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ＩＣＴ夢コンテスト 実践事例応募用紙
※この応募フォーマットはホームページよりダウンロードしてください。
類似のコンテストに入賞歴の無い事例が対象です。有無を右欄に記入ください。
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この実践事例は下の要素の何々を含んでいますか。該当する項目の左に ● を記入してください。複数選択可です。
効果的な授業
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児童生徒の資質・能力向上

教員研修

●

校務の情報化
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保護者や地域への情報発信

ICT 環境整備
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保護者や地域による学校支援
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通級指導教室・特別支援学級
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ヒグチ ユウ
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氏名漢字，職 名，氏名カナ，
学校又は団体名(実践時) 上記と異
なる場合のみ記入
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※連名での応募も可
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ICT 夢コンテストの今回を含む応募回数（応募者）
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学校や団体への所属年数(応募者)

地域での児童生徒学習支援
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小学校

●

）

学校又は団体名（実践時） 山梨学院小学校
団体種（校種，NPO 等）

ICT 活用指導力向上
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●

実践事例タイトル（30 文
字以内・ｻﾌﾞﾀｲﾄﾙ無し）

ＡＲ＆ＱＲコード搭載ロボットを活用したコロナ時代の異学年交流

教科もしくは分野

算数 / 異学年交流 / 特別活動

対象者（学年・他）

６学年

実践場所
（PC 教室，体育館等）

教室・オープンスペース

実践時期

７月

・タブレット PC ・QR コードリーダ

実践の特長（先進性，普及性）
をどちらか一つ選択
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ト

拡大図と縮図（6 年）たし算（1 年）、か
け算（2 年）わり算（3 年）、いろいろな
四角形（4 年） 分数（5 年）
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活用した ICT 機器，
教材，環境等

教科の単元がわかる
場合（複数可）

ー・AR 作成アプリ（Life print）

※該当する項目の左に●を記入

●

先進性
普及性
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アンケートをお願いします。
コンテスト企画運営の参考にさせて頂きます。番号を「番号記入欄」に記入してください。複数記入可です。
（問）本コンテストをどのようにお知りになりましたか。
（回答群）①案内ポスター ②案内チラシ ③事務局メール ④新聞等のニュース媒体から ⑤前から知っている
⑥教育委員会からの紹介 ⑦上司や友人・所属団体からの紹介 ⑧JAPET&CEC ホームページより
①

②

⑤

⑦

⑧
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番号記入欄

※１：連名の場合，
「応募者」は自ら実践し自ら事例を執筆したご本人とし，かつ事務局からの直接の連絡先としてくだ
さい（実践の際の監修者や上司，自治体・学校等の協力者などを「応募者」とはしないでください）
。
※２：連絡先住所は，事務局からの郵送物を受け取れる住所をご記述ください。また，E-mail 及び電話番号は，事務局か
ら連絡を取らせていただけるものをご記述ください。
・１頁目表紙（応募者情報）のフォーマットの変更は，ご遠慮ください。
・応募事例の図や写真データの組み込みは自由です。参照ＵＲＬは不可です。
・表紙記述１頁と実践事例内容記述２頁以内，計３頁以内で纏めてください。それ以上は受理できません。
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実践の概要
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参

Q R コード
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算数 「拡 大図 ・縮 図」 で作 成
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（１）ICT 活用の目的とねらい
本実践は 2020 年 7 月に行った実践である。新型コロナウイルスの流行
により，マスクの着用，ソーシャルディスタンスの徹底など，“新しい生
活様式”に則った学習活動を送る状況が続いている。子どもたち同士の協
働学習の場面も減り，文部科学省が掲げる「対話的で深い学び」について
も実施が難しい状況にあり，授業作りにより一層の工夫が必要だ。
また,同時に本校で例年行っていた異学年交流授業（高学年の児童が低
学年の児童に学習を教えに行くという内容）が実施できない状況に苦慮し
ていた。
そこで本実践では小学校 6 年生の算数「拡大図と縮図」の学習で作成し
た拡大ロボットに AR 機能や QR コードを搭載して，6 年生が撮影した算数
授業動画をインターネット動画共有サービスを活用してプレゼントする
ことで，6 年児童の協働学習を推進し，異学年自動との親睦や絆を深める
ことを目的とし，本実践を設定した（写真１）。
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新型コロナウイルスの流行により，全国の学校では児童同士の協働学習や異学年交流は難しい状
況にある。そこで 6 年生の算数「拡大図と縮図」の学習でインターネット動画共有サービスを活用
した異学年交流授業を実施した。算数の学習で作成した“拡大ロボット”の顔にタブレットをかざ
すと動画が流れる AR 機能や，アンテナ部分に QR コードを搭載し，読み込むと 6 年生による算数の
授業動画が流れる仕掛けだ。それを各学年にプレゼントする“密を避けた”異学年交流授業である。
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（写真１）拡大ロボット
（２）実践の特長・工夫
【算数の学習としても魅力的な価値があることで普及性が生まれる】
この単元はあくまで算数の授業というこ
とが大前提である。拡大図と縮図の学習内
容としても魅力的な活動でなければ普及性
は生まれない。そこで算数的にも教科書＋
αの価値を持たせた。一般的に教科書にあ
るような平面図形をノートに作図をするだ
けの学習にとどまらず，コンパスと定規を
（写真 2）ロボットを拡大している様子
使って，正確な作図による拡大ロボットを
作成する中で，空間的な思考力と活用力の育成を目指した。具体的にはまずもとになるロボットを
展開図から作り，それを５倍，１０倍に拡大する（写真 2）。ロボットの手やアンテナの形は円と
おうぎ形を組み合わせた形なので，教科書の枠を越えた発展的なレベルだが，子どもたちは円の直
径をヒントに拡大する方法を見つけることができた。
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【アナログ感＋AR 機能＋QR コードを組み合わせることで独創性と先進性の新しい価値を生む】
完成した動画が組み込まれたロボット
を１年生にプレゼントした時のことであ
る。（写真 3・4）6 年生が持ってきた手作
りの不思議なロボットが１年生の「心を
掴み」，ロボットにタブレットをかざすと
動き出す AR 機能で「驚きとワクワク」を
与え，QR コードを活用した授業動画で「学
ぶ楽しさ」を伝える。見るからに手作りの
（写真 4）1 年生にプレゼント
アナログなロボットに施された ICT を活 （写真 3）授業動画の撮影
用した様々な仕掛けによって楽しい学び
の場を演出することができた。
QR コードや AR 機能も今やスマートフォン１つで簡単に作成と読み取りができる。この身近で世
の中に普及している機能を，教科学習の場面に組み合わせて活用することで独創性と先進性の新し
い価値が生まれる。
（３）実践の成果
【ICT が作り出すソーシャルディスタンス下での協働学習】
本実践では，ICT を活用することでソーシャルディスタンスを保ちながら協働学習を行うことが
できた場面が多くあった。実際に異学年交流で 1 年生に勉強を教えに行ったのは，6 年生ではなく
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（写真 5）Air Drop 機能で授業動画を共有する
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AR＆QR コード搭載のロボットであることは言うま
でもない。それ以外にも人と人とが一定の距離を
保ったまま活動することができた。例えば，授業
動画撮影時に子どもたちで動画を共有するときに
は，1 つのタブレットを数人で覗き込むのではなく
プロジェクターに写したり，Air Drop 機能を使っ
て動画を共有したりする場面も多く見られた（写
真 5）。様々な場所に置かれたロボットの QR コー
ドや AR をタブレットで読み込めば，好きな場所で
授業動画が視聴でき，密を避けた協働学習をする
ことができた。

参

【異学年交流を通して見えた絆の深まり】
異学年授業の際，1 年生は動画を見ながら「全部
できた」「6 年生おもしろい」「もっと他の動画も
見たい」と嬉しそうにしている姿が印象的だった。
活動後にお礼の手紙と手作りのしおりが 6 年生に
届けられ異学年児童と 6 年児童の親睦や絆を深め
るという目的を達成した場面だった（写真 6）。
「児
童会行事などできてないけど今回ようやく 6 年生
らしい事ができた」と誇らしげな表情が印象的だ
った。
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（写真６）1 年生からのプレゼント

（表２）授業動画作成のポイント
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【他者意識をもつ事でより良いコンテンツを生み出す】
ロボットに搭載する授業動画を
（表 1）撮影した動画内容一覧
撮影する場面である。視聴者に求め
られているコンテンツは何なのか，
それをリサーチするために，1 年生
から 5 年生の先生たちに聞き取り
をした。視聴者の立場，すなわち他
者意識をもった瞬間である。さらに
子どもたちに「いい授業動画ってど
んなの？」と問いかけると子どもたちは次のようにまとめていた。
（表２）自分たちの意図をもって ICT を活用した場面だった。
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【本実践の今後の可能性 ～子ども達のアイデアから考える～】
動画配信だけであれば，タブレット PC や QR コードを渡すだけ
でいいだろう。しかし，6 年生がロボットを届けに行った時の１年生の表情，AR 機能や QR コードを
読み込んだ時の驚きの表情が，ロボットを使うことの意味や ICT を活用する価値を証明していた。
また，子どもたちが ICT を活用した取り組みの新たな展開や可能性に気がつき始めていることは，
次の授業後のアンケートの記述からも伺える。
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【ICT 機器を活用した取り組みについてのアンケート（自由記述の一部より）】
・拡大したロボットがこんな形で活用できて，たくさんの１年生が喜んでくれてよかった。
・児童会活動のイベントの告知でも，AR 機能や QR コードを使いたい。
・プログラミング学習とコラボして，自分たちのロボットを動かしたい。
・美術の時間に作った作品にも AR 機能や QR コードをつけて作品紹介をしてみたい。
・児童会行事の「１年生を迎える会」や「運動会」などの行事もできずに，他の学年の友だちと
交流できていないけど，今回ようやく 6 年生らしいことができた。
・幼稚園の弟にも（家で）この授業動画を見せたい。

子どもたちは ICT を活用した取り組みの新たな展開や可能性に気がつき始めている。今後は，コ
ロナ禍で本実践では With コロナの時代に ICT を活用することで，人と人との距離を保ちながら，
協働学習や異学年交流をすることができた。新しい生活様式の状況下で，この実践をベースにして，
今後は通常実施が難しい「児童会活動での活用」やこれからさらに盛り上がりを見せていく「プロ
グラミング学習×教科学習×AR・QR 機能」での活用など利用の幅を広げていきたい。その中で子ど
もたちの ICT リテラシーを高めていきたい。
【本実践で使用した ICT 機器と使用したアプリ一覧】
i-Pad のカメラ/QR コード作成と読み込みアプリ/AR アプリ「Life Print」(画面をかざすとロボ
ットの顔部分に動画が流れる)/インターネット動画共有サービス（YouTube の限定公開）
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