
DO-IT Japanスクール
プログラム
実践報告

板橋区⽴蓮根第⼆⼩学校 巡回指導教員 ⾚池 睦⼦
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板橋区⽴蓮根第⼆⼩学校
・都営三⽥線 蓮根駅より 徒歩 ７分程度
都営三⽥線 ⻄台駅より 徒歩 ６分程度
・１９７８年（昭和５３年）4⽉
板橋区⽴蓮根第⼆⼩学校 開校
・２０１８年（平成３０年）
創⽴４０周年を迎える

・児童数 ︓ ５１８名
通常学級︓ １６学級

・本校は STEP UP教室 拠点校である
本校を含め ４校に巡回指導を⾏っている
（令和2年．３⽉現在）
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プログラムへ参加した
経緯①
◎巡回指導教員として指導をしていて、
読み書きに困難のある児童が多いな︖
どんな指導をしたらよいの︖
◎点つなぎ、⼝唱法を⾏っているだけで補えるの︖
と疑問

１⽇３０分漢字の
練習をしてもテス
トで思うように点
が取れません。

今までの治療的アプロー
チだけではいけない。
ＩＣＴの活⽤代替アプ
ローチが必要。



プログラムに参加した経緯②

対象児の ⺟より DO-IT 
Japanスクールプログラムへ参
加したいのですが・・・
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今までの疑問が解決
できるかも。
やってみましょう︕

ぼくも学び
たいな︕

校⻑先⽣

在籍学級担任

対象児Ａ⺟

対象児Ａ 特別⽀援教室
巡回指導教員

特別⽀援Ｃｏ



対象児Ａさんについて①〜経緯等
・⼩学校 ６年⽣

・⼩４年２学期から STEP UP教室（通級指導教室）へ
週１回 ２時間（⼩集団４５分+個別４５分）
⼩集団活動では、コミュニケーションの学習や運動動作の学習
個別学習では、ＳＳＴ学習と読み書き学習

・4年⽣のときに 読み書き困難等の理由から
⼀時不登校になった経緯あり

・⼩５より ハイブリッド・キッズに通塾
⼩４より 学校へタブレットを持ちこみ 学習に活⽤
⼩６ で ハイブリッド・キッズ全講習修了
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対象児Ａさんについて②〜趣味将来の夢等

・趣味︓ 拳銃コレクション
軍関係のことに興味あり
『ジョジョの奇妙な冒険』
『⻤滅の刃』 のアニメが好き

・将来の夢︓
⼩学校６年⽣ ４⽉時 パソコン関係の仕事かな︖
⼩学校６年⽣１２⽉時 ⾃衛隊 戦⾞の運転

・教員から⾒たＡさん︓
⼤⼈に対して礼儀正しく振舞える。優しい。素直。6



対象児Ａさんについて〜学校⽣活の様⼦
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読み
学年平均程度の漢字は
読めるが読みの速度が
遅い。

感覚過敏
アーレン（光過敏）があ
る。⽩⽤紙⿊⽂字での読
みが苦⼿。アーレンの眼
鏡は友達の⽬が気になり
使⽤できていない。

書き
板書を正しくノートに
書き写すことは苦⼿。
字形が整わない。ＩＰ
ＡＤを利⽤している。

授業態度
通常の学級では、
ＩＰＡＤを活⽤して
授業に参加している。

通級
積極的に参加。
やや落ち着きがない。
姿勢保持が苦⼿。

性格
優しい。
⾯倒くさがるところ
がある。マイペース。
礼儀正しい。

話す
学年平均程度の応
対ができる。

その他
好きなこと（モデルガン
コレクション、軍隊関係
のこと）夢は、⾃衛官
（戦⾞の操縦⼠）



アーレンシンドロームとは
u アーレンシンドロームとは︓
u ある波⻑の 光の感受性が⾼いために 起こる視知覚の困難。
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熊⾕恵⼦著
「アーレンシンド
ローム」より



個別指導計画の⽬標（Ａさん）１学期４⽉

・⾃分の苦⼿なことと得意なことを知り、学校⽣活を送れるようにする。
・⾔葉で説明する⼒の向上を図る。
・状況に応じたコミュニケーションができる。
・⾝の回りの整理整頓をする。
・姿勢の保持ができるようになる。
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DO-IT Japanスクールプログラム参加へ
（2019年７⽉25⽇（⽊）オリエンテーション

東京⼤学先端科学技術研究センターにて ）
⽬的︓
スクールプログラムは、協⼒企業と共に、学習に関するテクノロ
ジーやサービス、⽀援に関するノウハウを学校に届け、配慮のある
環境整備を⽬的としている。

⽬指すもの︓
⽇々の教室での学習+試験の場において
テクノロジーを活⽤して困難を補う →本質的な学びを実現させる
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夏休みに参加した学校での
ＩＣＴ利⽤による読み書き⽀援研修

・DO-IT Japan 夏季プログラム
（８・６⽇本マイクロソフト株 品川本社）

・DO-IT Japan スクールプログラム
第１回プロジェクト会議

（８・１９東京⼤学先端科学技術研究センター）

・令和元年度⾳声教材普及推進会議関東地区
（８・２２⽂部科学省）
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ＩＣＴに疎い
⾃分で指導でき
るのか・・・
不安

テクノロジーを
学習に活かすこ
とができるなん
てすごい︕



対象児Ａさん学級での様⼦〜2019．9．30
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算数 学習のめあて
「今まで学んだ図形に
ついて 拡⼤図、縮図
の関係を調べよう」

iPadで写真を撮る
ワークシートを
画像へ取り込む

回答（⼊⼒する）

⾃分の考えを
友達ヘ説明



通常の学級での具体的なテクノロジー活⽤
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〜DO-T Japanスクールプログラム開始以前（9⽉）

①読み
・ タブレットを活⽤した
⽂字の拡⼤

・ デジタル教科書の活⽤

②書き
・ノートアプリ
Ｏｎｅ Ｎｏｔｅの活⽤
・板書撮影→ワークシートへ
の⼊⼒

③テスト
・タブレットの活⽤なし
通常のテスト⽤紙で受
けている

④宿題
・タブレットを活⽤せず、
漢字練習の宿題は未提出



Ａさんに必要な⽀援について
〜テスト（評価）・宿題の提出
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③テストで
タブレットを活⽤でき
るのではないかな︖

④宿題
漢字練習の宿題で、タ
ブレットを活⽤できな
いかな︖

掲⽰物もタブレット
活⽤してみれるので
はないかな︖

他には︖︖︖



個別指導計画の⽬標（Ａさん）２学期
変更

・⾃分の苦⼿なことと得意なことを知り、学校⽣活を送れるようにする。
・パソコン、タブレットでの⾳声読み上げや⽂章作成ができる。
・語彙の数、熟語の読み、意味の理解の当該学年程度の定着を図る。
・⾔葉で説明する⼒の向上を図る。
・状況に応じたコミュニケーションができる。
・⾝の回りの整理整頓をする。
・姿勢の保持ができる。

15



DO-IT Japanスクールプログラム
９⽉から３⽉までの実践報告
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DO-IT Japanスクールプログラム９⽉から１２⽉の実践①
〜貸与タブレット到着︕（９⽉）〜

・貸与タブレット２台
Microsoft Surface
１台 教員⽤
１台 児童⽤
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９⽉から１２⽉の実践②
〜指導に使⽤したICT機器等〜 ・学校ノート型パソコン
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・貸与タブレット２台Microsoft Surface
１台 教員⽤ １台 児童⽤

・対象児Aさん所有
ⅰＰａｄ

・学校⽤プリンタ
・対象児Aさん所有⾃宅⽤

Microsoft Surface



全体の指導回数（9⽉以降の回数）
【タブレットを使⽤して指導した回数】

uタブレットを使⽤して指導した回数 全 １５回
u・２学期（９⽉から１２⽉）︓ １０回
u・３学期（１⽉から ３⽉）︓ ５回
u

u ※週１時間（４５分）の個別の学習の時間で主に指導
u ※⽋席、コロナウイルス臨時休校等で３学期の指導回数が３回減少
u
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具体的なテクノロジー活⽤
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〜DO-IT Japanスクールプログラム開始後〜

①読み
・タブレットを活⽤した⽂字の拡⼤
・デジタル教科書の活⽤
・魔法の定規使⽤による読みの指導
・アクセシビィリティガイドブックの活⽤
（カラーフィルタ・ハイコントラスト）
・印刷⽂字の拡⼤
・⻑⽂の読みに対して,代読⾳声をタブレット
に録⾳し活⽤

②書き
・ノートアプリ
Ｏｎｅ Ｎｏｔｅの活⽤

・板書撮影→ワークシートへ
の⼊⼒
・掲⽰物タブレット活⽤

③テスト
・国語の単元テストのみ
タブレットを活⽤し実施

（２学期２回）
（３学期全部）

④宿題
・タブレットを活⽤して
漢字練習の宿題は提出

２学期から実施



特別⽀援教室（ＳＴＥＰ ＵＰ教室）で⾏った⽅法
「読み」に関する指導

◎ DO-IT Japan スクールプログラム参加後
・ 魔法の定規使⽤による読みの指導

u ・ アクセシビィリティガイドブックの活⽤（カラーフィルタ・ハイコントラスト）
u ・ 印刷⽂字の拡⼤
u ・ ⻑⽂の読みに対して,代読⾳声をタブレットに録⾳し活⽤
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「読み」に関する指導
u 魔法の定規使⽤による読みの指導
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アクセスシビリティ機能の設定
u Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ａｃｃｅｓｓｉｂｉｌｉｔｙ Ｇｕｉｄｅの活⽤
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「読み」に関する指導
u タブレットのアクセスシビリティ機能の設定
（カラーフィルタ・ハイコントラスト）
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ハイコントラストカラーフィルタ



「読み」に関する指導
u 各種⾳声教科書試⽤（デジタル教科書・アクセスリーディング
等・⾳声タッチペン教科書）
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デジタル教科書の
⾳声がぼくにあっ
ているな︕



「読み」に関する指導
u 代読⾳声をタブレットに録⾳
u オフィスレンズを利⽤した⾳声読み上げソフトの活⽤をしたが、対象児Ａさんは
機械的な⾳声では内容が理解できないということで、特別⽀援担当教員が代読を
録⾳し⾳声テストに付け、国語単元テストを実施した。

26

オフィスレンズの⾳声読
み上げソフトは 機械的
な⾳声だから 内容がよ
くわからない。

⻑⽂になると代読
の⽀援があったほ
うが内容がわかり
やすい。



「読み」に関する指導
u タブレットを活⽤した⽂字の拡⼤
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「書き」に関する指導
u 掲⽰物にタブレットを活⽤
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1学期運動会のめあて ２学期学芸会のめあて

タブレットの⽅が
字がきれいになっ
て嬉しいな︕

⾃信が出て
きたな︕



「書き」に関する指導
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u ローマ字⼊⼒ 打鍵練習
ソフト︓夜の森・寿司



「書き」に関する指導
〜漢字の書き取りの宿題
１学期は漢字の書き取りの宿題は提出できなかったが、
２学期に⼊り、漢字の書き取りの宿題をタブレットを活⽤し提出できるようになった。
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優
⾳読み ユウ
訓読み やさーしい

すぐーれる
・優勝（ゆうしょう）
・優秀（ゆうしゅう）

宿題提出
頑張っていますね。



対象児Ａさんについて
〜１２⽉１６⽇ 東京⼤学先端科学技術センターより訪問検査
●アセスメント︓Rey (RCFT)
u 総合結果︓年齢平均より低い位置にいます。
（補⾜検査）図形の視写
●特徴︓
u ・明るい部屋（⽩い紙、⿊印刷、⽩熱灯の下）で実施した場合、⼩
さい丸を塗りつぶしていた。⿊く⾒える、と答えていた。

u ・暗い部屋（⽩い紙、⿊印刷、電気消灯）で実施した場合、⼩さい
丸は、塗りつぶさず、正しく視写できていた。

u

u 明るい部屋で実施した際、描かれている図形の線の向きが誤ってい
る様⼦がみられた。

u 暗い部屋で実施すると、正しい向きで記載することができていた。
u

31

各種検査結果がＩＣＴ活⽤の
テスト導⼊への根拠資料とな
りました。

明るさが読みに関係しているな。
３学期からは、⽩⿊反転、コン
トラストを調整しよう。



暗い部屋で実施した様⼦
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国語単元テストにＩＣTを活⽤する指導〜通常学級
u ①タブレットを２台（読み取り⽤・回答⽤」）活⽤ ⾳声読み上げ付
u 3学期から アセスメントから カラーフィルタ、⽩⿊反転⽂字を利⽤し 通常学級で実施
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読み取り⽤ 回答⽤



テストにＩＣTを活⽤する指導〜在籍学級にて
3学期の様⼦
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・⽩⿊反転が⾒や
すいな。
・タブレット２台
（読み取り⽤・回
答⽤）があると⾒
やすいない。
・⾳声があると助
かるな。



国語５０問漢字テストにＩＣTを活⽤する指導〜特別⽀援教室にて
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u ②選択式 漢字テストの 導⼊



在籍学級にてＩＣＴを活⽤するに
あたっての課題

36在籍学級担任

学級のみんなはＡさんがタブレッ
トを使⽤するのは受け⼊れてくれ
ていますが、タブレットを活⽤し
てテストをすることをみんながど
う思うか⼼配です。

２学期の途中になって、テスト
を急にタブレットを使⽤したい
と⾔われても・・・学期途中だ
と評価はどうすればいいのです
か。

特別⽀援教室担任

学級経営上、対象児童以外の児童
が課題になる。
担任の先⽣の協⼒と、在籍学級の
他の児童の理解が進んでいたから
ＩＣＴを活⽤できました。

試⾏錯誤で⾏っていた
が、年度初めや、学期
初めに計画的に丁寧に、
担任の先⽣へ発信する
ことが重要。



テスト国語の単元テストに
ＩＣＴを活⽤する指導の 流れ

u １学期 ︓ 紙ベースのテスト

u ２学期 ︓ＩＣＴ活⽤した 国語の単元テスト２回実施
u （同⼀のテストで
u 紙ベース（在籍学級）と
u タブレット活⽤（特別⽀援教室）２つの⽅法で実施・⽐較）
u

u ３学期 ︓ＩＣＴ活⽤のみで単元テスト 実施
u （タブレット２台使⽤・⾳声付テストで実施）
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Ａさんは、⻑⽂の読みが
苦⼿だから、国語の単元テ
ストで タブレットを使⽤
できるといいな。



テスト国語の単元テストにＩＣＴを活⽤する指導
〜2学期 第１回 読解
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在籍学級にて実施
学級特別⽀援教室にて

タブレットを活⽤し実施



テスト国語の単元テストにＩＣＴを活⽤する指導
〜2学期 第１回 ⾔語（漢字・⾔葉）
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在籍学級にて実施 学級特別⽀援教室にて
タブレットを活⽤し実施

⾚池先⽣、回答⽤紙欄があっ
たほうが⼊⼒しやすいです。



テスト国語の単元テストにＩＣＴを活⽤する指導
〜2学期 第２回 読解（初⾒⽂の読み取り）

40

在籍学級にて実施
学級特別⽀援教室にて

タブレットを活⽤し実施



テスト国語の単元テストにＩＣＴを活⽤する指導
〜2学期 第２回 ⾔語（漢字・⾔葉）
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在籍学級にて実施

学級特別⽀援教室にて
タブレットを活⽤し実施



テスト国語の単元テストにＩＣＴを活⽤する指導
〜２学期単元テスト結果

通常のテスト結果
タブレット
活⽤テスト結果

第１回（読解） ３８ ６０
第１回（漢字） １５ ５０
第１回（⾔語） ３０ ３５
第２回（読解） ５０ ７０
第２回（漢字） ５ ３５
第２回（⾔語） ４５ ４５
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苦⼿な国語のテス
トでよい点数が取
れて嬉しいな︕



テスト国語の単元テストにＩＣＴを活⽤する指導
〜３学期単元テスト結果タブレット使⽤
※コロナウィルスの関係で４回実施予定が３回実施

第１回読解 ８８
第１回漢字 ５０
第１回⾔語 ５０
第２回読解 １００
第２回漢字 ５０
第２回⾔語 ー

漢字５０問テスト
（選択式テスト）

７０
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評価について〜在籍学級での評価
国語評価 ︓通知書の国語の評価は

１学期、2学期、３学期とも変わらなかった。
学年末国語評定︓３段階評価で ２
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評価について〜課題（評価基準について考察）
u ◎「適切に話したり読んだり書いたりし、考えを広げたり、深めたりしようとする。」
u →⻑期の休暇（⾃⼰都合）があったため、宿題の提出ができないときがあったので、
「がんばろう」を付けたとのこと。（学級担任コメント）

u ◎「⾔葉の特徴やきまりを理解し、⽬的に応じて⽂字を書く。」
u →この評価基準に書写の評価が⼊っているので、⽂字を書くことに対しては

「がんばろう」になったとのこと。
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書写とは別の評価基準で、漢字
についての評価基準が、学習障
害の児童においても適切に評価
ができるものが必要だけれど、
どんなものがよいのだろうか︖

特別⽀援学校（視覚）はどん
な評価基準なのかな︖調べる
と何かヒントがあるのでは︖



評価について〜特別⽀援教室での評価
u 個別の指導計画の評価欄
めあて 指導の⼿⽴て 学期末評価
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その他の指導
〜 DO-IT Japanのコンセプトについての学習

◎ DO-IT Japan Report・ホームページ等を活⽤し
⾃分⾃⾝に合った学び⽅や⽣活の仕⽅を選び取り、
周囲に必要性を伝えて いくための 「⾃⼰決定」、
「⾃⼰権利擁護（セルフアドボカシー）」の重要性を学ぶ。

→ 図書委員会の時間に、印刷プリントの字が読みづらいときに、
Ａさんが、担当の先⽣へ「読みづらいので拡⼤してもらえますか。」. 

と伝えることができました。
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児童の変容
u ・ 読み、書きについてＩＣＴを活⽤することで学校⽣活が過ごし
やすくなった。

u ・⾃信が付いた。
u ・苦⼿なことや、不安なことがあっても、相談し、前向きに解決
していこうという場⾯が増えた。

u ・将来の夢が決まり、中学進学を楽しみにしている。
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DO-IT Japan スクール プログラムへ参加して〜成果と課題

u ・児童の変容が⾒られた。
u ・校内で連携することができ、ＩＣＴ活⽤の実践例となった。
u ・ＩＣＴ機器の知識・技術等が少ないところからのスタートであったが、研修に参加するこ
とで 以前よりＩＣＴを活⽤することができるようになり⽀援のバリエーションが増えた。

u ・学校内にある⾝近なソフトウエア（パワーポイント、エクセル、ワード等）を使って
u ⽀援することができた。
u ・新しい情報を知ることで刺激になり、学びたいという気持ちが強まり特別⽀援教育の知識
が深まった。

u ・ DO-IT スクール プログラムの⽬的に向かって、プロジェクト会議では、階級・各種⽴
場に縛られず、⾃由に意⾒交流、協⼒等することができてよかった。
・「⾃⼰決定」、「⾃⼰権利擁護（セルフアドボカシー）」の重要性を学ぶことができた。
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成果

課題
・校内での 特別⽀援教室で児童がＩＣＴ機器を使⽤した活動を⾏うためのＩＣＴ機器の確保
・教員の各種アセスメントの検査技術の向上
・校内でのＩＣＴ活⽤への理解浸透
・評価についての課題
・年度当初、学期当初の計画的なＩＣＴを活⽤した指導の流れの提⽰



最後に
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国語の単元テストを毎回苦⼿とし
ていましたが、
タブレットを活⽤できるようにな
りとても楽になったと本⼈から聞
きました。ありがとうございまし
た。（連絡帳 ⺟より）

たくさんの⼦供たちにも
ＩＣＴ活⽤の⽀援が進む
ことを願っています。



特別⽀援教室で⾏った指導
※オレンジ⾊⽂字はプログラム参加後に⾏った⽀援

特
別
⽀
援
教
室
で
⾏
)
た
⽅
法

「読み」に関する指導

・簡単な⽂章を読み取らせる指導
・タブレットを活⽤した⽂字の拡⼤
・魔法の定規使⽤による読みの指導
・アクセシビィリティガイドブックの活⽤（カラーフィルタ・ハイコントラスト）
・印刷⽂字の拡⼤
・代読

「書き」に関する指導
・映し出された⽂字を記憶し書き取らせる指導
・めあてや、スピーチ、感想等のパソコンを活⽤した書く活動
・ローマ字⼊⼒打鍵練習（ソフト︓夜の森・寿司）

学習環境の調整 ・個別学習室での刺激の少ない環境での指導
・学習予定の流れの視覚化
・明るさの調整

その他
・⽀援を求められるようにする指導
「⽂字が読みづらいので、拡⼤してもらえますか。」等
・DO-ITのコンセプトについて
・タブレットを活⽤した国語のテスト 51



通常の学級での学習につなげる⽅法

通
常
の
学
級
で
の
学
習
に
つ
な
げ
る
⽅
法

9⽉以前に
⾏っていたこと

・タブレットを活⽤した板書、ノート作成
・タブレットを活⽤した作⽂・ワークシート作成

９⽉からできたこと ・ タブレットを活⽤した国語の単元テスト
・ タブレットを活⽤した漢字の宿題
・ タブレットを活⽤した掲⽰物作成

つなげることができた
理由とそのポイント

・ 特別⽀援教室担任・在籍学級担任のＩＣＴの知識の増加
・ 特別⽀援教室担任と在籍学級担任の連携
・ 学級の児童の理解が進んだこと 良好な学級組織の形成
・ 校内での理解浸透、校内体制の充実
・ DO-ITスクールプログラム参加による意識向上
・ 保護者の協⼒
・ 本児のタブレット活⽤能⼒の適性

課 題
・評価と ＩＣＴ活⽤との課題。現在の「読み」、「書き」の評価基準のあり⽅
・学級内への説明と 対象児以外の児童へのＩＣＴ活⽤を⾏うための理解教育
・学級担任との新年度当初からの計画的な連携
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家庭での学習につなげる⽅法

家
庭
で
の
学
習
に
つ
な
げ
る
⽅
法

9⽉以前に
⾏っていたこと

・週１ パソコン教室 通塾
・⾃宅にて ローマ字⼊⼒打鍵練習
・児童⽤ｉｐａｄを 学校へ持参

９⽉からできたこと ・タブレットを活⽤した 宿題への取り組み（漢字練習）

つなげることができた
理由とポイント

・保護者の理解、協⼒
・学校との信頼関係

課 題
・宿題以外の家庭学習での ＩＣＴ活⽤
・ｉｐａｄから タブレットＰＣへの移⾏
・苦⼿な図形、グラフ分野の算数課題でタブレット活⽤での誤差の課題
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ご清聴ありがとうございました。
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