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もう少し自己紹介



北海道旭川農業高等学校

①農業科学科

②食品科学科

③森林科学科

④生活科学科



卒業生の進路(令和３年度)
大学・短期大学　　　23人

各種専門学校　　　　48人

公務員(自衛隊含む)　  21人

民間就職　　　　　　63人



本日のゴール
①授業実践発表を共有してもらい、新しい授　　業
実践のヒントを持ち帰っていただきたい。

②ＩＣＴの活用例・紹介・利点および課題に　つい
て理解を深める。

④ICT活用にともなう課題の共有「観る」につい　て
考える。

③個別最適な学びと協働的な学びを考える。



　研究テーマ

　「ＩＣＴを活用した

　　　　体育における反転学習」



そこで

　　ＩＣＴを活用して、授業実践に着手。

どうしてこのテーマ設定にしたのか

②体育の授業を、教師が「教える」授業スタイルから変えていき
たいと考えていた。

①ＩＣＴを活用した授業実践について発表依頼。

③ICT機器の活用により運動がもっとできるようになり、運動
好きな生徒を増やしたいと考えた。



対象生徒　　１年生１６４名

実践時期　　４月入学後から開始

体育科　　　本校教諭３名により協力体制のもと実施

生　　徒　　①携帯電話は校内では朝預かり体制
　　　　　　②携帯電話・ICT機器を活用
　　　　　　③コロナにともなうリモート授業は、４月　　　　　　　
からリアルタイムで授業と接続
　　　　　　



どうしてＩＣＴ機器を授業で使わなくて
はならないのか？

先日、実施されたGIGAスクール研修会で使用され
たデーターを活用し、少しだけ復習。



⚫ Society 5.0 時代に生きる子供たちにとって、PC 端
末は鉛筆やノートと並ぶマストアイテムです。

⚫ 今や、仕事でも家庭でも、社会のあらゆる場所で 
ICT の活用が日常のものとなっています。

⚫ 社会を生き抜く力を育み、子
供たちの可能性を広げる場所
である学校が、時代に取り残さ
れ、世界からも遅れたままでは
いられません。

元文部科学大臣
萩生田　光一　氏

出典:『子供たち一人ひとりに個別最適化され、創
造性を育む教育 ICT 環境の実現に向けて~令和
時代のスタンダードとしての1人1台端末環境~≪
文部科学大臣メッセージ≫
(令和元年12 月 19 日)



 この意図するところは、今回のGIGAスクール構想が
ICTという「新しいものが追加される」
というよりも、世の中では当たり前だが学校では「足り
なかった」ICTを取り入れ、学校でも
「世の中に追いつく」と捉えた方がより正しいと思いま
す。

出典:高谷浩樹 「高谷氏が語る(前編)——いま一度立ち返る
GIGAスクール構想の理念」



とはいえ
何をどう使う？

誰が教えてくれるのか

いつ学ぶ機会「時間」の確保をしてくれるのか？

実践する余裕がない・・

一番は教員に余裕
「時間」がない！



今回活用したのは



Ｒ４
　４月　１学年BYOD導入を保護者へ説明
　９月　授業で一斉に活用を開始(各教科の努力)
１２月　開始から４か月。生徒の活用は日々成長　
　２月　授業実践校内研修会を実施予定(教員の互いに学びあう場を確保)

Ｒ３
①委員会において、ＢＹＯＤへの準備
②市内中学校数校へ、ICT活用した授業実践の視察
③コロナ禍において、いち早くリモート授業を導入
④有志によるＩＣＴを学ぶ研修会を数回実施し、教員の学びと　　機器へ
の理解を深めた

学校としての動きと取り組み



体育科におけるＩＣＴの活用例

⑤動画撮影。google driveへの保存・提出・振り返　　りに
活用（一斉テストの必要性の是非）

②保健・体育授業において、情報検索・課題解決のツール　　　とし
て活用(グループディスカッション・レポート作成ほか)

④google forms　を活用し、生徒へのアンケート
　体育理論・保健小テスト・期末テスト実施(１年生のみ)

 ③google スライド　を活用し、黒板を使わずプロジェク　ターで
授業。データーも生徒へ配信

①Google　classroom　を積極的に活用し、クラス　ごと
にroomを作成・活用(活用方法は後述)



      ①活用例　　「反転学習」
    Google　classroom　を活用し、クラスごとにroom
   を作成・活用

         「体育」
    学習内容を事前に動画で配信・予習（イメージ作り）
  ⇒        授業は実践・互いに教えあい 
  ⇒        動きのポイントを質問など



https://docs.google.com/file/d/1LKGj4RahINW6BpgU0H0N1aQbYGZucgh7/preview


4月　陸上競技「投擲　＝　ジャベリックスロー」　の授業

①初めてやる生徒も多い
　⇒　時間短縮・イメージ共有CLASS　ROOM　動画配信

②授業前に動画を見てポイントも少し理解して授業に参加

③イメージはあるので、説明がなくてもグループ毎に練習はでき
る。もちろん、他の安全指導など　は必要

④Classroomにリンクがあるのでいつでも見ることができる



ユーチューブMORIピッチングラボ&もり鍼灸整骨院　@mori8597

チャンネル登録者数  2.64万人https://youtu.be/VWHHp6iN8MI













生徒が見やすい
ように時間は３分
程度の短いもの
を選ぶようにする

ユーチューブ　　smart throwers
@smartthrowers

チャンネル登録者数 848人https://youtu.be/QKLvGKJmi30

http://www.youtube.com/watch?v=QKLvGKJmi30


活用からみえたメリット

class room を活用し、次の授業でこうなってほし

い練習動画や動きについて事前に予習しておい

てもらうことでイメージが出来上がった状態で授

業ができる。「グループ内で互いに教えあったりす

る学習にも影響」



「反転学習」　保健

①生徒は授業前に、classroomで教師から配信された　
動画を視聴し学習の見通しをもち内容を理解して　くる。
（グループディスカション）

②GDの授業は、動画で知識を得ているため、互いに　意
見を交換する時間から答えを導くまで行う。

メリット　　授業においてディスカッションに　　　　　　　
フォーカスして授業が取り組める





ニュース 24時間@user-ye6qz2pn7r

チャンネル登録者数 20人https://youtu.be/iygMkzHG6fc

http://www.youtube.com/watch?v=iygMkzHG6fc


次の授業はグループディスカッショ
ンです。予習動画を視聴して参加
すること

授業は　「ディスカッション」

知識が先に頭に入っているので、議論するうえでス
ムーズに行うことができる



②活用例

google スライド　を活用し、黒板を使わ
ずプロジェクターで授業。
データーも生徒へ配信





２年生の保健授業で作成・使用したスライド
をご覧ください。

４　妊娠・出産と健康



①見せたい動画・写真の編集が簡単に作成可能！！

②classroomを活用し、授業で使用したスライドを共有。
　ノートも併用。
③classroomを活用し、動画をみせた感想などを提出させ
　評価させることも可能。

活用によるメリット

④作成したデーターはインターネットドライブ上にあるた　め、いつ
でもどこでも開ける。データーの持ち運び不要。



③活用例

google forms　を活用し、生徒へのアンケート体
育理論・保健小テスト・期末テスト実施(１年生の
み)



１年生の保健授業で使用した単元テストをご
覧ください。

　　飲酒・喫煙・薬物乱用編



①採点業務がなくなる。点数はスプレットシートが作成さ　れ、
エクセルデーターに落とし込める。

活用によるメリット

②間違った点・解答・点数をリアルタイムに生徒へ開示できる

③写真・図を入れられ、紙や印刷の手間コストカットできる

課題
①作成の手間（1度作れば、コピーできるので時間短縮）
②カンニング対策と監督の立ち位置



先生はどこでテスト監督すべき
なのか？



④活用例

体育授業で動画撮影。
マット運動、陸上競技、球技google 
driveへの保存・提出
振り返りに活用
（一斉テストの必要性の是非）



よくあるマット技能試験（全員の前で発表）

https://docs.google.com/file/d/1Pnw9pVi9tFmcTaB2HHDwuybmb2s4V-iu/preview


技能試験を全員の前でやる
　　　　　メリットもあるが
⇒　運動が苦手な生徒にとってこの瞬間は、ものすごく嫌な時間
　　失敗をみんなに見られる。「自信を失う時間」失敗を笑うも　　のはい
ないが・・
　　これが嫌で欠席する生徒がいたのは事実・・

挑戦する心や姿勢が大切だが、失敗を恐れ簡単にでき
る種目の選択やチャレンジしない傾向にある









次の練習する動画をユーチュー
ブで検索してきた生徒



毎回授業の最後に
練習の取り組み成果「動画」を撮影・提出・自己
評価・振り返りを記載して提出。

生徒の出来具合、感情、完成度、課題発見
改善点、どのような練習をしたらよいか考え
調べ、提出する

全員での技能試験はいらない！時
間も有効活用できる

メリットが大きい！



令和３年答申では、目指すべき新しい時代の学校教育の姿として「全
ての子供たちの可能性を引き出 す、個別最適な学びと、協働的な学
びの実現」が提言されました。

個別最適な学び 

令和３年答申では以下のとおり、「個別最適な学び」について「指導の
個別化」と「学習の個性化」に整理されており、児童生徒が自己調整し
ながら学習を進めていくことができるよう指導することの重要性が指摘
されています。

まさに　
「このやり取りが個別の指導」



さらなる　教師にとっても大きなメリット

授業の中ですべての生徒の細かな動きを見ることはできない

生徒の細かな感情・つまずきを、これで理解・把握
できるようになったので、次の授業で声かけや個別
の指導ができた



課題もある

生徒１人１人の動画やコメントを読み評価
して返信すのには、時間がかかる！！！
しかも、ネット環境の
悪さによりその時間は
倍増する。





振り返り（省察・内省）
ICTを活用することで

①振り返りをデーターで集　
約できる。

②集約した振り返りを
　生徒と共有できる
「見える化」が可能



動画を活用し、振り返りも細か
くやり取りしていったが
何かおかしい・・・



動画を観て改善点を挙げてく
るのだが、こちらの求めてい
るような改善点は出てこない
し、むしろ観てるポイントが何
か変だ？？

動画を観る力がない？
動画をどう見たらいいの
か分かっているのか？勝
手に分かっていると思い
込んでいる？

動画は分かりやすい
よ。先生
でも・・・
本当のポイントはど
こ？



生徒によく動画を見せたり、撮影した動画を振り
返りをさせるため視聴させ振り返りをする。果た
して生徒はどのような「視点」で動画を見ている
のか？

動画を活用することで、生徒は運動
がさらにできるようになるのか？



授業実践開発研究 第 11 巻（2018） 31

 VR を用いて「他者観察」を行わせる授業の開発
 ―バレーボールの授業実践から― 竹内 正樹 千葉
大学大学院学教育学研究科修士課程

答えは、この論文が教えてくれました



学校の体育の授業での ICT 機器の活用の多くは
「運動観察」を行っている。特にその多くは「運動観
察」の 中でも「他者観察」を行っている。しかし「他
者観察」は、学習対象となる運動の初学者にとって
難しい行為で あり、またその結果を自身の運動改
善にうまく反映できないということが見られる。その
理由として観察する運動を第三者の視点でしかと
らえることができないことが問題だと考える。



「他者観察」において重要なのは
学習者が対象となる運動徴表、特に修正すべき箇所を
「「見 抜け」るか」ということである。

見る行為と見抜く行為 の違いは
運動者の動きの修正すべき点に気づくか否かである。修
正すべき点に気づくためには取り組む運動についての知
識が必要である。学習者が運動徴表を見抜くために、金
子ら(1990)は以下のように述べている

結　　論



自分の運動を撮影して動画をみて、改善点を見つ
け改善に繋げ運動技能が向上するかといえばこ
れはできないといえる。

なぜなら、視覚的に理解できても、自分の四肢の
運動感覚を獲得できて
いないことが大きな原因で
ある。
全員ではないが。



最後に
生徒のＩＣＴへの対応は、想像以上に早いスピードです。
１番の課題は、使用する教員側の学びと使えるようにな
る経験値かと思います。

体育における、ＩＣＴを使用した授業の発展の可能性
はまだまだこれからだと思いますが
教師も生徒の成長に寄与できるよう日々学んでいき
ましょう。



このような発表の機会をいただき
感謝申し上げます。
ご清聴ありがとうございました。
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