
研究推進委員会 

ICT 公開授業９月 19 日 内容 

1 校時 

クラス 教科 教員 教室 単元名や授業内容 ICT 活用（使用機器・用途等） 

１A 社会 德永 １A EU の課題 タブレット 

１B 国語 中田 １B 読解スキルの確認 書画カメラ 

１C 美術 大塚 美術室 木彫「ネームプレート」の制作 アイディアスケッチ TV モニター 

２A 国語 川原 ２A 平家物語 DVD・書画カメラで図示 

２B 社会 関 ２B トマトは１年中作れるか？ プロジェクター 

２C 理科 加藤 第一理科室 だ液によるデンプンの変化（仮） 書画カメラ・BIGPAD 

３A 

 

数学 

 

堀江 ３A ２次関数について デジタル教科書 

大木 ４F 数学室 ２次関数について デジタル教科書 

３B 

３C 

英語 

 

安富 ３C Unit3 デジタル教科書 

中村 ３B Unit3 デジタル教科書・プレゼンテーションソフト 

梅田 天沼ほっと Unit3 デジタル教科書 

２校時 

クラス 教科 教員 教室 単元名や授業内容 ICT 活用（使用機器・用途等） 

１A 数学 藤原 １A 「方程式」 方程式とその解 生徒、教員用タブレット・プロジェクター・デジタル教科書 

大木 ４Ｆ数学室 関係を表す式 デジタル教科書 

１B 

１C 

体育 河合 

今川 

体育館 マット運動 タブレット・ラグミラー 

２A 理科 加藤 第１理科室 だ液によるデンプンの変化（仮） 書画カメラ・BIGPAD 

２B 国語 寶田 ２B 読解スキルの確認 書画カメラ 

２C 国語 川原 ２C 平家物語 DVD・書画カメラで図示 

３A 英語 安富 ３A                     Unit3 デジタル教科書 

中村 英語室                     Unit3 デジタル教科書・プレゼンテーションソフト 

３B 国語 中田 ３B 文法の学習 書画カメラ 

３C 理科 河西 ３C 運動とエネルギー 電子黒板・デジタル教科書 



３校時 

クラス 教科 教員 教室 単元名や授業内容 ICT 活用（使用機器・用途等） 

１A 理科 河西 １A 葉、根、茎のつくりとはたらき 電子黒板・デジタル教科書 

１B 美術 大塚 美術室 木彫「ネームプレート」の制作 アイディアスケッチ TV モニター 

１C 社会 德永 １C EU の課題 タブレット 

２A 国語 寶田   ２A         読解スキルの確認 書画カメラ 

２B 

２C 

英語 安富 ２C Unit3 デジタル教科書 

中村 ２B Unit3 デジタル教科書・プレゼンテーションソフト 

岡村 天沼ほ Unit3 デジタル教科書・電子黒板 

３A 国語 中田 ３A 文法の学習 書画カメラ 

３B 

３C 

体育 河合 

今川 

体育館 マット運動 マット運動主体の活動のため、使用しない 

４校時 

クラス 教科 教員 教室 単元名や授業内容 ICT 活用（使用機器・用途等） 

１A 英語 梅田 １A Unit5  デジタル教科書・電子黒板 

岡村 天沼ほ Unit5 デジタル教科書・電子黒板 

１B 理科 河西 １B 葉、根、茎のつくりとはたらき 電子黒板・デジタル教科書 

１C 家庭 冨永 被服室 刺し子の巾着 プロジェクター、書画カメラで見本掲示 

２A 数学 藤原 ４F 数学室 １次関数 直線が通る２点座標から式を求める 教員用タブレット・デジタル教科書・プロジェクター 

堀江 ２A １次関数のグラフと値 デジタル教科書 

２B 国語 川原 ２B 平家物語 DVD・書画カメラで図示 

２C 国語 寶田   ２C 読解スキルの確認 書画カメラ 

３A 社会 関 ３A 部落解放運動のおこり プロジェクター・DVD 

３B 

３C 

体育 河合 

今川 

体育館 マット運動 マット運動主体の活動のため、使用しない 

 

 

 



５校時 

クラス 教科 教員 教室 単元名や授業内容 ICT 活用（使用機器・用途等） 

１A 家庭 冨永 被服室 刺し子の巾着 プロジェクター、書画カメラで見本掲示 

１B 

１C 

数学 藤原 １C 「方程式」 方程式とその解 生徒、教員用タブレット・プロジェクター・デジタル教科書 

堀江 ４F 数学室 文字式の活用 デジタル教科書 

大木 １Ｂ 方程式とその解 デジタル教科書 

２A 英語 中村 ２A Unit3 デジタル教科書・プレゼンテーションソフト 

岡村 天沼ほ Unit3 デジタル教科書・電子黒板 

２B 理科 加藤 第１理科室 だ液によるデンプンの変化（仮） 書画カメラ・BIGPAD 

２C 社会 德永 ２C 安土・桃山文化 デジタル教科書 

３A 

 

体育 

 

河合 

今川 

体育館 マット運動 マット運動主体の活動のため、使用しない 

3B 社会 関 ３B ヒトラーとは何者か？ プロジェクター・DVD 

３C 音楽 明石 音楽室 アルトリコーダー プロジェクターで楽譜を見やすく 

６校時 

クラス 教科 教員 教室 単元名や授業内容 ICT 活用（使用機器・用途等） 

１A 音楽 明石 音楽室 アルトリコーダー プロジェクターで楽譜を見やすく 

１B 家庭 冨永 被服室 刺し子の巾着 プロジェクター、書画カメラで見本掲示 

１C 国語 中田 １C 読解スキルの確認 書画カメラ 

２A 国語 川原 ２Ａ 敬語 書画カメラ 

２B 社会 德永 ２B 安土・桃山文化 デジタル教科書 

２C 理科 加藤 ２C だ液によるデンプンの変化 まとめ（仮） 電子黒板・デジタル教科書 

３A 

 

数学 

 

堀江 ３A ２次関数 デジタル教科書 

大木 ４F 数学室 ２次関数 デジタル教科書 

３B 社会 関 ３B 悪いのはヒトラーだけか？ プロジェクター・DVD 

３C 理科 河西 ３C 運動とエネルギー 電子黒板・デジタル教科書 

 


