
第９回デジタル教科書セミナー

２０２３年１月１１日（水）

東京学芸大学附属図書館学習サポータ

りんごチーム

附属校！デジタル教科書のリアル
～実習生と附属校教員の声から～



本日の流れ
1. サポータの自己紹介

2. デジタル教科書とは？

3. 学生と附属校へのアンケートから

4. グループワーク

5. デジタル教科書と紙の教科書の使い分け例(附属校実例)

6. 図書館でのデジタル教科書の利用方法

7. 電子黒板の機能と使い方

8. アンケート回答のお願い

9. 次回セミナーのお知らせ

1



デジタル教科書とは？

紙の教科書と同一の内容が

デジタル化された教材
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教科書発行者が作成！



デジタル教科書の種類

〇指導者用デジタル教科書

〇学習者用デジタル教科書
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なぜデジタル教科書が注目を浴びてる？

①ICTは学校教育を支える基盤的なツールとして必要不可欠

②GIGAスクール構想により

「１人１台端末」と「学校ネットワーク環境」等の

急ピッチな設備による令和3年度からの本格運用開始
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参考：GIGAスクール構想推進のための学習者用デジタル教科書活用事業
https://www.mext.go.jp/content/20211222-mxt_kyokasyo-01000019700_01.pdf



デジタル教科書整備状況（2021年度）
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小学校 中学校 高等学校 特別支援
学校

指導者用
デジタル教科書

８８.６% ８９.９% 37.3% 26.5％

学習者用
デジタル教科書

40.1％ 41.5％ 6.1% 16.3％

文部科学省「学校における教育の情報化の実態等に関する調査/令和3年度結果」



今回のテーマ
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教育実習経験者と附属校教員へのアンケート結
果から、教育現場でのデジタル教科書の活用に
ついて考えます！



学生・附属校へのアンケート概要

〈学生へのアンケート〉

⚫対象：本学学生のうち教育実習経験者

⚫調査期間：2022年11月30日
～2022年12月12日

⚫回答数：17名

⚫内容：実習先でのデジタル教科書
の利用について等

8

〈附属校へのアンケート〉

⚫対象：東京学芸大学附属学校の教員

⚫調査期間：2022年11月11日
～2022年11月30日

⚫回答数：34名

⚫内容：デジタル教科書のメリット・
デメリット、実習生の活用状況等



附属校のデジタル教科書導入状況
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※附属校へのアンケートより

5

29

担当教科において、児童生徒に

学習者用デジタル教科書を利用させていますか？

利用させている 利用させていない
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22

担当教科において、教員は

指導者用デジタル教科書を導入していますか？

導入している 導入していない



デジタル教科書を導入しない理由（ハード面）
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機器の設定（ID・PWなど）を
教員自身で行う必要があるため

導入のための予算がとれないため

デジタル教科書でできることを
他のやり方で行っているから
例）資料の拡大

…iPadやスキャンデータなどを使って行う

※附属校へのアンケートより

ノートPCは使用前後に時間ロスが
あり、使いこなせていないため。



デジタル教科書を導入しない理由（活用面）

11

教科書会社により、使える機能や内
容が様々であり、そのなかには現場で
の活用になじまないものもあるため。

「教科書を教える」ではなく、
「教科書でも教える」という授業
のため、教科書通りに教えるとい
う状況にならない。

有益な活用法を模索中のため。

事前に紙の教科書とともに
デジタル教科書の教材研究
も必要になるため。

※附属校へのアンケートより



デジタル教科書を授業で使うメリット
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座席の位置に関係なく、
映像が見やすい。

※附属校へのアンケートより

既習の内容を調べたい時に、辞書的かつ
復習的に活用することが出来る。

児童が繰り返し聴きたいところを
自分で何度も聞くことが出来る。

子ども達と同じ箇所を見ながらの
指導が可能。

音声の再生が可能。



教育実習先でのデジタル教科書活用状況

教育実習でデジタル教科書を
使った人は決して多くない
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2

15

実習先でデジタル教科書を使用しましたか？

使用した 使用しなかった
※学生へのアンケートより



デジタル教科書を使用しなかった理由

14

• 指導教員から使うように指示がなかったから¹（９名）
⇔附属校教員「指導用のデジタル教科書の活用について、教科書画面の提示

など提案はしましたが、実習中に実習生が活用することはありませんでした。²」

• デジタル教科書を使用するメリットがなかったから¹（7名）
⇒デジタル教科書のメリットが分からず、デジタル教科書を使用することに

戸惑いがある？

※1 学生へのアンケートより ※2 附属校へのアンケートより

教員と実習生の間にギャップがある！



教育実習・教育現場を見据えて
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デジタル教科書の使用が目的化すると本末転倒

⇒紙の教科書とデジタル教科書を使い分けて
活用していくことが求められる



グループワーク
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あなたが実際に教育実習・教育現場へ行ったとき、
どんな場面でデジタル教科書または紙の教科書を
使いますか？



ワークの前に（3分）
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①自己紹介

・名前（学年・学科）

②参加したきっかけ、理由

③役割決め

・誕生日が今日に一番近い人→進行

・誕生日が今日に一番遠い人→意見共有（発表）



グループワーク①（7分）
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任意の教科で授業する場合を想定し、まずは紙の
教科書での教え方を考えてみよう

例)・重要箇所をチェックさせる

・写真や表を見て気づいた点を挙げてもらう



グループワーク②（7分）
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①で考えたことをもとに、さらに教育効果が向上す
るデジタル教科書の機能を見つけよう

例)・児童生徒が自分で音声を聞ける
・映像を閲覧して、授業内容の理解を深められる



グループワークの共有
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●時間

各グループ２分程度

●内容

・紙の教科書での教え方

・紙の教科書よりも、理解が進むデジタル教科書の機能



【附属校実例】紙・デジタル教科書の使い分け
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学習の大枠を把握するときは紙の教科書。
個別具体的な資料の参照はデジタル教科書。

家での勉強用は紙の教科書。
学校ではデジタル教科書。

児童自身が映像や音声にアクセスするとき、
既習事項に関する疑問解決にはデジタル教科書。

※附属校へのアンケートより

指追いで読むときは紙の教科書。
全体で確認するときはデジタル教科書。



（参考）デジタル教科書を使用した経験談
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Aさん Bさん

◆担当教科

小学校国語

◆うまくいった点

朗読を流したことで、私が読
み上げるよりもしっかりした音
読を児童に聞かせることがで
きた。

◆うまくいかなかった点

児童によってデジタル教科
書の使用の質が異なるため、
授業を進めていいか迷った。

◆担当教科

小学校算数

◆ うまくいった点

作業や教科書への書き込
みを大きく児童に見せること
ができた。

◆ うまくいかなかった点

操作性が悪い場面や書い
たことが消えてしまったり、
答えがすでに出てしまって
いる時使い勝手が悪かった。

※学生へのアンケートより



（参考）デジタル教科書活用事例集
☆学習者用デジタル教科書実践

事例集（文部科学省）
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☆ICT活用実践事例集
（東京書籍）

https://www.mext.go.jp/a_menu/shot
ou/kyoukasho/seido/1414989.htm

https://www.tokyo-
shoseki.co.jp/ict/catalog/#katsuyou

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoukasho/seido/1414989.htm
https://www.tokyo-shoseki.co.jp/ict/catalog/#katsuyou


デジタル教科書をもっと知りたい方へ
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【書籍】

・『無理なくできる 学校のICT活用』

・『デジタル教科書のゆくえ：リアルタイムレポート』

・『ICTを活用した学び合い授業アイデアBOOK』

【検索】

・「文部科学省 デジタル教科書」

・朝日新聞クロスサーチにて「デジタル教科書」



図書館での
デジタル教科書の利用方法
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利用するために
対象者

本学学生・教職員（名誉教授、非常勤教員を含む）

利用上の注意

①コピー、USBへの保存やカメラ等での画面撮影は不可

②音声を聞く場合はイヤホン接続

③予約不可
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必ず利用条件を守ってください。



デジタル教科書コーナーとは？
場所

図書館１F教科書コーナーの横

利用可能時間

開館時間中 ※土日祝日も利用可！

取り扱っている教科書会社

大日本図書、東京書籍、教育出版
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大日本図書 東京書籍 教育出版

日本文教出版は貸出用のみで利用可



貸出パソコンとは？
利用場所

図書館１Fのお好きな場所

利用可能時間

開館時間～１６:３０まで

※土日祝日は利用不可

取り扱っている教科書会社

PC１台で図書館で利用可能な全てのデジタル教科書を閲覧可能！
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電子黒板の機能と使い方
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電子黒板の機能紹介

・ 画面に書き込む&消す

・ キャプチャ保存

・ 表示切替
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図書館で使える電子黒板
【電子黒板の設置場所】

１階ラーニングコモンズ

・セミナーエリア

・アクティブエリア

★利用申請することなく

自由に触ることが出来ます
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電子黒板でのデジタル教科書の利用方法
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①電子黒板の
電源を入れる

モニターの下側面に
電源ボタンがあります！

②貸出用PCと電子黒板
をつなぐ

USBケーブル

HDMIケーブル

USBケーブルとHDMIケーブルでPCと
電子黒板をつないでください。
※USBケーブルは電子黒板から
抜いてPCに挿入。

電子黒板の背面

③デジタル教科書を開く

デジタル教科書を電子黒板で
操作できます！

小学校英語
（東京書籍）



ICTセンターによるデジタル教科書貸出

利用条件

本学教員の指導の元、

大学の授業中や教育実習の準備等において利用可能

利用場所

大学構内
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指導教員へ
相談してみてください！

詳しい内容はこちら！



ICTセンター「新たな学びの部屋」
電子黒板、実物投影機、学習者
用コンピュータ
（Chromebook）、指導者用デ
ジタル教科書，学習支援システ
ム（SchoolTakt）など，標準的
なICT活用環境を整えた部屋

少人数のハイフレックス授業・会
議に対応した部屋
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詳しい内容はこちら！



アンケート回答のお願い
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本セミナーのご意見・ご感想を

お聞かせください！

https://forms.office.com/r/K8NgebxBHs

https://forms.office.com/r/K8NgebxBHs


次回セミナーのお知らせ

『デジタル教科書の活用

～楽しい授業を創るために～』

◆開催日時：1月２5日（水）１3：00〜14：00

◆場所：附属図書館ラーニングコモンズアクティブエリア

◆申し込み締め切り：１月20日（金）まで
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https://forms.office.com/r/fqdndEUhS3

https://forms.office.com/r/fqdndEUhS3


２０２３年１月１１日（水）

東京学芸大学附属図書館学習サポータ

りんごチーム
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ご清聴
ありがとうございました！
次回セミナーへのご参加もお待ちしております！！


