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本日のねらい

教育現場におけるＩＣＴ活用の可能性を知る

1. ＩＣＴ活用の必要性とICT支援（新学習指導要領の動向を踏まえて）

2. 先生方の困りごと（４年半のICT支援実績から見えてきたこと）
アンケートを効率的に処理したい

思い通りの教材を作りたい

行事の準備物や掲示物を効率的に作りたい

行事を円滑に運営したい

3. 実践的解決策
SQSシステム/音響・映像の編集/資産&廉価Goodsの有効活用

4. 著作権等について



1. 学びの質を高めるＩＣＴの活用方法についての実践的研究と成果
の普及が求められる

2. 各教科等においても「ＩＣＴを活用した学習が効果的に行われるよ
うにすること」といったことが記載された

3. 「教育の情報化加速化プラン」では、教員自身が授業内容や子供
の姿に応じて自在にＩＣＴを活用しながら授業設計を行えるように
するとしている ※下線部は筆者追加

新学習指導要領におけるＩＣＴ活用動向

幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について
平成２８年１２月２１日（中央教育審議会答申）より

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/__icsFiles/afieldfile/2016/12/27/1380731_00.pdf


文部科学省 「教育の情報化に関する手引き」より



大型画面を使った授業

○興味・関心を高める ○課題を明確につかむ

○わかりやすく説明する ○知識の定着をはかる

○生徒の視線を前方に集中させる ○提示教材の切り替え・再提示が容易

○生徒の反応を見ながら授業をすすめる

文部科学省 「教育の情報化に関する手引き」より

授業におけるICT活用の7つの効果







文部科学省 「教育の情報化に関する手引き」より



文部科学省 「教育の情報化に関する手引き」より



文部科学省 「教育の情報化に関する手引き」より



文部科学省 「教育の情報化に関する手引き」より



大画面 どのくらいの大きさが必要か



画面の大きさとアスペクト比
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画面比率（アスペクト比）というのは映像
などにおける横縦比のことをいい、ワイド
(16:9)とスタンダード(4:3)の２つを基本と考
えることが多い

画面の大きさは対角線の長さ（インチ）で
あらわされる
1インチは25.4ミリメートルであるから、
100インチは対角線が2510mmのサイズの
ことをいう



効果的な授業に必要な画面の大きさ

これまでの経験から

教室形式の場合 一人あたり１.５～２インチ
集会形式（100～400人）で一人当たり１インチ以上の大きさが必要

これより小さい画面では、後列の生徒は映像が見えないので、大
画面での効果が得られないばかりでなく、授業そのものに興味を
失ってしまう



ＩＣＴ支援活動の具体例

1. 機器・ソフトウェアの設定や操作

2. 機器・ソフトウェアの設定や操作の説明

3. 機器・ソフトウェアや教材等の紹介と活用の助言

4. 情報モラルに関する教材や事例等の紹介と活用の助言

5. ディジタル教材作成等の支援

6. 機器の簡単なメンテナンス校務支援システムの利用などについ
ての技術的支援

文部科学省ホームページより

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/20/07/08072301/001/004.htm




ICT支援員の配置状況



先生の困りごとの内訳
パソコン基礎 23 

パソコン応用 27 

集会・行事 29 教材作り 48 

コンピュータ部対応
48 

Excel/Word等基本 18
Windows等 基本 5

アンケート作成・集計 15
通知表・週報等 整形 7
マクロ・名刺作成等 5

卒業式/入学式/集会等
セッティング
オペレーション

録音/編集/CD化 37
ビデオ撮影/編集 8
DVD作成/コピー 3

CD作成 12
DVDコピー 2
拡大印字 7
掲示物等作成 24
カラーコピー 3

2017/1月～7月
（件数）

九十九里中でのＩＣＴ支援活動の内訳



先生の困りごと パソコン基礎

1. パソコンが言う事を聞いてくれない

2. Wordの使い方がわからない

3. Excelの数式を消してしまった

4. 行事の準備や掲示物の作成を効率化したい







■ワードや一太郎で作った文書を拡大印字したい

■紙のデータをワードやエクセルにしたい

■Youtubeの音楽や映像を授業に使いたい

■コンピュータの画面の一部を報告書などに使いたい

■CDを大量にコピーしたい

コンピュータ部にお任せください









先生の困りごと パソコン応用

1. アンケートの集計を効率化したい

2. 通知表・週報を微修正したい（Excelの数式修正含む）

3. Excelのマクロを有効に使いたい





ＳＱＳアンケートシステムの活用

SQS(Shared Questionnaire System)アンケートシステム

千葉商科大学 久保裕也氏による

ソースエディターとマークリーダーの２つのプログラムから成る

https://ja.osdn.net/projects/sqs-xml/

2017 年 1 月時点の最新版は Ver.2.1

（ビデオをご覧ください 約12分）
20170824_アンケートソフトの使い方.mp4



マクロの活用

実例をご覧ください
１ セルの整形
２ 授業アンケート集計



先生の困りごと 教材作り



教材作りのためのＰＣ基礎知識



コンピューターは
ファイルを読み込んで動いている

1. ファイルとは、データの集まりのこと

2. コンピューターで扱うデータは、ファイルという単位で扱われる

3. ファイルは、プログラムファイルとデータファイルに分けられる

4. ファイルは、その役割によって種別記号（拡張子）が付けられている

5. データファイルの拡張子は プログラム（エクセルや一太郎）が勝手
に付けてくれる



ファイルの拡張子を知れば
そのファイルで何ができるかわかってくる

拡張子とは

1. 拡張子は ファイルの種類を表す

2. 拡張子は ファイル名の後ろに 「 . 」 で区切られて付く

3. 拡張子は ３文字 （もしくは ４文字 ）

4. 拡張子は プログラム（エクセルや一太郎）が勝手に付けてくれる

例） ✖✖✖✖✖✖ . xｌｓx



ファイルの種類



ファイルの拡張子



ファイルの拡張子



主な音声ファイルと特徴

拡張子 ファイル形式 解説

.wav
WAVE形式
（ｳｪｰﾌﾞ）

Windows標準の無圧縮音声形式。圧縮していないので音質の
劣化がない（高音質）が、ファイルの容量が大きい。

.wma WMA形式 Windows Media AudioというWindows標準の高圧縮音声形式。

.mp3
MP3形式
（ｴﾑﾋﾟｰｽﾘｰ）

最も普及している高圧縮音声形式。CD並の音質で、データ量
を約10分の1（一律ではない）に圧縮できる。



主な動画ファイルと特徴

拡張子 ファイル形式 解説

.wmv
WMV形式 Windows Media VideoというWindows標準の高圧縮動画形式。

ストリーミング再生（ダウンロードしながら再生）可能。

.avi
AVI形式
（ｴｰﾌﾞｲｱｲ）

マイクロソフトがアップル社のQuick Timeに対抗するために開発。

再生するには適切なコーデック（データを小さく圧縮し、元に戻
すソフト）が必要。

.mpeg

.mpg .mp4
MPEG形式
（ｴﾑﾍﾟｸﾞ）

MPEGには、「MPEG1」「MPEG2」「MPEG4」の3つの規格がある。
MPEG1は、ビデオCD用の基準で低容量、MPEG2は、ハイビジョ
ン放送やDVDビデオなどの基準で高画質、MPEG4は、ストリーミ

ングビデオ（インターネット配信）や携帯電話などで使われてい
る規格。



音響の編集

ＡｕｄｉｏＶｉｓｕａｌコンテンツの良しあしは音の処理で決まります

1. マイクと音源の距離を適正に保つ

2. 雑音の入らない環境で収録する

3. 反響のない環境で収録する

4. できれば音源ごとに収録する



マイクロフォンの正しい使い方
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■マイクが発声者の口からノドぼとけに向けて一直線になるように
■マイクと唇の間はコブシ一つくらいあける
■手持ちの時は、ヘッド付近は持たない

✖斜め（60度）で音量は半分になってしまう

✖コブシ3個離れると約1/10になってしまう

✖近づけすぎると低音が強調されてしまう

✖ヘッドを持つと音色がこもってしまう

✖ヘッドを持つとハウリングの原因になる



音響の収録（オフマイク）



音響の収録（オンマイク）

※ 録音は、スマホやタブレット・ノートパソコンでもできます



音響の編集

WavePad 音声編集ソフト - NCH Software

www.nch.com.au/wavepad/jp/

プロ級の音楽編集が初心者でも簡単にできる大人気のフリーソフトを無料ダウンロード。WAVやMP3

編集はもちろんVovやWMAなどその他多くのフォーマットに対応。音楽の切り貼りや分割などのシンプ
ルな作業からエフェクトを使った高度な作業まで何でも ...

（ビデオをご覧ください 約１３分）
21710824_音響の編集.mp4

https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOlcOP3J_OAhUBW5QKHTIYDIsQFggjMAE&url=http://www.nch.com.au/wavepad/jp/&usg=AFQjCNFj-YEat0Mcxh36iiXaIfUntWMQXw&sig2=4LxE7c2uDplpPv9B1xwciw&bvm=bv.128617741,d.dGo


動画変換サイト

YouTube動画変換 - MP3、MP4、AVIダウンロード
1.www.onlinevideoconverter.com/ja/video-converter

YouTube変換を使って、YouTube 動画をHDクオリティでMP3、MP4にダウンロード。 ソフトウェア不要。
簡単、高速、しかも無料です!

https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiytIv7zZ_OAhUDnpQKHQ7mBsgQFggeMAA&url=http://www.onlinevideoconverter.com/ja/video-converter&usg=AFQjCNHbBHuiG6RHyZ4YtQfEJNmBoFsXRg&sig2=CTk3jCfIVIK7w483IRpa5g&bvm=bv.128617741,d.dGo




ビデオ編集の実際

（ビデオをご覧ください 約15分）
20170824_映像編集ソフトの使い方

道徳の授業で使った例をご覧ください



人気ビデオ編集ソフトカンタン動画入門
http://douga-tec.com/?p=10393 サイトより

順位 ソフト・サービス名 料金 特徴

1位
Power Director

13,000円
欠点のない優秀な動画編集ソフト。全ソフトの中で1番バランスが良く、
動作も軽い。PC画面の録画機能も追加されたため2016年は1位に。

2位
Adobe Premiere 

Elements 14,000円
ほぼプロ用ソフト並みの機能を初心者でも直感的に操作できる。パソコ
ンのスペックによっては動作が重いことも。

3位
VideoStudio

13,000円
動画編集に必要な機能はすべて備えているソフト。PC画面の録画機能も
有。唯一、トランジション設定に難有り。

4位
MovieStudio

7,000円
とにかく動作が軽い。パソコンのスペックに自信がない方に特におすす
め。使い方の情報が少ないので、ガイドブック付の購入は必須。

5位
Windowsムービーメー

カー 無料
Microsoft制の無料ソフト。直感的に使いづらいところがあるが、基本的
な機能はそろっている。まず入門用としてはおすすめ。

http://douga-tec.com/?p=10393
http://douga-tec.com/?p=7975
http://douga-tec.com/?p=10111
http://douga-tec.com/?p=10006
http://douga-tec.com/?p=6071
http://douga-tec.com/?p=3351


ビデオ編集の実際

ビデオ撮影時の注意

1. 画角は事前に考えておく

2. ピントは絶対にはずさない

3. オンマイクで録音する（雑音を極力減らす）

事例をいくつかご覧ください
1 兄弟学級へのクラス紹介
2 英国中学生向け折紙紹介



先生の困りごと 行 事



ハウリング

1. 拡声時に「キーン」や「ブーン」と不快な音が鳴る時はハウリングの状態

2. マイクをスピーカーに近づけると、スピーカーから出力される音を拾う→
それがまたスピーカーから出力される…といった電気信号的なループ現
象が起こる

3. マイクに入る音源（声）が小さくなると増幅率を上げなければならず、ハウ
リングを起こしやすくなる

4. ハウリングにより、連続的な過大入出力が起こるため、場合によってはス
ピーカーが破損するなど、機材にダメージを与えることもある



拡声のしくみ

ＣＤ/ＤＶＤ （約800ｍＶ/0dB）⇒

ヘッドホン（約100ｍV/-20ｄB）⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 100W

マイク （約1ｍＶ/-60ｄB）⇒ 800ｍV

/0ｄB

レベル
合せ

増幅

※ｄB表示は業務用と家庭用、基準電圧により変わります

加工

約一万倍



ハウリング対策の決定版

1. マイクと音源の距離を適正に保つ
（“コブシひとつ”の厳守）

2. 絶対にスピーカーを背負わない
（スピーカーの前でマイクを使わない）



資産＆廉価Goodsの有効活用













ワイヤレスマイク

■同じ周波数のワイヤレスマイクは、2本同時に使えない
■違う周波数のものでも同時に使えないチャンネルがある
■多くのワイヤレスマイクはグループ、チャンネルを切り替えられる







































ノートパソコンの端子

ヘッドフォン出力端子

（ヘッドフォンレベル/－20ｄB）

マイク入力端子

（マイクレベル/－60ｄB）

VGA端子（アナログ/RGB）

HDMI端子（デジタル/音声付き）

USB端子（データ入出力）





i-Phone i-Pad のケーブルは？

「Lightning(ライトニング)」は、
iPhone 5から採用された新しい
コネクタ規格
端子が小さくなり、リバーシブル
構造となって表裏を気にせず接続
できる
iPadやiPod touchのコネクタも
DockからLightningに変更された







ともにさまざまな機器を無線で接続するための技術

1. 接続機器の数 Wi-Fi 複数 Bluetooth 基本的に1対1
2. 最大通信速度 Wi-Fi 6900Mbps Bluetooth  24Mbps
3. 通信範囲 Wi-Fi 数十ｍ程度 Bluetooth 10ｍ前後
4. 消費電力 Bluetooth ＜ Wi-Fi

Wi-Fi と Bluetooth









著作権等について（1）一般社団法人 日本著作権教育研究会
http://www.jcea.info/index.html より

http://www.jcea.info/index.html


著作権等について（2）一般社団法人 日本著作権教育研究会
http://www.jcea.info/index.html より

注：下線は筆者加筆

http://www.jcea.info/index.html


著作権等について（3）
Q

インターネット上（教材用動画サイト、あるいは動画共有サイト（ユーチューブ））に、教材として使えそうな動画が
ありました。授業で使用し、可能であれば他の学級とも共有していきたいと思うのですが、授業で視聴する
ことや、ダウンロードすることに問題はないでしょうか？

A

教材用動画サイトはその用法を守れば問題ありませんが、動画共有サイトは、注意が必要です。違法動画が含
まれているかもしれません。

＜教材用動画サイトの場合＞

サイトによって複製、配布、サーバへの蓄積等利用可能な範囲や利用方法等、コンテンツ利用に関する注
意書きが書かれていますのでどんな使い方が出来るのか事前にチェックしておきましょう。

＜動画共有サイトの場合＞

ユーチューブやニコニコ動画等の誰もが投稿出来る動画サイトは、著作権侵害の温床となっています。
2009年の著作権法の一部を改正する法律で違法なインターネット配信による音楽・映像を違法と知りなが
ら複製することを私的使用目的でも権利侵害とする改正(罰則なし)が行われました。（第三十条）こうした

サイトに公開されている映像が、確実に合法なものか違法なものか見分ける方法がありませんので、利用
には十分ご注意ください。また著作権法では、「校内 LAN サーバに蓄積すること」を禁じていますので、サ
ーバを使っての他クラスとの共有には、権利者の許諾が必要です。

一般社団法人 日本著作権教育研究会
http://www.jcea.info/index.html より

注：下線は筆者加筆

http://www.jcea.info/index.html


著作権等について（4）
Q.
動画を編集する授業を行いました。出来上がった作品をDVDに焼いて子供たちに配布したいと思います。BGMに、ア

ーティストの曲を入れることは出来ますか？可能であれば留意点を教えて下さい。
A.
先生および授業を受ける子供たちは、その授業の過程で、必要と認められる限度において、公表された著作物を複

製することができます。複製までは認められますが、配布は、三十五条では認められていません。配布を前提と
するものであれば、許諾を得て使うか、あるいは著作権の切れた素材やフリー音源を使ってください。

http://www.jbpa.or.jp/pdf/guideline/act_article35_guideline.pdf

一般社団法人 日本著作権教育研究会
http://www.jcea.info/index.html より

注：下線は筆者加筆

http://www.jbpa.or.jp/pdf/guideline/act_article35_guideline.pdf
http://www.jcea.info/index.html


さいごに



ご縁ができた先生方へ
先生方の「単純作業」を減らし、「本来業務」に使える時間を増やして、
子供たちの教育の質の向上に貢献したい

私の経験やノウハウが地域の子供たちの役にたつのであれば、喜んで
ノウハウ提供いたします

マクロの使い方、アンケートシステムの使い方、音の処理のしかたなど、
ICT/AVについて悩まれたらとりあえず、私に相談してみてください

ご連絡は hisanaga@hi-ho.ne.jp まで

mailto:hisanaga@hi-ho.ne.jp


ご清聴ありがとうございました

この資料は、 http://www.hi-ho.ne.jp/hisanaga/index.html にありま
す。

http://www.hi-ho.ne.jp/hisanaga/








マイクロフォンのしくみ
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ミキサー
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エフェクター
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パワーアンプ
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経 歴
本籍 千葉県山武郡九十九里町 （父 ： 九十九里 × 母 ： 東金）

 1958年東京都葛飾区に生まれる

 東京都立小松川高等学校 （放送部）

 明治大学工学部 （電子通信工学科 電波工学専攻）

 松下電器産業(株) （映像音響・コンピューター関連に携わる）

 2012年九十九里町に移住 （運命的な出会いの数々）

 町教育委員会嘱託 （学習支援員/ 心の教室相談員 2日/週）

 町学校支援ボランティア （ICT関連 3日/週）




