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産業教育班・ＩＴ教育班 共同研究テーマ 

専門高校におけるタブレット端末活用力の向上を図る取組みについて 
―専門高校における教師への支援を通して― 

指 導 主 事 屋 宜   督 
研 究 主 事 山 城 絹 江 

當 間 文 隆 
後 藤 英 樹 

研究協力委員 金 城 智 之（浦添工業高等学校教諭） 
儀 間 朝 浩（浦添商業高等学校教諭） 

Ⅰ テーマ設定の理由 

 国が進めるＩＣＴ関連の戦略において、教育分野の情報化は常に重要な政策課題として位置づけられ、

継続した取組みが行われている。「教育の情報化に関する手引」（平成 22年 10月：文部科学省）において

は、「教育の情報化」の方向性を「情報教育・教科指導におけるＩＣＴ活用・校務の情報化」と示し、これ

らを通して教育の質の向上を目指すとしている。 

本県は、教育の情報化を総合的に推進する「沖縄県教育情報化基本計画（平成 24年度～平成 33年度）」

において、目標を「多様化・高度化する社会の変化に対応できる人材の育成と生涯学習の振興」としてい

る。また、「学校教育」分野における目的を「情報活用能力の育成・授業におけるＩＣＴ活用の推進・校務

の情報化の推進」とし、「本県情報産業を担う人材育成の方策推進」を示している。主な施策に「１）産業

界との連携促進 ２）教員の専門性向上 ３）高度なＩＣＴを習得できる環境整備」の３つがある。 

 県教育庁教育支援課は「県立専門高校普通教室ネットワーク構築事業」（平成 27年度）において、地域

社会・地域産業の活性化に資する「人材育成」に繋がることを目的とする事業を行った。具体的な取組み

として、タブレット端末と無線ＬＡＮアクセスポイント（ＡＰ）の整備を行い、タブレット端末を活用し

た実習教材として、授業実践や専門技術の映像化・教材化・ライブラリ化を行った。校内ネットワークや

インターネットでも配信を行い、「情報教育及び教科指導におけるＩＣＴ化」を図ることができ、事後アン

ケートからも、タブレット端末の使用は良好であり、教員や生徒に評価されている。 

 今回導入されたタブレット端末を、引き続き学校全体で有効利用することで、授業の改善が図られ、本

県の産業を担う人材の育成に繋がると考える。 

 本研究では、ＩＣＴ教育研修の充実、校内研修の推進をとおして、タブレット端末活用力の向上を図る

ことを目的とした研究を行い、授業におけるネットワークを活用した新たな技術や活用方法を提案し、今

後の情報活用能力の向上を図る取組みを行う。 

 

Ⅱ 研究目標 

 本県の専門高校における「教員の専門性の向上を図る支援」として、ＩＣＴ教育研修の充実、校内研修

の推進に取組み、タブレット端末活用力を向上させる研究を行う。 

 

Ⅲ 研究の方針 

  学校現場の現状を把握し、タブレット端末の効果的な利活用のための実践的な提案や研修を行う。 

１ 学校のネットワーク環境を把握し、機器の接続方法や管理・運用についての提案を行う。 

２ 学校の状況に沿ったタブレット端末基礎講座を実施し、情報化活用能力の向上を図る。 

３ タブレット端末を活用した研究授業を行い、ＩＣＴ機器の利用促進を図る。 

４ 情報化社会における先進的な技術や知識の習得を支援し、教師の専門的技術力の向上を図る。 

 

Ⅳ 研究計画 

表１ 研究計画 

月 日 取組み内容 備 考 
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４  ・共同（コラボ）研究内容、テーマ検討  

５ 

 ・研究協力委員の選考及び依頼 

・研究分野の検討（担当者の決定） 

・テキスト作成 

・研究協力委員と研究内容の検討 

・研究協力委員委嘱状交付 

・設定確認 

タブレット端末のプロキシ設定 

iOSのアップデート 

６ 

 

15-16 

・「ＩＣＴを活用した授業改善講座」 

情報コンテンツ作成について 

タブレット端末活用方法について 

・八重山商工高校 

・八重山農林高校 

７ 

３ 

５ 

 

・アプリケーション開発- Monaca講座  

・研究協力委員委嘱状交付式 

研究内容・今後の取組みについて 

・産業教育棟 CAB室 3F  

・第１研修室（本館３階） 

・IT教育棟 

８ 

19 

22 

・研究計画の再検討 

・学校視察（機器活用調査・接続調査） 

・講座計画（内容、日程） 

 

９ 
 

・講座内容の検討、教材作成  

10 

３ 

５ 

５ 

12 

・タブレット端末活用講座（基礎編） 

・タブレット端末活用講座（基礎編） 

・個人・共同研究－原稿提出 

・個人・共同研究－中間検討会 

浦添商業高校（台風 18号により 12/2に延期） 

浦添工業高校 

11 
― 

― 

・タブレット端末活用研究授業 

・タブレット端末活用研究授業 

浦添工業高校 

浦添商業高校 

12 
２ 

３ 

・タブレット端末活用講座（基礎編） 

・タブレット端末活用講座（自主講座） 

・浦添商業高校（台風 18号により移動） 

・Office365活用、Keynote活用 

２ ４ ・個人・共同研究－研究発表会  

 

Ⅴ 研究内容（取組み内容） 

 １ 専門高校について 

   専門高校とは、高等学校のうち、農業、工業、

商業、水産、家庭、看護、情報、福祉の職業に

関する専門学科（以下「職業学科」という）を

置く高等学校のことである（文部科学省 -プ

ロフェッショナルを目指すなら専門高校-よ

り）。 

学科の特徴や特色に応じて、専門学科毎の実

習棟があり、敷地面積も普通高校と比較すると

広くなっている。 

   各専門高校には、複数の専門学科があり、習

得する内容の違いから、それぞれの教育課程が

設定され、学科毎に独自のカラーを有している。 
図１ 浦添工業高等学校 生徒実習 
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図１ 浦添工業高等学校 生徒実習 
専門学科の授業は、実験や実習が実施されて

おり、実践的な実技学習が中心である。また、

生徒の興味・関心に応じたテーマで研究・発表

を行う科目「課題研究」などがあり、多様な学

びで専門的知識・技術を高めている。 

実験や実習などの実技科目は連続授業での

実施が多く、一日の時間割が午前３時間、午後

３時間で区切る専門高校もある。 

   今回の研究では、工業高校（図１）と商業高

校（図２）の特色を生かすことを前提にしなが

ら、取組みを行っていく。 

 

 

 ２ タブレット端末を活用した「学習環境デザイン」の向上を図る 

   学校現場の現状を把握し、各学校に沿った「学習環境デザイン」や「ＩＣＴ教育の提案」を行うた

め、教育機器の保管方法や設置状況を調査した。 

   中橋雄は学習環境デザインについて、「タブレット端末は学習に有効だと言われているが、適切な学

習環境デザインが行われなければ、その効果が発揮されることはない。適切な学習環境が整備される

ためには、導入する人と活用する人の間で『明確な活用イメージ』を共有する必要がある。そのため、

学習環境をデザインするために『タブレット端末の必要性』を明確にしておく必要がある。」と述べて

いる。そこで、授業者が学習環境をデザインするために、タブレット端末の活用に必要な機器の取扱

いと設置方法について理解しておく必要がある。 

 (1) 学校施設における確認事項 

   以下の項目について、研究協力校の視察を行った。 

  ① タブレット端末を使用する「学習環境デザイン」による整備について 

   ア 無線ＬＡＮアクセスポイント（ＡＰ）の整備状況 

   イ タブレット端末の台数と保管状況 

   ウ タブレット端末の運搬方法 

  ② ＩＣＴ機器間の通信の安定について 

   ア ＡＰ設置教室の確認 

   イ ＡＰの接続状況 

   ウ 授業における活用状況 

 (2) 各学校の現状について 

    研究協力校における整備品は表２のとおりである。各学校によって整備品数の多少の違いはある

が、専門高校においては、同様の備品が整備されている。 

    タブレット端末は収納庫（図３）に収めることにより、セキュリティを確保しながらタブレット

端末の充電をすることができる。収納庫はＣＡＩ教室や専門学科準備室で管理され、盗難等の安全

面は確保されているが、授業で使用する際の管理や運搬など利便性には欠けている状況である（課

題①、提案①：タブレット端末の利便性の向上）。 

ＡＰについては、普通教室での使用を想定した整備をしており、専門教室を含めた全教室を網羅

する台数は導入されていない。また、ＡＰ機器は使用する教室に自由に持ち運びしやすくするため

に、固定せずに可動式にしている。校内ＬＡＮへ接続する装置「無線ＡＰ」は、ＡＰ本体と電源供

給用アダプタ（ＰｏＥインジェクタ）に分かれている（図４）。電源供給用アダプタは、校内ＬＡＮ

（DATA IN）とＡＰ本体（DATA&POWER OUT）へＬＡＮケーブルにより接続することによって、使用可

能となる（課題②、提案②：ＡＰの接続方法）。 

タブレット端末のディスプレイは、無線通信によるディスプレイ伝送技術であるミラキャストや

AppleTV を通じて、プロジェクター等に出力される。ＨＤＭＩ接続のみ可能な AppleTV と、ＨＤＭ

Ｉポートがついていないプロジェクターの接続には、接続方法の調整をする必要がある。（課題③、

提案③プロジェクタへの接続）。 

このような状況において「学習環境デザイン」を向上させる課題は、以下のとおりと考えられる。 

図２ 浦添商業高等学校 生徒実習 
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課題① 収納庫の専門学科準備室等における管理や、収納庫によるタブレット端末の管理は、タブ

レット端末の充電とセキュリティの面では良いが、管理している専門学科以外においての授

業で活用する利便性が低くなる。 

課題② ＡＰを授業で使用するためには、必要機器との接続の知識が必要であり、使用する教師の

接続技術が必要である。 

課題③ AppleTVとプロジェクターの接続規格が合わなければ、使用することができない。 

表２ 学校におけるタブレット端末関連の整備品 

No 備 品 浦添工業高校 浦添商業高校 備  考 

1 ＡＰ ５台 ４台 フルノシステムズ 

2 AppleTV ２台 ２台  

3 iPad mini 42台 42台 生徒用 40台+教師用 2台 

4 MacBook １台 １台  

5 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ HDMI ﾎﾟｰﾄ無 HDMI接続可  

6 電子黒板 無し 有り（学科の産振備品） AppleTVの接続は可能 

 

  

図３ タブレット端末収納庫               図４ 無線ＡＰ設置状況 

  (3) 「学習環境デザイン」の向上を目指して 

タブレット端末を活用するためには、ＡＰと校内ＬＡＮとの接続が必要であり、基本的なネット

ワークの知識が必要とされるため、ネットワークの知識や機器の扱いに不慣れな職員は、授業での

活用を躊躇してしまう傾向がある。 

タブレット端末のディスプレイをミラーリング出力する装置も種類ごとに接続方法が違うため、

出力装置ごとに使用方法を学ぶ必要がある。また、タブレット端末と出力装置との接続を無線通信

で行う AirPlay（AppleTV）もあるが、通信が不安定な場合があるため、「機器の不良なのか」、「接

続方法の失敗なのか」が分かりにくい。 

これらは、ＩＣＴ機器を「面倒くさく、扱いにくい教具」と考えるきっかけとなり、職員から敬

遠されてしまう可能性が高く、活用効率が下がっていく要因となり得る。 

このような状況を改善するため、各学校の現状における課題を踏まえ、以下の項目を研究協力校

における「授業におけるＩＣＴの活用講座」で提案し、ＩＣＴ機器活用の利便性を高めるとともに、

タブレット端末の活用促進するための手立てとしたい。 

   提案①：タブレット端末の管理「活用効率の向上を図る」 

タブレット端末の活用効率の向上を図るため、校時中においては、保管場所を職員室等

とし、タブレット端末が持ち運びしやすい移動用ケースを活用するなど環境づくりの工夫

を提案する。授業終了後に、収納庫へ戻し、充電と保管を行う。 

例えば、プランターをケースとして使用した場合は、タブレット端末の形状と相性が良

く、収まりが良い（図５）。また、必要に応じて、仕切りを追加したり、機器 Noを表示し

たりするなどの工夫により、返却する際の管理面も向上する（図６・７）。 
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図６ プランタケースの活用（側面） 

 

図５ プランタケースを活用したタブレット端末の収納 図７ プランタケースの活用（上面） 

 

   提案②：ＡＰの接続（ＡＰ接続カードの作成） 

ＡＰ接続カード（図８）は、

ＡＰ機器とほぼ同サイズのＡ５

用紙で作成し、一緒に持ち運べ

るようにした。実際の機器の画

像や簡潔な説明によって、接続

イメージが伝わりやすいよう工

夫した。また、接続するＬＡＮ

ケーブルのIn側とOut側の色を

変えることによって、迷わずに

接続でき、接続ミスを防ぐ効果

も期待できる。 

提案③：プロジェクターへの接続 

AppleTV（図９）とプロジェクターとの接続（図 10）には、ＨＤＭＩによる接続が必要な

ので、プロジェクター側にＨＤＭＩポートがなければ、変換アダプタを使用した接続を行う。

しかし、AppleTV による無線接続は、通信が不安定な場合もあるので、有線による接続の準

備も行っていた方が良い。近年は、ミラキャストもさまざまな種類が販売されており、Android 

OSや Windows OSに対応している。 

 

      図９ AppleTV       図 10 HDMIによる接続（左：AppleTV、右：プロジェクタ） 

 

 ３ タブレット端末活用推進に向けた基礎講座の実施「タブレット端末における基礎的技術の習得」 

  タブレット端末は、各学校において様々な方法で活用している。浦添工業高校においては、コンピ

ュータ室以外の教室で、主に調べ学習で活用し、浦添商業高校においては、弱視の生徒が黒板の板書

を撮影し、その画像を拡大して閲覧するなどの活用を行っている。しかし、いずれの学校でもタブレ

ットの活用は限られた教員のみが行っているのが現状である。 

   そこで、タブレット端末を活用するために必要な機器やその接続方法から学び、タブレット端末を

授業で活用する方法（基本的な技術）を習得するための支援を行うことで、機器を活用するイメージ

を明確にし、授業における利活用促進と活用機会の拡大を図る。 

(1) 講座内容（表３） 

図８ 「ＡＰの接続」カード 
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表３ 使用機器（iPad、無線 LAN AP、AppleTV、プロジェクタ、電子黒板、デジタルテレビ等） 

No 講 座 内 容 実施日 実施場所 

① 

授業における 

ＩＣＴ機器の活用 

（基礎講座） 

◎機器の接続・設定 

・HDMI変換装置 

・AppleTV（iOS）の接続・設定 

・Miracast（Windows、Android）機器の接

続・設定 

◎タブレット端末の基本操作 

◎タブレット端末管理の工夫 

・プランターを活用した移動ケース 

・無線 LAN APの移動 

◎ＩＣＴ機器活用事例の紹介 

10月 3日

（月） 

 

12月 2日 

（金） 

浦添商業高校 

 

 

浦添工業高校 

② 

タブレット端末 

活用講座 

（自主講座） 

◎・動画・静止画編集 

・iMovie、Keynote等 

◎Office365の活用 

・E-mailの利用、ユーザー検索 

・Forms（アンケート作成・分析・集計） 

・OneDriveの活用 

・Yammer 

・Office Online(Word、Excel、PowerPoint) 

12月 3日 

（土） 

県立総合 

教育センター 

   (2) 実施方法 

講座①は研究協力校にて実施した。当該校に導入されている機器を使用して、機器の接続から

操作に至るまで実践しながら学ぶことで苦手意識を払拭することができ、授業への導入のハード

ルを下げる。それにより、授業における活用場面をより明確にイメージさせ、実践へつながるこ

とを期待した。 

また、講座②は、県立総合教育センターにおいて自主講座として休日に実施することにより、

参加者の時間的なゆとりと十分な研修時間を確保し、専門的な技術を集中して習得することがで

きる。 

(3) タブレット端末活用講座の実施 

    ① 基礎講座「授業におけるＩＣＴ機器の活用講座」 

     ア 目    的： 

      ・授業における効果的なタブレット端末の活用方法を学び、ＩＣＴ活用能力を向上させるこ

とで生徒の学力向上を図る。 

      ・導入されたタブレット端末と周辺機器の接続方法や基本操作を学び、授業で活用するため

の基本的技術を習得する。 

     イ 実  施  校：研究協力校２校（浦添工業高等学校、浦添商業高等学校） 

    ウ 実  施  日：10月３日（月）（浦添工業高校）、12月２日（金）（浦添商業高校） 

※台風により浦添商業高校は 10月の日程を変更 

    エ 時    間：１時間 30分～２時間（考査期間における放課後を利用して実施） 

     オ 参  加  者：合計 87名（浦添工業高校 33名、浦添商業高校 54名） 

    カ 講 座 内 容： 

      ・タブレット端末活用に係る機器接続（AppleTV、プロジェクター等） 

      ・タブレット端末や周辺機器の基本操作 

      ・授業におけるタブレット端末の活用方法 

      ・タブレット端末活用事例の紹介 

     キ アンケート：有効回答者数 62名（浦添工業高校 26名、浦添商業高校 36名） 

     ク アンケート分析（研究協力校２校の合計で分析） 

参加者らが記入したアンケート結果から、ＩＣＴ機器の活用講座における分析を行った。 

講座における全体的な意見では、「質問１ 研修全般（総合評価）を受講しての満足度」 
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からは、肯定的な意見が 97％を占めてお 

り、教師が求めているニーズと本講座の 

内容がマッチしたととらえることができ 

る（図 11）。自由記述からは、「初めて手 

にしたのでＬＡＮのつなぎ方から学べて 

よかった」「ＩＣＴを活用することで、学 

び方が変わってきた。同時に授業の教え 

方も変わってきた。ＩＣＴのみに頼るの 

ではなく指導力も重要。」「iPadの活用法 

を知る事ができたので、ぜひ授業で取り 

入れてみたいです。学習指導力を向上さ 

せつつＩＣＴを活用したいです。」といっ 

た内容から満足度の高さがわかる。否定 

的な意見「不満３％」からは、「より専門 

的な内容」や「応用編」など高度な技術 

を求めていることが理解できた。また、 

参加者らは「質問２講座の形態」から「実 

習・演習」を 52％が希望しており、授業 

での活用・実践を意識していることが理 

解できる。本講座も講話と実技を中心に 

した実戦形式で実施しており、ニーズに 

合わせた講座が実施できたと考えられる。 

     次に、講座で学んだ内容の活かし方に 

ついて「質問３ 講座で学んだ内容の活 

用」では、「授業での活用を検討」 

しているのが 50％を占めており、積極的 

にＩＣＴ機器の活用を望んでいることが 

理解できる（図 13）。また、「個人のスキ 

ルアップ 37％」「部活動での使用６％」 

から、様々な場面でのＩＣＴ機器の活用 

が望まれていることが推測される。 

「質問４ タブレット端末を活用した 

授業づくりにいかせるか」では「思う」 

が 89％と肯定的に答えており、タブレッ 

ト端末の可能性と利便性の高さを実感し 

たことが理解できる（図 14）。否定的な 

意見「活用がわからない８％」からは、 

「より具体的な活用方法」や「模擬授業 

が見たい」など、実践事例から活用方法 

を学びたいことが理解できた。 

また、本講座に参加した感想や意見か 

らは、「タブレットを使用した授業をして 

みたいと思っていたが、アクセスポイン

トや AppleTV、Air Dropを実際にやって

みることができたのでわかりやすかっ

た。」「プロジェクタに映し出すまでの基

礎があり、わかりやすかった。授業での使用方法などイメージしやすかった。」などがあった。以

上から、学校現場に合わせたネットワーク環境による実践的な講座（支援）（図 15・16）を行う

ことによって、「学習環境デザインの向上」と、「タブレット端末における基礎的技術の習得」が

質問１ 本研修全般（総合評価）を受講しての満足度を 

お聞かせ下さい 

 

図 11 ＩＣＴ機器の活用講座 アンケート結果① 

質問２ どのような講座の形態が良いと思いますか【複数回答】 

 

図 12 ＩＣＴ機器の活用講座 アンケート結果② 

質問３ 本講習会で学んだ内容は、下記のどれに活かせそうで

すか【複数回答可】 

 

図 13 ＩＣＴ機器の活用講座 アンケート結果③ 

質問４ 本講習会に参加して、タブレット端末を活用した 

授業づくりにいかせると思いますか 

 

図 14 ＩＣＴ機器の活用講座 アンケート結果④ 
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図られ、情報活用能力が向上したことが理解できる。 

  

図 15 浦添商業高校における講座風景 

 

図 16 浦添工業高校における講座風景 

 

ケ タブレット端末活用講座後の活用の変化 

浦添工業高校において「基礎講座」実践後、タブレット端末の活用改善が図られたことを報告す

る。この分析は、タブレット端末を使用するときに記入する「タブレット予約簿」の集計「タブレ

ット端末活用状況集計データ（図 22）」のグラフから行った。 

   (a) タブレット端末における管理・運用の改善 

    ⅰ. 利便性の向上 

タブレット端末の管理

は、管理担当者が所属す

る部署において行われる。 

浦添工業高校では、保

管を教室から離れたＣＩ

Ａ室で行っていた。基礎

講座実施後に、教室近く

の図書館へ移設すること

により、セキュリティを

確保しながら利便性を向

上させることに成功して

いる。 

      基礎講座を実施した

10 月から使用回数が上

昇しており、10 月～12

月にかけての使用回数は

倍以上になっている（図 22）。このことから、利便性の向上に成功したと考えられる。 

 

図 22 タブレット端末活用状況集計データ 

基礎 

講座 
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    ⅱ. 運搬効率の向上 

      タブレット端末の「保管」「充電」「運搬」は、収納庫を活用することにより行われている。 

浦添工業高校では、 

授業での運搬に、プラ 

ケースを活用している 

ことと、基礎講座で導 

入した「ＡＰ接続カー 

ド」の活用により、タ 

ブレット端末の活用の 

幅が広がり、活用時間 

が増加したと考えられ 

る（図 23）。 

以上のことから、基礎講

座において習得した内容を、

学校において実践すること

により、タブレット端末の

利便性の向上や運搬効率の

上昇がみられ、活用効率の

向上が図られることが証明

された。今後も、本研究の

取組みを続け「教員の専門

性の向上を図る支援」を行

う。 

② 自主講座「タブレット端末活用講座」 

   ア 目    的：  

    ・平成 27年度専門高校にて整備されたタブレット端末活用について支援し、授業の充実を図る。 

    ・教職員自ら学び合い、情報交換・自己研鑽の場とする。 

   イ 実 施 場 所：沖縄県立総合教育センター ＩＴ教育センター棟１階大講義室 

   ウ 実  施  日：12月３日（土） 

   エ 時    間：３時間程度 

   オ 参  加  者：２名（那覇工業高校定時制） 

   カ 講 座 内 容：  

    ・Office365活用 

     －メールの利用 

     －Skype会議の設定 

     －パワーポイントの表示（双方向での編集） 

     －OneDrive 

     －Forms 

     －Video（共有ビデオ） 

     －Sway 

     －まとめと使用上の注意 

    ・Keynoteの活用 

     －スライドの作成 

     －KeynoteLive 

   キ．アンケート：２名 

   ク．アンケート分析 

     参加者が２名と少ないため、分析できる十分な人数とはいえないが、アンケートの結果と口頭

からの質疑によって得られたものから分析を行った。 

     講座の参加者からは、講座における「講座」「実習・演習」「総合評価」の全てにおいて「満足」

の評価を得た。「質問 本講習会に参加した理由」からの「授業での活用を検討」や「個人のスキ

基礎講座 

図 23 タブレット端末活用場所集計データ 
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ルアップ」といった目的では、「Office365や Keynoteについて入口からはいることができました。

今後利用方法について楽しみたいと思います。」「とてもわかりやすくて良かったです。また機会

があれば受けてみたいし、Office365、Keynote を使いこなせるようになりたいです。」といった

受講後の肯定的な感想から、自主講座において専門的な技術を習得することができ、教職員の研

鑽を図ることができたと考えられる。また、「自主講座」の実施形態（休日や放課後の利用）の意

見では、「休日での実施がよい」や「講座の時間がもっと長くてもよい」などの積極的な意見から、

自主講座へのニーズの高さがうかがえた。 

しかし、参加者が少なかった点においては、「もっと早めの案内があった方がよい」など、こち

らの計画と学校現場の計画におけるズレが生じていることがわかったので、今後は、学校行事と

の計画も考慮しながら、講座を年間計画として位置づけ、計画的な実施に向けて取り組んでいく。 

     以上のことから、タブレット端末活用講座（自主講座）の取組み（図 17）によって、先進的な

技術や知識の習得が支援でき、教師の専門的技術力の向上を図ることができた。 

     

図 17 タブレット端末活用（自主）講座風景 

 ４ 研究協力校における研究授業（授業実践）の取組み 

  (1) 目 的 授業におけるタブレット端末の活用の事例を、研究協力校において発表・共有すること

により、タブレット端末の授業における積極的な活用および利用促進を図る。 

(2) 内 容 発表では、授業で使用できるアプリケーションや、「県立専門高校普通教室ネットワーク

構築事業」で作成した動画の紹介等を行う。 

  (3) 取 組 研究協力校と連携しながら研究授業の調整を行ってきたが、タブレット端末活用講座の

実施が遅かったこと、学校現場において十分な検証授業を行う時間や事例発表を行える教

員の確保が難しかったことから、実施ができなかった。 

  (4) 反 省 今後は、授業においてＩＣＴ機器が活用できるレベルを目指した支援を続けながら、教

員のＩＣＴ活用力の向上を図る。 

 ５ タブレット端末活用における先進技術の習得 

タブレット端末におけるディジタル教材は充実しており、フリーソフトから市販のアプリケ－ショ

ンソフトまで含めるとかなりの数になるが、必要なディジタル教材が全て存在するとは限らない。ま

た、それらを使用するためには、ある程度のソフトの使用に関する権利や著作権、セキュリティに関

する知識が必要になる。 

そこで、先進的な技術として、タブレット端末で活用できるアプリケーション作成技術やディジタ

ル教材の作成方法、セキュリティに関する知識を学ぶことにより、課題を解決していく手立てとする。 

  (1) 先進技術講座：「アプリケーション開発講座」：アプリケーション「Monaca」 

  (2) 取組み内容 

   ① 目 的：タブレット端末で活用できるアプリケーション作成技術を学び、ＩＣＴ教育技術の充

実を図る。 

   ② アプリ：Monaca 

   ③ 講 師：アシアル株式会社 岡本 雄樹 氏 

   ④ 日 程：7月 3日（日） 9時～16時 

   ⑤ 会 場：総合教育センター 

産業教育棟 3F CAB室 
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⑥ 参加者：高等学校８名 

   ⑦ アンケート分析： 

     本講座は、計画から実施まで日数が 

    短く、学校への周知が十分ではなかった 

ことや、休日での実施でもあったが、８ 

名の先生方に参加して頂いた。 

    アンケート結果①からも分かるように、

参加者は「満足、どちらかというと満足」

で全て肯定的であり、意欲の高さが伺え

る（図 18）。 

アンケート結果②「本講習会の内容が

タブレット端末の活用にいかせると思

いますか」という質問に対しても全てが

肯定的で有り、今後に活かせる内容の講

座だったことが分かった（図 19）。 

     アンケート結果③「どのような事を学

べましたか」では、使用したアプリケー

ションの使いやすさや汎用性が優れて

いるため、参加者の意識や意欲の向上に

繋げることができ、講座の実施は成功だ

と考えられる（図 20）。 

 

 

 

 
図 20  Monaca講習会 アンケート結果③ 

６ 「ＩＣＴを活用した授業改善（タブレット端末活用）」講座の実施（離島における基礎講座） 

タブレット端末活用による授業改善を目的とした講座を八重山地区の専門高校２校にて実施した。

出前講座とスキルアップ講座を連携させることにより、離島での実施が可能となった。離島における

講座の機会は少ないので、このような機会を生かして様々な情報提供や講座を実施する必要がある。 

講座は、ビデオ作成と iPadで使用できるアプリ紹介の資料を中心に講話形式で行った（図 21）。ビ

デオ教材作成では「教材ビデオの作り方」のテキストとビデオ教材、ビデオ編集では「iMovieによる

動画編集」テキストを使用して説明を行った。授業で使用できる「iPadアプリ」では、授業で事例が

豊富な「keynote」の紹介を行い、導入のしやすさと生徒でも使用できる手軽さを紹介し、タブレット

端末の活用を促した。 

講座の終りに各校におけるタブレット端末の活用における意見交換を行った。この意見を参考にし、

今後の取組みに生かしていきたい。 

 (1) 実施校  

  ・八重山商工高校（工業科、商業科） ・八重山農林高校 

 (2) 実施日 

Ｑ１ 本講座「実習・演習」を受講しての満足度を 

お聞かせ下さい 

 

図 18  Monaca講習会 アンケート結果① 

Ｑ２ 本講習会に参加して、タブレット端末の活用に 

いかせると思いますか 

 

図 19  Monaca講習会 アンケート結果② 
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Ｑ３ 本講座を受講して、どのようなことを学ぶことができましたか。 

・IT津梁まつりにおいて宮古工業ブースで紹介されていたので興味を持っていた。MONACAの基本

的操作などが学べたことと、環境設定が簡単でともて使いやすい。 

・ブラウザのセットアップだけで Monacaが使用できるのを学ぶことができた。サンプルプログラ

ムで一連の動作を学ぶことができた。 

・Monacaを通して、HTMLや CSSなどを学ぶことができた。画面右側にプレビューがあるので、文

法のイメージがしやすかった。 

・Monacaの使い勝手の良さと学ぶことができました。プログラミングした結果がプレビューとし

てすぐ確認できることが、生徒のモチベーションを上げると思います。自分のスマホでも確認

できるし、続きを自宅でもできるので、とても良いと思いました。 

n=8 
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  ・八重山商工高校 ６月 15日（水）午後１時～５時 

  ・八重山農林高校 ６月 16日（木）午前 10時～11時 30分 

  (3) 配付資料 

・タブレット端末ビデオ作成「情報コンテンツ作成テキスト」 

  ・タブレット端末活用講座テキスト 

 (4) 学校の状況（意見交換） 

  ① 八重山商工高校 

   ・タブレット端末は各学科で割り振って使用している。 

   ・商業科では、授業（座学）でも活用している。 

  ② 八重山農林高校 

   ・タブレット端末を授業で触る機会が無い。 

   ・他のタブレット端末等があるので、使用する必要が感じられない 

   ・全職員に、タブレット端末活用講座などが必要である。 

    
図 21 ＩＣＴを活用した授業改善の講座風景 

Ⅵ 研究のまとめ 

  本研究は、「沖縄県教育情報化基本計画」の「本県情報産業を担う人材育成の方策推進 （２）教員の

専門性の向上」におけるＩＣＴ活用の推進と、「県立専門高校普通教室ネットワーク構築事業」の「地域

社会・地域産業の活性化に資する『人材育成』」における継続支援の両面を支援することを目指して取り

組んできた。 

  産業教育班は専門高校におけるＩＣＴ活用状況の把握と支援（技術）の分析、ＩＴ教育班は支援（技

術）に必要なＩＣＴ教育研修を行った。この共同研究により、「教師の専門性の向上」を目指した取組み

が可能となり、導入された「タブレット端末活用力を向上させる」研究を行うことができた。 

  本研究による専門高校における教師への支援を通して、タブレット端末活用力の向上が図られ、本県

の情報産業を担う人材の育成に繋がったと考えられる。 

 １ 成果 

  (1) 専門高校による教師の支援を通して、タブレット端末活用力の向上を図ることができた。 

  (2) 授業におけるネットワークを活用した新たな技術や活用方法を提案し、情報活用能力の向上を図

ることができた。 

 ２ 課題 

(1) 専門高校におけるタブレット端末活用力の向上させる取組みの継続。 

    (2) 「専門高校普通教室ネットワーク構築事業」におけるビデオ教材の効果的な授業活用の研究。 

 

〈参考教材〉 

 プランターケース （名護商工高等学校 教諭 宮里 智子 製作） 

〈参考資料〉 

 中橋 雄 2016年 2月 タブレット端末導入に関する成果と課題 学校とＩＣＴ Sky株式会社 

 文部科学省 平成 27年４月 プロフェッショナルを目指すなら専門高校  

 沖縄県教育委員会 平成 24年３月   沖縄県教育情報化推進計画 

沖縄県教育委員会 平成 23年 11月 沖縄県教育情報化基本計画 


