
平成２８年度自治体応援事業 

指導力パワーアップコース 

様式２   研修プログラム（研修カリキュラム及び研修教材等）概要 

 

自治体名（教育委員会名） 岐阜県（岐阜県教育委員会） 

 

Ⅰ 研修プログラム構成要素一覧 

 

モジュー

ル番号・

記号 

モジュール名 育成する能力 研修内容 

所要 

時間 

(目安) 

使用機器 

使用研修教材名 

（権利処理の有無） 

Ｓ１ ICT活用概論 A 教材研究・指導の

準備・評価などに

ICTを活用する能力 

教育の情報化について知り、授業にお

ける ICT活用の推進イメージを知る。 

50分 プレゼン資料（有） 

Ｓ２ 次期学習指導要領

とアクティブ・ラー

ニング 

A 教材研究・指導の

準備・評価などに

ICTを活用する能力 

２１世紀に求められる学力と学習環

境について、次期学習指導要領の視点

と、アクティブ・ラーニングについて

知る。 

50分 プレゼン資料（有） 

◆【サンプル公開】 資料：次期学習指導要領とア

クティブ・ラーニング【配布資料】.pdf」 

◆サンプル公開：次期学習指導要領とアクティ

ブ・ラーニング【講義投影用】.pdf 

ビデオ（１０分５３秒） 

Ｓ３ アクティブ・ラーニ

ングと ICTの活用 

ICT授業設計力 

ICT活用力 

授業評価 

アクティブ・ラーニングと ICTの効果

的な活用について知る。 

50分 プレゼン資料（有） 

プレゼンビデオ 

（６分５７秒） 

Ｓ４ 新たな評価と ICT A 教材研究・指導の

準備・評価などに

ICTを活用する能力 

学習目標と学習到達目標について知

る。 

パフォーマンス評価とルーブリック

について知る。 

 

50分 プレゼン資料（有） 

プレゼンビデオ（有） 

（９分２３秒） 
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Ｓ５ ICT活用授業設計 ICT授業設計力 

ICT活用力 

ICT を活用授業設計にあたっての観

点と方法を知る。 

50分 プレゼン資料（有） 

Ｓ６ 今できる ICT を活

用した授業づくり

研修 

校内マネジメント力 

 

今ある環境整備の中で、ICT機器を活

用した授業設計と効果を知る。 

50分 プレゼン資料（有） 

Ｓ７ 先進事例紹介（小学

校・中学校） 

ICT授業設計力 

校内マネジメント力 

ICT活用力 

児童・生徒の学力向上を図るために、

タブレットPC等の ICT機器を活用し

た小・中学校の事例から学ぶ。 

20分 授業ビデオ（有） 

Ｓ８ 先進事例紹介（高等

学校） 

ICT授業設計力 

校内マネジメント力 

ICT活用力 

協働学習のなかで、ICTを効果的に活

用・注意と配慮事項を高等学校の事例

から学ぶ。 

20分 授業ビデオ（有） 

Ｓ９ 先進事例紹介（特別

支援学校） 

ICT授業設計力 

校内マネジメント力 

ICT活用力 

特別支援学校で実態や目的に応じた

ICT を活用した授業や活用場面を事

例から学ぶ。 

20分 授業ビデオ（有） 

・動画活用授業 

（１分９秒） 

Ｓ１０ 先進事例紹介（草津

市） 

ICT授業設計力 

校内マネジメント力 

ICT活用力 

タブレットＰＣと電子黒板を連携し

た授業設計について先進事例から学

ぶ。 

20分 授業ビデオ（有） 

（３分２５秒） 

Ｓ１１ 先進事例紹介（新地

町） 

ICT授業設計力 

校内マネジメント力 

ICT活用力 

ルーブリックを児童・生徒と設定する

メリット先進的な事業実践から学ぶ 

20分 授業ビデオ（有） 

Ｓ１２ 授業設計ワークシ

ョップ 

I 校内マネジメン

ト力 

「ICTの利活用における課題」、「研修

計画立案」、「授業設計」について実践

的に学ぶ。 

60分

×３ 

プレゼン資料（有）プレゼンビデオ（有） 

（１７分４５秒） 

Ａ１ 書画カメラをセッ

ティングしてみよ

う 

A 教材研究・指導の

準備・評価などに

ICTを活用する能力 

書画カメラの接続方法を知る。 10分 書画カメラ（有） 
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Ａ２ 授業支援ソフトを

利用してみよう 

A 教材研究・指導の

準備・評価などに

ICTを活用する能力 

授業支援ソフトの使用方法を知る。 30分 タブレット PC 

授業支援ソフト 

Ａ３ 映像編集をしてみ

よう 

A 教材研究・指導の

準備・評価などに

ICTを活用する能力 

 

映像編集ソフトの使用方法を知る。 50分 タブレット PC  

映像編集ソフト 

Ｂ１ なぜ ICT を活用す

るの 

B授業中に ICTを活

用して指導する能力 

ICTの特性について考える。 15分 国語教科書（無） 

くじらぐも授業動画（有） 

ボディスクリーン授業動画（有） 

Ｂ２ ニッポンと二ホン

どちらが正しい？ 

B授業中に ICTを活

用して指導する能力 

書画カメラの効果的な使い方につい

て考える。 

30分 書画カメラ 

プレゼン資料（有） 

千円札他（拡大提示に適した教材） 

Ｂ３ 書画カメラを効果

的に活用した模擬

授業 

B授業中に ICTを活

用して指導する能力 

 

書画カメラを効果的に活用し、児童生

徒の関心意欲を引き出す授業導入を

考える。 

35分 書画カメラ 

担当教科の教科書等 

Ｄ１ 学校における著作

権と肖像権 

D情報モラルなどを

指導する能力  

著作権や肖像権の許諾について考え

る。 

30分 プレゼン資料（有） 

Ｍ１ 推進普及マネジメ

ント 

校内マネジメント力 多教員への働きかけや組織として

のマネジメントの手段・知識を知

る。 

20分 プレゼン資料（有） 

Ｍ２ 研修計画策定／

実施方法 

校内マネジメント力 

 

教員の実態に沿う段階的な授業の

ICT化研修の設計・実施に必要な知

識を知る。 

15分 プレゼン資料（有） 

Ｍ３ ICT活用デモ B授業中に ICTを活

用して指導する能力 

研修の最初に、効果の一端を実感

し、受講意欲を向上させる。 

5分 プレゼン資料（有） 
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Ｍ４ 教育情報化概論 

（教育の情報化の全体

像） 

ICT授業設計力 

校内マネジメント力 

ICT活用力 

教育の情報化に関する基本的知識

を知る。 

 

15分 プレゼン資料（有） 

Ｍ５ 教育情報化トレン

ド 

（最新動向） 

ICT授業設計力 

校内マネジメント

力 

 

広い視点でのICT活用の必要性を知

る。 

 

15分 プレゼン資料（有） 

Ｍ６ 先進・優良事例紹

介 

 

ICT授業設計力 

校内マネジメント力 

ICT活用力 

学習形態毎の先進事例の紹介方法

を知る。 

 

15分 プレゼン資料（有） 

Ｍ７ 授業 ICT活用ポイ

ント 

 

ICT授業設計力 

校内マネジメント力 

ICT活用力 

授業力 

機器と効果を結び付ける 

ICTを使う場面／使わない場面があ

ることを知る。 

 

15分 プレゼン資料（有） 

Ｍ８ スキルアップに向

けた心構え 

 

ICT授業設計力 

校内マネジメント力 

ICT活用力 

児童生徒に向けた留意点等含む

Q&Aの紹介により教員の不安感を

解消する。 

15分 プレゼン資料（有） 

Ｍ９ ICT活用授業設計 

 

ICT授業設計力 

校内マネジメント力 

ICT活用力 

授業力 

授業設計における機器・教材選択の

ポイントを知る。 

最小限の準備で日々活用するため

のポイントを知る。 

10分 プレゼン資料（有） 

Ｍ１０ 授業設計ワークシ

ョップ 

 

ICT授業設計力 

校内マネジメント力 

ICT活用力 

効果を実感し、イメージをつかみや

すくする。 

活用意図に合わせ方法を吟味す

る。 

60 ～

80分 

プレゼン資料（有） 
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Ⅱ 各研修等のプログラム 

１ 研修等の名称 ICT機器を活用した協働学習のための授業デザイン 

（１）研修等の対象者 ：教員 

（２）研修プログラム活用の場 ：■研修センター等の機関研修 

（３）研修等の期間・時間 ：１日（５時間） 

（４）研修一覧表 

研修等のコマの名称 主な内容 時間 ※ 備考 

ICTの活用について 教育情報化トレンド 

教育の情報化概論 

ICT活用デモ 

50分 Ｍ５ 

Ｍ４ 

Ｍ３ 

 

ICT 機器の特性を理

解する 

ICT 機器の接続を実践し、接続方法を

習得する。 

50分   

授業での活用の場面

をイメージしてみよ

う 

先進・優良事例を参考に、効果的な ICT

活用方法について考える 

50分 Ｍ６ NHK for School を活用してみよう 

「特産物を売り込む」をテーマにタブレット PC及び

授業支援ソフトの活用 

授業での活用を考え

試してみよう 

授業 ICT活用ポイント 

ICT活用授業設計 

90分 Ｍ７ 

 

Ｍ９ 

書画カメラ等を効果的に活用した授業を設計してみ

る 

 

 

２ 研修等の名称 情報に関わる研修 

（１）研修等の対象者 ：教員 

（２）研修プログラム活用の場 ：■研修センター等の機関研修 

（３）研修等の期間・時間 ：午前または午後の半日（３時間） 

（４）研修一覧表 
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研修等のコマの名称 主な内容 時間 ※ 備考 

アイスブレイク 自分の気持ちを伝える方法 10分 情 報 モ

ラ ル な

ど を 指

導 す る

能力 

様々な気持ちを伝えるのに、手紙・電話・直接・電子

メール、いずれの媒体が適切かグループ討議を行う。 

電子メールの長所と短

所 

電子メールの良い点と悪い点を考える 30分 情 報 モ

ラ ル な

ど を 指

導 す る

能力 

電子メールの特徴をブレインストーミングにより導き

出し、良い点・悪い点に分別する。 

教育の情報化について なぜ教育の情報化が必要なのか考える 20分  教育の情報化に関する国の動きやトレンドを示す。 

情報モラル講座① 著作権や肖像権への配慮について考え

る 

30分 Ｄ１ 著作権・肖像権クイズにより、取り扱いの正誤につい

て確認し、学校としての許諾の取り方について、学校

間交流を行う。 

情報モラル講座② 情報モラル指導の必要性について考え

る 

30分 情 報 モ

ラ ル な

ど を 指

導 す る

能力 

岐阜県教育委員会作成「啓発用リーフレット」を使用

して、生徒児童に対する情報モラル模擬指導を行う。 

ICT活用講座 ICT を活用することにより、どのよう

に授業改善が図られるか考える 

15分 Ｂ１ ICT を活用した授業事例の映像を視聴し、その効果を

知り、授業改善が図れることを理解する。 

書画カメラをセッティ

ングしてみよう 

書画カメラの接続方法やプロジェクタ

の設置方法を知る。 

 

10分 Ａ１ 実際に書画カメラとプロジェクタを接続し、映像端子

の種類や接続方法、映像入出力の切り替え、フォーカ

スの設定方法を知る。 

書画カメラを効果的に 書画カメラを効果的に活用し、児童生徒の 35分 Ｂ３ 各担当教科の教科書を拡大提示等することにより、学
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活用した模擬授業 関心意欲を引き出す授業導入を考える。 習内容の焦点化を図り、授業導入時における児童生徒

への効果的発問をグループ内で討議し、模擬授業とし

て発表を行う。 

 

３ 研修等の名称 効果的 ICT活用による 21世紀型スキルを育成する授業デザイン 

（１）研修等の対象者 ：岐南工業高校 研修リーダー 

（２）研修プログラム活用の場 ：■実証校における校内研修 

（３）研修等の期間・時間 ：８月２５日（木）１３時～１６時３０分（３時間３０分） 

（４）研修一覧表 

研修等のコマの名称 主な内容 時間 ※ 備考 

オリエンテーション トレーナー紹介 

コース概要・スケジュール共有 

自己紹介 

10分   

ICT活用事例研究 「学びのイノベーション事業」について

の聴講 

事例（映像）を視聴し、講義内容を確認・

理解する 

視聴内容について感想や意見の交換を

行う 

50分 A 教材研

究・指導

の準備・

評価など

に ICTを

活用する

能力 

「学びのイノベーション事業」の概要・取組を視聴し、

授業における ICT の活用方法と、授業改善について

意見交流を行う。 

「単元学習指導案」の

構成確認と内容考察 

指導案の構成と考察時の使用資料につ

いての聴講 

「21 世紀型スキルの育成」と「効果的

ICT活用」の考察 

考察結果についてのグループディスカ

ッション・まとめ 

50分 B 授業中

に ICTを

活用して

指導する

能力 

21 世紀型スキルとは何を示すのか確認し、その育成

のために授業においてどのような改善が図れるかを

検討する。また授業の改善のために ICT を活用する

ことを想定し、その効果的な活用場面について検討す

る。 
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解説を聞く 

科目別「サンプル指導

案」の改善 

ICTの効果的な活用について（振返り）

＋指導上の留意点 

科目別「サンプル指導案」の改善 

同じ指導案を改善した受講者間でのワ

ークシート作成 

全体発表 

50分 B 授業中

に ICTを

活用して

指導する

能力 

サンプル指導案をもとに、グループ内で主体的な学び

を実現するための改善点を検討する。 

また、各グループで検討した内容を発表し、全体で共

有する。 

まとめ チェックリストを用いての自己評価と

目標設定 

アクションプランの立案、やってみたい

ことの表明など 

30分   

 


