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Ⅰ 研究報告

１．川崎の情報教育

（１）川崎の情報教育の流れ

平成 4 年度までは、「視聴覚教育研究会」と「図書館教育研究会」がそれぞれに活動してきた。

しかし、研究会の再編成により平成 5 年度「情報教育研究会」が生まれた。１つになった当初は、

単に「情報」という言葉のもと、学習に使うメディア（「放送・映像」「図書」「コンピュータ」）、

学習環境（「もの」「場」「人」）、学習方法、学齢段階（低・中・高学年部会）といったそれぞれの

視点に立って情報活用能力のひとつである「情報活用の実践力」を育成するために研究を進めてき

た。しかし、「情報教育研究会」とはいえ、従来から抱えている事業を継続していくために、「情報

教育」という視点に立った研究を進めるよりも、「視聴覚教育」と「図書館教育」という２つの視

点で、子どもたちの主体的な情報活用場面を想定しながら実践を積み重ねる形で研究を行ってきた。

さらには、コンピュータ室が図書室の近くに設置されるようになることで、総合的な学習の時間の

調べ学習に利用しやすい「学習情報センター」の機能を働かせるための研究にも力を入れてきた。

この研究を進めることによって、図書のほかにＶＴＲやＤＶＤといった映像メディアやコンピュー

タ，インターネットなど，いろいろなメディアを兼ね備えたメディアセンターとしての機能を強化

する必要があることが見えてきた。さらに、平成 15 年度より学校に「司書教諭」の配置が決定さ

れたことにより、今後，読書活動の充実とあわせて学校における情報教育推進の一翼を担うメディ

ア専門職としての役割を果たしていくことが求められるようになった。今まで対峙していた「視聴

覚教育」と「図書館教育」がより融合された本来の「情報教育」の研究へと形が定着してきている。

（２）川崎の情報教育

川崎市立小学校情報教育研究会では、「川崎の情報教育」を単にコンピュータの活用だけに限定

せずに、今までの研究や研修で培ってきた「図書」や「映像・視聴覚機器」の活用も含め、広い意

味での「情報教育」としてとらえている。

これは、子どもたちの主体的な学習を考えた時には、いろいろな活動が考えられ、情報活用の手

段をコンピュータに限定せず、より多くのメディアから、必要な情報を取捨選択し、活用していく

中で情報活用能力が育成されると考えるからである。

また、川崎市では、平成 12 年度より「読書のまち・かわさき」の事業を推進している。これは、

子どもの夢や想像を広げ、感性や表現力を高め、自ら考え、健やかに生きる力を育むことができる

等の読書の意義を踏まえ、川崎らしい魅力的な読書活動の充実と図書館づくりを推進している。

さらに、20 年度で 26 回目を数える「わが町かわさき映像創作展」の事業も推進している。これ

は、市民及び児童・生徒自らの創造的な映像制作活動を通して、日常生活のなかに映像文化を位置

づけることを目的としている。身近な「川崎」を様々な角度から記録したり、自由なテーマで日常

生活を表現したりした作品を審査し、表彰・公開することにより、「川崎」を再認識し、市の映像・

文化活動の向上を図るために行われている。

このように市の取り組みとしても、「図書」「映像・視聴覚」を含めた「情報教育」に取り組んで

きているといえる。
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川崎の情報教育

情報活用の実践力 情報の科学的な理解 情報社会に参画する態度

「放送・映像活用」 「学校図書館活用」

《映像制作能力》 《映像視聴能力》

・ビデオ映像創作展 ・教育放送の利用

・映像制作講習会 ・デジタルコンテンツ視聴

《映像活用能力》

・映像リテラシー

「コンピュータ活用」

・コンピュータリテラシー ・情報管理（情報モラル）

・デジタルコンテンツの活用 ・システムの構築

・ノンリニア映像編集 ・プレゼンテーション能力

・情報機器類の活用（デジカメ）・ネットワーク活用（校内ＬＡＮ）

【川崎市立小学校情報教育研究会 研究構想図】

『自ら学ぶ力と豊かな心を育てる情報教育をめざして』

ー メディア活用で伸ばす確かな学力 ー

・情報教育の方法

・環境作り

・情報教育の内容

（スキル表）

自ら学ぶ力

・メディア（＊１）を通して心を動かす

・共感や感動・わかりあう・認め合う

・コミュニケーション力

・受けとめる力・伝える力

豊かな心

教育の情報化

体系的な情報教育の育成

（情報活用能力の育成）

各教科等の目標の達成

（確かな学力の育成）
統
合

める研究 める研究

情報活用能力 活用

書の
・

かわ

わ
かわ
映像

創作展

書教 の

《学習情報 ンター》《 書 ンター》

・図書 の活用 ・ 書活動

・ 学習の方法 ・ 書タ ム

・アニ シオン

・ か
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○いろいろなカテゴリーやテーマの本をたくさん読める読書好きな子。

○優れた映像作品を見た時に、共感や感動する心をもった子。

○自分の発信する情報に責任をもち、ICT 機器を利活用して情報を操作したりコミュニケーショ

ンのツール（道具）として使ったりできる子。

本研究会では、こうした状況を踏まえ、研究テーマを

とかかげている。これは、子どもたちに教育の情報化の目的である「情報活用能力」を育成する

ことと、ＩＣＴを使って「確かな学力」を育成することの２つの目標を含んだテーマと考えている。

わたしたち情報教育研究会では、「豊かな心」を

ととらえ、そのような「豊かな心を育てる」ために、次のような活動を重視している。

① 日ごろの実践に、「メディア（＊1）を通して心を動かす」という活動を組み込む。

② 「共感や感動」、「わかりあう」、「認め合う」、「コミュニケーション力」、「受けとめる力」、「伝

える力」などを育てることに寄与しているかという観点で指導計画や手だてをふり返る。

③ 「豊かな心を育てる」という点から授業の中での子どもたちの変容、動きを振り返る。

２．今年度の研究

上記のような研究テーマの実現のために、わたしたちは年に２回の授業研究を行っている。これ

らの授業研究では、どの授業実践においても『情報活用能力を育成するには、どのような学習活動

を組み入れていかなければならないのか』ということを模索していくことに主眼を置き、「図書」「コ

ンピュータ」「映像」といったメディアの特性にとらわれることなく、一つの単元学習の中にさま

ざまなメディアを用いた活動を組み入れ、総合的に取り組んできた。

二回の授業研究のうち一回目は、情報教育を“広める”ための授業として位置づけた。高度情報

化社会の到来といわれた時期には、コンピュータを用いて教科指導をしたりコンピュータの使い方

を指導したりできる教員の数を増やすことに教育施策の主目的があった。しかし、高度情報社会と

いわれる現在では、誰もが個人用のコンピュータや情報を操作するためのツールを時には複数持ち、

日常的にコンピュータを用いた指導実践や校務を誰もが行うこと（ＩＣＴ活用）に教育施策の主眼

が移ってきている。川崎市内のすべての学校に４０台の児童用コンピュータと授業支援システムを

備えたコンピュータルームが完備した今年度は、新たに採用され、コンピュータの使用に抵抗はな

いが教育の手段としての使用経験の少ない若手や、教育の経験は豊かであるがコンピュータの使用

経験の少ないベテラン会員へ向けて、情報機器（＝ＩＣＴ）を気軽に活用しながら、日頃の授業で

「分かる授業」や「確かな学力」の育成をめざす授業を展開した。

（＊1）メディア：コンピュータ、ビデオやカメラといったハードウェアのみを指さない。

図書、コンピュータソフト、ビデオソフト等ソフトウェアと環境〈人、もの、場（こと）〉

までも含めたもの。

『自ら学ぶ力と豊かな心を育てる情報教育をめざして』

～メディア活用で伸ばす確かな学力～
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会員が、すぐにカリキュラムに取り込むことができる授業

研究会の研究の方向性を示す授業

を提案する。

研究授業

 

二回目の授業実践は、情報教育を“深める”ための授業と位置づけた。世界的な規模の莫大な量

の情報に取り囲まれ、また、その情報が秒速で更新されてゆく現代においては、家族や地域、学校

で習った知識をもとに一生生きていくことのできる社会ではなくなってきている。また、情報を必

要とするのであれば、同じテーマ（キーワード）で何とおりもの（時には何百ページもの）情報を

最新のものから非常に古いものまで瞬時に集めることができる。しかし、わたしたち人間の脳の情

報処理の量や速度が飛躍的に増えたわけではない以上、このような社会を生きていくためには自分

にとって必要な課題を見極め、それに関連した必要な情報を取捨選択し、統合してまとめたり、わ

かりやすく加工して発信したりしていくような情報活用能力を身につけることが必要不可欠であ

る。このような情報活用能力を子どもたちに確実に育成するためには、どのような指導計画を立て

ればよいのか。また、年間を通してどのような活動を積み上げていけばよいのか。さらには、小学

校の６年間を通してどのように育てるのか。自ら学ぶ力と豊かな心を育てるための総合的な授業づ

くりを提案していきたい。  





















月日 曜日 活動名 会場 内容

4/16 水 総会準備委員会① 下沼部小学校 ・２０年度活動計画案、組織編成
・年間計画について
・研究について
・総会計画、役割分担

4/24 木 名簿作成委員会 戸手小学校

4/30 水 総会準備委員会②
(お知らせ）

久本小学校 ・研究会総会準備
・映像制作講習会、図書主任会について

（内容、進め方、役割分担の確認）
・研究の推進

5/7 水

5/21 水 常任委員会③ 下沼部小学校 ・研究の推進

6/4 水 常任委員会④ 住吉小学校 ・第１回 授業研究会に向けて
・各事業からの連絡

6/18 水 常任委員会⑤ 下沼部小学校 ・研究の推進
・夏季会員研修会について

6/24 火 常任委員会
（お知らせ）

旭町小学校 ・第１回 授業研究について

7/2 水
第１回授業研究

旭町小学校 授業者 旭町小
加藤 裕子教諭

7/16 水 映像製作講習会

7/16 水 図書主任会 久本小学校 読書感想文コンクール募集要項と
学校図書館の運営について

7/25 金
小教研 第４７回 研究大会 幸市民館

8/4 月 常任委員会⑥ 下沼部小学校 ・研究の推進
・会員研修会準備、最終確認

8/5 火 会員研修会 下沼部小学校 ・講演
・情報教育ワークショップ
・情報教育ワンポイント実践

8/6
水

神奈川県 放送・視聴覚合同 夏季特別研修会 麻生市民館

8/6.7.8 第３７回 全国学校図書館研究大会 熊本大会

8/20
神奈川県学校図書館夏期研究大会

Ⅱ.活動経過

川崎市立小学校 情報教育研究会総会 川崎市総合教育センター
・１９年度 活動報告、会計報告 ・２０年度 活動計画、会計予算案、役員選出
・講演会

「情報教育のこれから～ＩＣＴ活用の視点より～」
独立行政法人 メディア教育開発センター 教授 中川 一史 氏

１．平成20年度 活動経過

川崎区 川崎小学校
幸区 日吉小学校
中原区 住吉小学校
高津区 坂戸小学校
宮前区 土橋小学校
多摩・麻生区 南百合丘小学校

身近なテーマをもとに
実際のビデオ作りを
通して、映像制作の
基本を学ぶ講習会

9



月日 曜日 活動名 会場 内容

9/3 水 常任委員会⑦ 久本小学校 ・第２回授業研究会に向けて
・読書感想文について

（地区審査、全市審査など）
・整備状況調査について

9/17 水 読書感想文
地区審査

下沼部小学校
・読書感想文地区審査

9/20 土 読書感想文
全市審査

下沼部小学校
・読書感想文全市審査

10/8 水 常任委員会⑧ 南野川小学校 ・第２回授業研究会に向けて
・ビデオ映像創作展について
・読書感想文表彰式、読書感想画
・整備状況調査について

10/24
25

金
土

10/28 火 常任委員会
（お知らせ）

岡上小学校
・第２回授業研究に向けて

11/5 水 第２回 授業研究会 岡上小学校 授業者 岡上小学校
片岡 義順 教諭

11/14 金

11/14 金

11/19 水 常任委員会⑨ 下沼部小学校 ・読書感想文表彰式 最終確認
・ビデオ映像創作展 最終確認

12/3 水 読書感想文コンクール
表彰式

川崎市総合教育センター ・読書感想文表彰式

ビデオ映像創作展
地区審査

川崎市総合教育センター ・ビデオ映像創作展審査

12/12 金 常任委員会
（お知らせ）

下沼部小学校
・読書感想画 審査

12/17 水 常任委員会⑩ 下沼部小学校 ・研究の推進
・ビデオ映像創作展 全市審査に向けて
・読書感想文 最終校正

12/25 木
第２７回 ビデオ映像創作展 全市審査 川崎市総合教育センター

1/21 水 常任委員会⑪ 下沼部小学校 ・県小研中央大会に向けて
・研究のまとめ、紀要作成について

2/4 水

2/18 水 第２８回 ビデオ映像創作展 表彰式 川崎市総合教育センター

3/4 水 常任委員会⑫ 下沼部小学校 ・年間反省、研究のまとめ

3/26 木
事務局会 下沼部小学校

・２０年度 年間反省
・２１年度 活動計画

放送教育・視聴覚教育 合同全国大会 国立オリンピック記念青少年総合センター（代々木

神奈川県放送・視聴覚教育研究大会 相模原市

神奈川県小学校教育研究中央大会 麻生市民館 柿生小学校

平成２０年度 関東甲信越 放送・視聴覚教育研究大会 新潟大会 長岡リリックホール
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第2８回 ビデオ映像創作展 

応募期間   ・児童の部  平成 20年 11月 4日（月）～11月 28日（金） 

       ・教職員の部 平成 20年 12月 19日（金）まで 

 

〔児童の部〕 

１．主  旨      

児童が中心となって制作したビデオ作品を発表しあうことによって、ビデオ制作の技術の向上をは 

かり、伝達したい事を映像によって表現する力を育てる。 

 

２．主  催 川崎市教育委員会 

       川崎市総合教育センター 

       川崎市立小学校情報教育研究会 

 

３．応募要項  

①作品は VHS、VHS－C、S－VHS、S－VHS－C、8mm、8mm－Hi8、デジタルビデオ（SPモード） 

DVDのいずれか。 

  ②作品は 10分以内。（映像や音声の出から終わりまでを計時し、10分を過ぎたものは審査から外 

します。出品は、一校何点でも可とします。） 

③テーマ、分野は自由。校内放送を目的としたものや、学習の中で制作したもの、夏休みの自由研

究などで制作した作品。 

      ※入賞の場合には、総合教育センターのライブラリーに納められ、一般への貸出も行われます。

著作権や肖像権に触れないようにご注意ください。詳しいことは川崎市立小学校情報教育研究

会常任委員の地区担当者、または日本音楽著作権協会（JASRAC)にお問い合わせください。℡

03－3481－2121 

☆ 著作権  音楽、文章、映像、絵画などの著作物は先生自身が授業で使う           

場合などの特別な場合を除いて著作権者の許可が必要です。校           

内放送で使える場合でも、本作品展に入賞できない場合があり           

ますのでご注意ください。 

 

        ☆ 肖 像 権   写 真 や ビ デ オ に 写 さ れ た 人 に は 公 開 を 拒 否 す る 権 利 が あ り ま           

す。写っている人物によっては、本作品展に参加できない場合           

がありますのでご注意ください。 

 

④作品は、一年間程度に制作されたものとし、他のコンクール等で受賞したものや以前に本作品展

に参加したものを除きます。なお、本創作展に参加された作品の中から、わが町かわさき映像創

作展の応募作品に推薦されることがあります。 

 



４．地区審査会 

  日 時  平成 20年 12月 3日（水）午後 2時 

 

  会 場  川崎市総合教育センター 

 

  審 査  川崎市立小学校情報教育研究会 常任委員及び支部研究会員 

     ※各地区ごとに審査し、参加した作品及び、入選した作品については賞状を      

わたします。           

       地区入選した作品は全市審査会に参加します。 

 

５．全市審査会 

  日  時 平成 20年 12月 25日（金）午前 9：00～ 

 

  会  場  川崎市総合教育センター 

 

  審  査  川崎市総合教育センター 

       川崎市立小学校情報教育研究会 

 

       ※各地区入選した作品の中から優れた作品を下記の通り選びます。 

        最優秀賞 1点以内 優秀賞 2点以内 奨励賞 

 

子どもの作品に対する指導者の援助 

 

「どこまで、児童の作品に教師が介入していいの？」 

    

・企画、シナリオ制作段階では、子どもの発想であること。内容検討において指導、助言を行って

ください。 

    ・カメラ操作は、日常活動において指導しておいてください。作品制作のためのカメラ操作を教師

が行うことはさけてください。（撮影時に寄り添い、助言を与えることは可能です。） 

    ・撮影後の編集は、できるだけ子どもが行うことが望ましいのですが、機材等が充実していない揚

合、子どもと共に編集したり、子どもの意見をもとに教師が編集したりすることは可能です。       

    ・教育活動の中での制作物として、ふさわしい内容になるよう、指導をよろしくお願いします。 

（特に人権にご配慮ください） 

 

 

 

 

 



〔教職員の部〕 

１．主  旨  教職員が制作したビデオ作品を相互に発表し合うことにより、自作ビデオ制作の意欲を
高め、日常の教育活動に役立てる。 

 

２．主  催  川崎市教育委員会 
       川崎市総合教育センター 

       川崎市立小学校情報教育研究会 

 

３．応募要項   
①作品は VHS、VHS－C、S－VHS、S－VHS－C、8mm、8mm－Hi8、デジタルビデオ（SPモード）

DVDのいずれか。 
  ②作品は 15分以内。（映像や音声の出から終わりまでを計時し、15分を過ぎたものは審査から外

します。） 

  ③教職員が制作したもので教材として利用したもの、その他記録的なものなど、学校現場での利用

を目的とした作品であればどのようなものでもかまいません。 

  ※入賞の場合には、総合教育センターのライブラリーに納められ、一般への貸出も行われます。著

作権や肖像権に触れないようにご注意ください。詳しいことは川崎市立小学校情報教育研究会常

任委員の地区担当者、または日本音楽著作権協会（ JASRAC）にお問い合わせくださ      

い。℡03－3481－2121 
         

 ☆ 著 作 権  音 楽 、 文 章 、 映 像 、 絵 画 な ど の 著 作 物 は 先 生 自 身 が 授 業 で 使 う           
場合などの特別な場合を除いて著作権者の許可が必要です。校内放送で使える場合

でも、本作品展に入賞できない場合がありますのでご注意ください。 

     ☆ 肖 像 権  写 真 や ビ デ オ に 写 さ れ た 人 に は 公 開 を 拒 否 す る 権 利 が あ り ま      

す。写っている人物によっては、本作品展に参加できない場合がありますのでご注

意ください。 

         

  ④作品は、ここ一年間程度に制作されたものとし、他のコンクール等で受賞したものや以前に本作
品展に参加したものを除きます。なお、本創作展に参加された作品の中から、わが町かわさき映

像創作展の応募作品に推薦されることがあります。 

 

  ⑤応募数  自由 
 

４．審査会 

  日 時  平成 20年 12月 25日（金）午前 9：00～ 

  会 場  川崎市総合教育センター 

  審 査  川崎市総合教育センター  

      川崎市立小学校情報教育研究会 

        ※応募作品の中から、最優秀賞 1点以内 優秀賞 2点以内 新人賞・奨励賞を選びます。 

        ※新人賞については、今までに賞をもらっていない人を対象として審査します。 

 

 

 



審査結果 

〔児童の部〕 
最優秀賞  岡上紹介ビデオレター （岡上小学校） 
  岡上小学校や地域のよさを他校の人に紹介するビデオレターです。氷の上に石を載せたり、坂を走っ

たりとどうやったら伝わりやすいかを考えて、撮り方を工夫しています。出演している皆さんが、岡上のこ

とが大好きなこと、楽しんで撮影していることが伝わってきました。川崎市内の多くの小学生に見てもらい

たい作品です。 

優秀賞  自然教室２００８ キャンプグループ （住吉小学校） 
来年度、自然教室に行く 4 年生に向けて、キャンプファイヤーの意味やトーチの作り方などをわかりや

すく説明している作品です。準備の説明から終わった後のインタビューまで、構成をよく考えて取り組んで

います。説明を紙に書いたり、キャンプファイヤーの進行を実況したりする工夫が効果的でした。 

優秀賞  岡上の歴史を発信しよう （岡上小学校） 

社会科の学習の中で見つけた馬頭観音の歴史をよく調べ、まとめています。ニュース仕立てでまとめ

るという発想が良かったです。カメラワークやアナウンスがとても上手で、撮りなれていると感じました。構

成から編集まで子どもだけで進めて一つの作品を作り上げられたことが素晴らしいと思います。 

優秀賞  クラスに突撃インタビュー （末長小学校） 
  放送委員会の活動でクラス紹介をするために撮影された作品です。どのクラスを紹介するか「くじびき」

で決めるという企画が、視聴者をドキドキさせて面白いです。インタビュアーがとてもテンポよく質問をして

いて上手でした。インタビューされた人たちも楽しんで答えていて、ほのぼのとした雰囲気の作品でした。 

奨励賞  彫刻の達人 白金彫刻 （苅宿小学校） 

社会科の学習で訪ねた地域の工場を紹介しています。工場の人にインタビューしながら撮影している

ところや作業している手元や機械をアップで撮影するカメラワークがよかったです。何を作っている工場な

のかがはっきりするように工夫するとよりよい作品になると思います。 

奨励賞  スーパーでみる日本の自給率 （日吉小学校） 

普段口にしている食材がどの国で生産され、輸入されているのかをスーパーで調べている作品です。

説明している人が、はきはきと分かりやすく話していることや産地をアップにして撮影する工夫が評価され

ました。題名と内容がずれている印象を受けるので、伝えたいことをはっきりとさせて撮影に臨むと良いと

思います。 

 

○ 鈴木精機一人でやって３０年 （苅宿小学校） 

 社会科の学習で訪ねた地域の工場を紹介している作品です。工場の人に注目して、説明をきちんと聞

いている様子が伝わりました。説明に合わせて撮影することはとても難しいことですが、がんばっていたと

思います。カメラを動かす早さやピントを合わせることに気をつけるとよりよい作品に仕上がると思いま

す。 

 

○ 自然教室２００８準備グループ （住吉小学校） 

 来年度、自然教室にいく４年生に向けて、事前の準備を説明しています。わかりやすい説明になってい

て、楽しくみることができました。リンスが重たいことを伝えるために動作を工夫していたことも良かったで



す。撮影するときに光の位置を意識すると、より見やすい映像になります。編集にも挑戦してみてくださ

い。 

 

○ ユニバーサルデザインを見に行こう （岡上小学校） 

 地域の大学で見つけたユニバーサルデザインを紹介している作品です。テロップで解説を入れていたこ

とが効果的でした。施設内で工夫されているところを説明するときに、そのものだけを撮影するのではなく、

全体を映したり実際に動かしてみたりすると、より伝わりやすい作品になると思います。 

 

○ わたしたちの給食 (苅宿小学校) 

給食委員会の活動で、「給食を残さずしっかり食べて欲しい」と給食室での作業の様子を撮影した作品

です。普段見ることのできない給食室の様子を映していて、貴重な作品です。調理員さんのインタビュー

を入れると、作品に込めたねらいがさらに伝わるのではないかと思います。 

 

○ 日本一のはやさ KEIHIN （苅宿小学校） 

 社会科の学習で訪ねた地域の工場を紹介しています。見学のまとめや感想がしっかりとしていて、子ど

もたちの気づきが感じられました。興味を引くタイトルが印象的でした。何が「日本一のはやさ」なのかを

映像の中で分かりやすく説明するとよりねらいがはっきりしたと思います。 

 

○ トモレオ・容疑者 Zのけんしん（野川小学校） 

 放送委員会で制作したドラマです。テレビドラマからヒントを得て台本を考えたようですが、「年金記録」と

いう時事ネタが入っていたり、役にしっかりなりきって演技したりしていて、ただの真似で終わっていないと

ころが良かったと思います。場面ごとに撮影の構図も工夫されていました。次回はオリジナルのストーリー

に挑戦してみてください。 

 

○ きょうふの学校 （東住吉小学校） 

 放送委員会の活動で制作した短編ドラマです。楽しんで撮影していることが伝わってくる作品でした。オープ

ニングがこれから何が始まるのか期待させる作りになっていました。ストーリーにもう少し工夫があると、さらに

面白い作品に仕上がると思います。 

 

○ 先生当てクイズ（日吉小学校） 

 全校集会で行う「先生あてクイズ」のために撮影された映像と、実際にクイズをしたときの様子が収めら

れている作品です。アップの映像をヒントとして映すという出題の仕方が面白かったです。とても上手に撮

れていたので、答えも映像で発表するというやり方も良かったのではないかと思います。 

 

 

 

 

 



〔教職員の部〕 
最優秀賞  ５０周年記念式典オープニング   （南加瀬小学校 古川潤治） 

記念式典のはじめに流すものとして制作された作品です。南加瀬小学校の歴史をたどることで、会場

に来た地域の人々に懐かしい気持ちを思い起こさせてくれます。また、５０周年を記念して作られた歌とと

もに映る子どもたちや職員の笑顔が印象的でした。式典のオープニングを飾るものとして素晴らしい作品

になっています。 

優秀賞    用務員さんの仕事  （西菅小学校 内藤 健） 

普段の学校生活の中では見ることができない、用務員さんの仕事を紹介する作品です。インタビューで

は、用務員さんの思いが子どもたちに直接伝わってきます。低学年の授業で副読本などとあわせて活用

することで、より学習の効果が上がる資料になっています。 

優秀賞  宮沢賢治 イーハトーブを訪ねて  （岡上小学校 栗栖里加） 

「やまなし」の学習資料として作られた作品です。実際に賢治のふるさとである岩手県に行き撮影して

いるところに、熱意を感じます。賢治の生活や思想観を捉えることができ、学習の導入としても学習後の

ふり返りとしても活用できる作品になっています。 

優秀賞   給食室での食中毒予防  （栗木台小学校 小山さくら） 
                          （白山小学校  山里昌士） 

普段の学校生活の中では見ることができない、給食室の様子を紹介する作品です。みんなの前におい

しい給食が運ばれるまで、調理員さんがどれだけ気をつけて作業をしているかがよくわかります。細かい

ところまで撮影してあり、学習の中で活用する際にもとても効果的です。 

新人賞  ほけんのじかん         苅宿小学校 岡村佳奈 

子どもたちに規則正しい生活をする大切さを伝える作品です。「睡眠」などの難しい内容も、テロップや

紙芝居を使いわかりやすく説明しています。特にイラストはとても工夫されており、どの学年の子どもたち

も興味をもって学習できる資料となっています。 

新人賞  わたしたちのトイレ       木月小学校 仁熊るみ子 

トイレのきれいな使い方を訴える作品です。カメラの前に立つと言いづらい言葉を、ペープサートを使っ

て子どもたちが話しているところに、工夫が見られます。トイレの現状を映像で直接見せたところにもイン

パクトがあり、子どもたちにきれいに使うよう強く訴えかける資料になっています。 

 
○なかよしパラダイス （桜本小学校 今野 忠） 

 テレビドラマをもとに、クラスの友情を深めていくことを伝える作品です。一人ひとりが役に入り込んでい

るので、せりふや動きにも迫力がありとても見応えのあるドラマに仕上がっています。 

 

○地域の人とあくしゅ （苅宿小学校 小川 俊輔） 

 学校の近くで押し花を作っている方に撮影をお願いし、作り方を撮った作品です。音声が入っていませ

んでしたが、押し花ができあがるまでの様子や工夫がよく伝わってきます。 

 

○ＡＬＷＡＹＳ 桜本一丁目の夕日 （桜本小学校 今野 忠） 

 クラスの友情の大切さを伝えるドラマ仕立ての作品です。演技や動きに工夫があり努力した様子が見ら

れます。エンディングではタイトルにある夕日の映像がとても印象的でした。 



第２８回 ビデオ映像創作展（児童の部）応募作品一覧（○は地区推薦作品） 

 No 作 品 名 学校名 制 作 者 名 地区審査

 １ 岡上の歴史を発信しよう 岡上小 ６年２組馬頭観音グループ ○

 ２ 岡上紹介ビデオレター 岡上小 ４年２組 ○

 ３ ユニバーサルデザインを 
見にいこう 岡上小 ６年２組和光大グループ ○

 ４ 修理の達人 NACOS 苅宿小 ５年２組（ナコス班） 
 ５ 数少ない機械のある工場 日進社 苅宿小 ５年２組（KEIHIN班） 
 ６ てつのいたを作る達人  苅宿小 ５年２組（五十畑工業班） 
 ７ 彫刻の達人 白金彫刻 苅宿小 ５年２組（KEIHIN班） ○
 ８ 日本一のはやさ KEIHIN 苅宿小 ５年２組（KEIHIN班） ○
 ９ 鈴木精機一人でやって３０年 苅宿小 ５年２組（鈴木精機班） ○
１０ わたしたちの給食 苅宿小 苅宿小学校 ○
１１ ジュニアガリレオ 

      ～リモコンのなぞ～ 
東住吉小 放送委員会  

１２ 放送委員会紹介 東住吉小 放送委員会 
１３ きょうふの学校 東住吉小 放送委員会 ○
１４ こわーいノロイの学校 東住吉小 放送委員会 
１５ パイレーツ・オブ・マルタ 野川小 A班  
１６ 名探偵コーナン 野川小 B班
１７ いじめっこといじめられっこ 野川小 C班
１８ トモレオ・容疑者Zのけんしん 野川小 D班 ○
１９ 先生当てクイズ 日吉小 放送委員会 ○
２０ スーパーでみる日本の自給率 日吉小 ５年２組 ○
２１ 自然教室2008 キャンプグループ 住吉小 ５年 ○
２２ 自然教室2008 準備グループ 住吉小 ５年 ○
２３ クラスに突撃インタビュー 末長小 放送委員会A班 ○
２４ キセキを信じて 平間小 平間小学校 

 

 
  
第２８回 ビデオ映像創作展（教職員の部）応募作品一覧 
No 作 品 名 制作者名 学 校 名
１ 用務員さんの仕事 内藤 健 西菅小 
２ ５０周年記念式典オープニング 古川 潤治 南加瀬小
３ 宮沢賢治 イーハトーブを訪ねて 栗栖 里加 岡上小 
４ 給食室での食中毒予防 小山さくら 

山里 昌士 
栗木台小 
白山小 

５ ほけんのじかん 岡村 佳奈 苅宿小
６ わたしたちのトイレ 仁熊るみ子 木月小 

７ ALWAYS 桜本一丁目の夕日 今野 忠 桜本小
８ なかよしパラダイス 今野 忠 桜本小 
９ 地域の人とあくしゅ 小川 俊輔 苅宿小
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（４）学校図書館蔵書数等調査
① 調査の概要
平成２１年１月に２０年度の実績をもとに図書主任の記述による方法で実施した。調査項目は下記の

通りである。蔵書数、購入費用、児童数、児童一人当たりの冊数、図書室の数、図書館相談員および図
書館担当者の数、司書教諭資格者の数については平成８年度から、図書館ボランティアの有無は平成１
０年度より、コンピュータによる貸し出し状況、司書教諭の状況や図書館コーディネーターの連絡状況
については平成１７年度から調査している。
② 図書の蔵書数の変遷

この調査を始めた平成７年度には文部
省の冊数基準に対して１校あたり２０３
７冊不足していたが、平成１４年度には
５５１冊の不足にまでになったが、平成
１５年には１１５７冊１６年には、１５
３１冊と不足数が増えてきた。学校図書
館のＩＴ化に伴って、蔵書点検をした結
果、不要な図書を見直した結果であると
思われる。しかし。平成１９年度には、
不足数は減少し、３３８冊になった。し
かし、平成２０年度には５５５冊と不足
冊数が増加した。（図１）図書購入費は平
成１８年度は、１校あたりの平均で１２
４２６７２円となり、過去最高の金額と
なったが、２０年度は少し減少し、１１
０２７０５１９８円となり、一人あたり
の冊数は、１９冊となった。（図２）
一昨年度から調査した、コンピュータに
よる図書の貸し出しも多くの学校で行われ
るようになってきた。１８年度の調査では、
６３校、１９年度では７７校。２０年度は
７８校でコンピュータによる貸し出しが行
われている。
③ 図書館ボランティア
図書館ボランティアが活動している学校

は、平成１１年には、２校、平成１２年度
には、５校にすぎなかった。ところが、平
成１３年には、３４校に平成１４年度には
９６校、１５年度には９９校、１６年には

９８校、２０年度は、聾学校をのぞく全ての学校で導入さ
れている。読み聞かせが主な活動であるが、学校図書館の
ＩＴ化に伴い、パソコンへのデータ入力を行っている学校
も増えてきている。（図３）
④ 図書室の数・施設面では
図書室の数を見てみると、約８割の学校が１つの図書室

であり、残りの２割の学校が２つ以上の図書室を持ってい
る。この数値は平成８年から変わりはない。ほとんどの学
校で図書館は、鍵がかかることなくいつでも使える状況に
ある。
⑤ 司書教諭の現状と図書館コーディネーター

１７年度から「司書
教諭の現状」と「図書
館コーディネーターと
の連携」について調査
している。２０年度は、校長から司書教諭の任命がなされた学校
は６７校であり、２分の１近くの４９校が任命されていないと回
答があった。確実に司書教諭を任命して欲しい。また、司書教諭
の業務軽減がなされた学校は２校にすぎず、司書教諭による授業
がなされた学校はたったの８校であり、この数値は少なすぎる。
まだ、司書教諭の職務は定着しているとはいえない。司書教諭有
資格者は、全市で３１８名であり、この数年、ほぼ同数である。
聾学校をのぞく全ての学校が、「図書館コーディネーターと連絡

をとって図書館運営をしていて、図書館コーディネーターの助言
やお手伝いに感謝している。」と回答した。図書館コーディネーターが全市の学校を巡回して、図
書館運営に協力している様子がうかがえる。司書教諭の職務が十分に果たせない現状では、図書
館コーディネーターの力が、ぜひとも必要であるといえるが、巡回では限界があり、学校司書な
ど学校に常駐する専属職員の配置を考える時期になっているのではないだろうか。

(図１)

図２

図１

図３

図４
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（5）読書感想文・読書感想画 

【平成２０年度事業日程】 

○ 第５４回青少年読書感想文コンクール関係  

                                  ◇ 第２０回読書感想画中央コンクール関係  

★ 読書感想文画集「本をよんで」第４８号編集発行関係 

市の活動 県の活動 

７／16  ○図書主任会（久本小学校） 

     ○読書感想文コンクール応募要項説明、関係資料配布 

9／1７   ○読書感想文コンクール各地区審査会（久本小） 

     ◇読書感想画コンクール応募要項書類各校配布 

9／20   ○読書感想文コンクール川崎市審査会（下沼部小） 

     ★市審査最優秀、優秀作品寸評記入 

10／6   ★読書感想文画集「本をよんで」掲載者作品等の原稿入れ 

★読書感想文画集「本をよんで」予約申込書・チラシ・ 

掲載者名簿原稿入れ 

10／10  ★読書感想文画集「本をよんで」まえがき原稿依頼  

     ○読書感想文コンクール市表彰式関係提案 

 ○読書感想文コンクール市表彰式出席依頼 

10／12  ○読書感想文コンクール入選者一覧表各校配布 

10／29  ★読書感想文画集「本をよんで」予約申込者・チラシ・ 

掲載者名簿各校配布  

11／19  ○読書感想文コンクール表彰式事前準備 （下沼部小） 

     ★読書感想文画集「本をよんで」第１次校正（〃） 

11／21  ★第１次校正原稿入れ 

     ○読書感想文コンクール表彰式冊子原稿入れ 

11／26   ★読書感想文画集「本をよんで」地区申し込み締切 

～28   代金納入 

12／3   ○読書感想文コンクール市表彰式（川崎市総合教育センター）

 ◇読書感想画コンクール応募作品地区提出 

12／12   ◇読書感想画コンクール市審査会（下沼部小） 

 読書感想文・感想画賞状各校配布 

◇読書感想画掲載作品原稿入れ 

◇読書感想画コンクール入選者一覧表各校配布 

12／17  ★読書感想文画集「本をよんで」第２次校正（下沼部小） 

12／19  ★読書感想文画集「本をよんで」第２次校正原稿入れ 

２月下旬  ★読書感想文画集発行・各校配布 

２・３月 ★読書感想文画集「本をよんで」を委員会、センター、 

へ送付 

  

5／9 定例総会 

6／20 感想文感想画審査委員

名提出 

8／22 神奈川県夏期研究大会 

10／3 読書感想文コンクール地

区代表作品一覧表報告 

10／17 読書感想文コンクール地

区代表作品搬入 

10／17～10／31    

    第一次在宅審査 

11／4 読書感想文コンクール第

一次審査結果報告 

11／7～11／19 

    第二次在宅審査 

11／21 読書感想文コンクール県

最終審査会 

12／25 6 県読書感想文画集校正

 

1／13 読書感想文画コンクール

地区代表作品一覧表及び

作品提出 

1／22 読書感想画コンクール県審

査会 

2／17 読書感想文・読書感想画コ

ンクール県表彰式 

（平塚市中央公民館） 

２月中旬 県読書感想文画集発行

 

 

 



平成２０年度 川崎市立小学校 情報教育研究会

会員研修会
日時 平成２０年８月５日（火） ９:３０~１６:００

場所 川崎市立南百合丘小学校 音楽室

９:００~ ９:３０ 受付

９:３０~１２:００ 午前の部

１２:００~１３:３０ 昼食･休憩・準備

１３:３０~１６:００ 午後の部

１、 開会の言葉

２、 会長あいさつ

３、 講師紹介

４、 講演 藤田 浩子先生

あああ

５、 お礼の言葉

昼食 休憩 準備

６、 パネルシアター・ペープサート実演

７、 パネルシアター・ペープサート制作

８、 終わりの言葉

子どもたちへのお話の仕方の工夫
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３．広報活動

（１）ウェブサイト

本研究会の活動内容や成果を広くアピー

ルし，川崎市内外における情報教育の普及

・発展に寄与するため，ウェブサイトを運

用しており公開開始から９年目を迎えた。

■今年度の取り組み

現在のデザインとなり３年目を迎え

る。今年度は新たに Google 社が無料で提

供する『Google カレンダー』をトップペ

ージに埋め込み，会員が授業研究会など

の開催日や場所が簡単に調べられるよう

にした。現在では『Google カレンダー』

のバージョンアップにより，地図を表示

するだけでなく，ルート案内など便利な

機能も利用できるようになった。ますます便利になるこのようなサービスを本研究会が他に

先駆けて採用することで，有効な利用方法を例示することができていると考えている。

■今後の方針と課題

公開１０年目を迎えるに当たって，シ

ンプルな構成で，著作権や個人情報にも

留意した作りについては，今後も継続し

ていく。

本ウェブサイト上では，授業研究会の

指導案や常任委員による『一人一実践』

など，授業で使えるたくさんのコンテン

ツが公開されている。しかしながら，現

状ではあまり活用されていないようであ

る。今後は，内容が古くなってしまった

コンテンツの整理を行い，利用者にとっ

てもっと利用する価値のあるウェブサイ

トを目指していく必要がある。

（２）情報かわら版

研究会で行われている事業や研究研修の内容について，市内各小学校の研究会員の皆様にわ

かりやすく情報の提供を行うことを目的に発行した。

また，情報かわら版は，市内各校に配布するとともに，研究会ウェブサイトでも pdf ファイ

ル※１でも配信している。

※１：Adobe Systems社によって開発された，電子文書のためのフォーマット








