoolTaktで学習教材配信（4月17日）

・「Zoomで朝学活」（毎週火曜日）

・「Zoomで入学式」（4月6日）

（YouTube限定配信・schoolTaktの併用）
・iPadの貸与開始（4月17日）

・「Zoomで朝学活」（4月28日/佐藤先生）
・オンライン授業 試行（4月30日）
（Zoom・schoolTaktの併用 同期・双方向）

伊那市内小中学校（推進センター）

・市長 教育長 ACT懇談（4月6日）
・家庭でのインターネット接続調査
・市内小中学校でのZoom研修
・市役所職員への学校アシスト研修
・市内全学級分のZoomアカウント
・iPad希望家庭への貸与

・小中学校でのZoom接続テスト
・司書会読み聞かせ配信 
（伊那市教育チャンネル　公開）

・オンライン授業研修会 
　　（4月22日～24日）
・オンライン授業研究会 
　　（4月27日～5月1日） 
　　※市内各小中学校での実践を交流 
　　　  Zoom・schoolTaktの併用

・schoolTaktで宿題配信（GW）



伊那市ICT活用教育推進センター臨時休校措置に対応した伊那市の取り組み

5月7日～5月22日（再々臨時休校）
・分散登校（1日）とオンライン授業（2日）

・オンライン授業　　　（5月12日・13日） 
　 Zoom学活  (15分) 
　３時間授業（30分）

・登校日　３時間授業　（5月11日）

伊那市内小中学校（推進センター）

・公開授業研究会（5月11日～）
・ICT活用教育研修会

・伊那市情報委員会（5月8日）

・質の高い学びを実現するICT
※上記は３年生の例１、２年生は1日づつずれる 
　学習内容については時間割とともに学習予定表として事前配布

※高遠中学校　生徒数150名　ネット環境がない生徒３名 
　接続率98％ 
　iPadの貸し出しは２０台程度（兄弟姉妹関係、スマホ）

※アフターコロナ、ウィズコロナの次の時代の



5.11〜5.15  ⾃宅・登校⽇の学習予定表 登校して「教室」での授業

8:45〜  9:15 9:45〜 10:15 10:45〜11:15 8:45〜  9:15 9:45〜 10:15 10:45〜11:15 8:45〜  9:15 9:45〜 10:15 10:45〜11:15 8:45〜  9:15 9:45〜 10:15 10:45〜11:15 8:45〜  9:15 9:45〜 10:15 10:45〜11:15

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

国  語（木工室） 英  語（木工室） 技  術（木工室） 社  会 数  学 体  育 国  語（PC室） 数  学（PC室） 社  会（PC室） 数  学（PC室） 美 術（PC室） 体  育（PC室） 国  語 英  語 理  科
堀米  大月  保科 佐藤  増澤  細江  堀米  増澤  佐藤  増澤  保科  細江  堀米 大月  先﨑 

・オリエンテーション

・教科書

「野原はうたう」

内容：オリエンテーション、ア

ルファベット、単語、Unit1
準備品：教科書、ノート、ファ

イル、配布したプリント

技術授業について

（オリエンテーション）

・教科書

・世界の人々（オリエ

ンテーション）　　・

教科書、地図帳、ビ

ジュアル地理

・「正の数・負の数の

加法」

・教科書

体つくり運動

・運動着

・教科書

「野原はうたう」

・「正の数・負の数の

加法」

・教科書

・緯度と経度　　　・

教科書、地図帳、ビ

ジュアル地理、ノート

・「正の数・負の数の

加法」

・教科書

美術授業について

（オリエンテーション）

・教科書・えんぴ

つ・白い紙

保健課題プリントの答

え合わせと解説

・教科書、課題プリン

ト、筆記用具

・教科書

「野原はうたう」

内容：Unit1
持ち物：教科書、ノー

ト、ファイル、配布し

たプリント

・オリエンテーション

・教科書
・「顕微鏡、⾝近な⽣
き物」

社  会（多目的） 数  学（多目的） 国  語（多目的） 理  科 英  語 国  語 体  育（学習室） 技  術（学習室） 数  学（学習室） 理  科（学習室） 国  語（学習室） 英  語（学習室） 社  会 数  学 体  育
佐藤  原洋  堀米  先﨑  大月  堀米  熊澤  保科 原洋  先﨑  堀米  大月  佐藤  原洋  熊澤  

・緯度と経度　　　・

教科書、地図帳、ビ

ジュアル地理、ノート

・教科書P23～28
　正負の数の加法

【準備品】教科書・授業用

ノート・筆記用具

・オリエンテーション

・教科書

「野原はうたう」

・オリエンテーション

・教科書
・「顕微鏡、⾝近な⽣
き物」

内容：アルファベッ

ト、単語、Unit1
持ち物：教科書、ノー

ト

・教科書

「野原はうたう」

保健課題プリントの答

え合わせと解説

・教科書、課題プリン

ト、筆記用具

技術授業について

（オリエンテーション）

・教科書

・教科書P23～28
　正負の数の加法

【準備品】教科書・授業用

ノート・筆記用具

・教科書、⾃主学習
・「顕微鏡、⾝近な⽣
き物」

・教科書

「野原はうたう」

内容：オリエンテーション、

Unit1
準備するもの：教科書、ノー

ト、ファイル、配布したプリン

ト

・色々な地図を見てみ

よう！　　　　　・教

科書、地図帳、ノート、ビ

ジュアル地理

・教科書P23～28
　正負の数の加法

【準備品】教科書・授業用

ノート・筆記用具

体つくり運動

・運動着

国  語（PC室） 英  語（PC室） 数  学（PC室） 家　庭（PC室） 社  会（PC室） 理  科（PC室） 国  語 社  会 英  語 数  学（木工室） 理  科（木工室） 社   会（木工室）数  学（木工室） 体  育（木工室） 国  語（木工室）
鬼頭  小川  原洋  大月 北澤  先﨑  鬼頭  北澤  小川  原洋  先﨑   北澤  原洋 細江  鬼頭  

「見えないだけ」

教科書・ワーク

内容：過去形

準備：1年の教科書
プリント・筆記用具

・教科書P19例1、例2
　いろいろな多項式の計算

【準備品】教科書・授業用ノー

ト・筆記用具

内容：オリエンテー

ション、衣服の役割

準備するもの：家庭科

ノート

教科書ｐ104～105「ヨーロッパ
人との出会い」

【準備品】教科書、資料集、筆

記用具

・教科書、⾃主学習
・教科書 p203〜「地
層から読み取る⼤地の
変化」

「アイスプラネット」

教科書・ワーク

教科書ｐ106～107「織田信長・
豊臣秀吉による統一事業」

【準備品】教科書、資料集、筆

記用具

内容：過去進行形

準備：2年の教科書
プリント・筆記用具

・教科書P19例3、P20例4
　いろいろな多項式の計算

【準備品】教科書・授業用ノー

ト・筆記用具

・教科書、⾃主学習
・教科書 p203〜「地
層から読み取る⼤地の
変化」

教科書ｐ108～109「兵農分離と
朝鮮侵略」

【準備品】教科書、資料集、筆

記用具

・教科書P20例5、例6
　いろいろな多項式の計算

【準備品】教科書・授業用ノー

ト・筆記用具

保健課題プリントの答

え合わせと解説

・教科書、課題プリン

ト、筆記用具

「アイスプラネット」

教科書・ワーク

社  会（学習室） 理  科（学習室） 英  語（学習室） 数  学（学習室） 国  語（学習室） 体  育（学習室） 理  科 数  学 国  語 理  科（多目的） 家  庭（多目的） 数  学（多目的） 社   会（多目的）音  楽（多目的） 英  語（多目的）
北澤  山﨑  小川  原洋  堀米  熊澤  山﨑  原洋  堀米  山﨑  大月 原洋 北澤 伊藤佳 小川  

教科書ｐ104～105「ヨーロッパ
人との出会い」

【準備品】教科書、資料集、筆

記用具

・教科書、⾃主学習
・教科書 p203〜「地
層から読み取る⼤地の
変化」

内容：過去形

準備：1年の教科書
プリント・筆記用具

・教科書P19例1、例2
　いろいろな多項式の計算

【準備品】教科書・授業用ノー

ト・筆記用具

・オリエンテーション

・教科書

「見えないだけ」

保健課題プリントの答

え合わせと解説

・教科書、課題プリン

ト、筆記用具

・教科書、⾃主学習
・教科書 p203〜「地
層から読み取る⼤地の
変化」

・２年の学習問題と解説

【準備品】教科書・授業用ノー

ト・筆記用具・リピート学習

・教科書

「見えないだけ」

・教科書、⾃主学習
・教科書 p203〜「地
層から読み取る⼤地の
変化」

内容：オリエンテーション、衣

服の役割

準備するもの：家庭科ノート

・教科書P19例3、P20例4
　いろいろな多項式の計算

【準備品】教科書・授業用ノー

ト・筆記用具

教科書ｐ106～107「織田信長・
豊臣秀吉による統一事業」

【準備品】教科書、資料集、筆

記用具

『覚えているかな？ビンゴゲー

ム』『翼をください』

【準備品】教科書23年上、筆記
用具、7日に配布するプリント

内容：過去進行形

準備：2年の教科書
プリント・筆記用具

体  育 数  学 国  語 英  語（木工室） 理  科（木工室） 国  語（木工室） 社  会（木工室） 体  育（木工室） 理  科（木工室） 社  会 英  語 理  科 数  学（PC室） 社  会（PC室） 技術（PC室）
細江  増澤  鬼頭  小川  山﨑  鬼頭  北澤  細江  山﨑  北澤  小川  山﨑  増澤  北澤  保科

体つくり運動

・運動着

・教科書(p.12～
17)までの復習
・教科書

「春に」

・教科書

内容：受け身

準備：教科書

プリント・筆記用具

・⾃主学習 p106「実
験5 電熱線の発熱量」

「春に」

・教科書,ワーク

教科書ｐ198～199「第一次世界
大戦」

【準備品】教科書、資料集、筆

記用具

保健課題プリントの答

え合わせと解説

・教科書、課題プリン

ト、筆記用具

・⾃主学習 p106「実
験5 電熱線の発熱量」

教科書ｐ200～201「ロシア革
命」

【準備品】教科書、資料集、筆

記用具

内容：現在完了

準備：教科書

筆記用具

・⾃主学習 p106「実
験5 電熱線の発熱量」

・「乗法の公式」

・教科書

教科書ｐ202～203「国際協調の
高まり」

【準備品】教科書、資料集、筆

記用具

金属加工デザイン　　

（キーホルダー製作）

・教科書、筆記用具

数  学 社  会 理  科 体  育（多目的） 英  語（多目的） 美  術（多目的） 社  会（多目的） 英  語（多目的） 数  学（多目的） 国  語 体  育 英  語 理  科（学習室） 国  語（学習室） 家庭（学習室）
増澤  佐藤  先﨑  細江  小川  保科  佐藤  小川  増澤  鬼頭  細江  小川  先﨑  鬼頭  大月

・教科書(p.12～
17)までの復習
・教科書

教科書ｐ198～199「第一次世界
大戦」

【準備品】教科書、資料集、筆

記用具

・⾃主学習 p106「実
験5 電熱線の発熱量」

保健課題プリントの答

え合わせと解説

・教科書、課題プリン

ト、筆記用具

内容：受け身

準備：教科書

プリント・筆記用具

写生会について

（構図を考えよう）

・教科書、白い紙、え

んぴつ

教科書ｐ200～201「ロシア革
命」

【準備品】教科書、資料集、筆

記用具

内容：受け身

準備：教科書

プリント・筆記用具

・「乗法の公式」

・教科書

「春に」

・教科書

体つくり運動

・運動着

内容：現在完了

準備：教科書

筆記用具

・⾃主学習 p106「実
験5 電熱線の発熱量」

「春に」

・教科書,ワーク

内容：オリエンテーション、消

費生活、契約について

準備するもの：家庭科ノート

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

教科 生活 生活 生活 生活 生活 生活 生活 生活 生活 生活 生活 生活 生活 生活 生活

担当 保科 伊藤佳 細江 伊藤佳 熊澤 伊藤佳 伊藤佳 伊藤佳 保科 伊藤佳 伊藤佳 熊澤 保科 堀米 伊藤佳

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
やますそ2組 担当 山﨑 熊澤 北澤 増澤 鬼頭 山﨑 大月 先﨑 大月 熊澤 佐藤 鬼頭 熊澤 山﨑 佐藤

○木工室

○多目的

○ＰＣ室

○学習室

○ＰＣ室

○学習室

○ＰＣ室

○木工室

○多目的

○木工室

○多目的 ○多目的

○木工室

○学習室○多目的

○ＰＣ室

○学習室

○ＰＣ室

○学習室

5⽉11⽇（⽉） 5⽉12⽇（⽕） 5⽉13⽇（⽔） 5⽉14⽇（⽊） 5⽉15⽇（⾦）
３年生 1年⽣

Zoom学習

学習内容・準備品

SNO

Zoom学習

学習内容・準備品

３年２組

SNO

やますそ

１組

登校学年

学習時間

3年⽣ 1年⽣ 2年⽣

○木工室

　　伊那市立高遠中学校

３年１組

校時

１年１組

１年２組

２年１組

２年２組

Zoom学習

学習内容・準備品

Zoom学習

学習内容・準備品

Zoom学習

学習内容・準備品

Zoom学習

学習内容・準備品

月・日

伊那市立高遠中学校臨時休校措置に対応した高遠中学校の取り組み



オンライン授業を 

どのようにして成立させるのか

伊那市での臨時休業期間における取り組み
伊那市ICT活用教育推進センター



非同期 同期

一
方
向

双
方
向

YouTube 
限定・公開

特定・不特定多数に一方的に教材を送る。 
受け手はいつでもみられる。 
誰がみたかはわからない。

学校HP

メール

schoolTakt 
(Web授業支援ソフト）

特定の児童・生徒に教材を送る。 
受け手はいつでもみられる。 
教材を通したやりとりができる。

テレビ会議

Zoom 
（講義）

送り手と受け手は同時刻にやり取りする。 
講義が主の場合には一方向になることも

Zoom
送り手と受け手は同時刻にやり取りする。 
チャットなどで即時に意思を伝えることも 
やり取りの制御には慣れが必要。

伊那市ICT活用教育推進センター遠隔学習のパターン



オンライン授業を 

成立させるための課題は

伊那市での臨時休業期間における取り組み
伊那市ICT活用教育推進センター



伊那市ICT活用教育推進センター取り組みを振り返って

家庭での環境整備

インターネット接続可能 不可能

パソコン 
・カメラ 
・マイク

タブレット スマートフォン

iPad貸し出し

80% 20%

24%



伊那市ICT活用教育推進センターウィズコロナ・アフターコロナ

ウィズコロナ

アフターコロナ

・一斉授業（詰め込み教育）→ICTを活用した効率化・ICT不要

・オンライン授業との併用

そもそも、ICTを活用してどのような教育を実現しようとしたのか

・学校と家庭での環境整備

・ICTを活用した教育の効率化と高度化



伊那市ICT活用教育推進センター今後のICT活用教育のあり方

ウィズコロナ・アフターコロナ

オンラインの活用（遠隔教育）

・先生方の指導力向上

・オンライン授業との併用

ICTをどう教育に活用していくのか

学校と家庭での環境整備

・院内学級や不登校の児童生徒に対する学習支援

お手本となる授業の参観

初任者の授業への支援

・ 学びの改革主体的・対話的で深い学びの実現


