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１．はじめに 

 本校では、GIGA スクール構想の一環として。

令和 3 年度に一人一台端末（iPad）が導入され

た。情報端末（iPad）の現状は、一般的に多く

使用されている Google アカウントやロイロノ

ートなどアプリケーションソフト（以下 App）

やクラウドサービスが準備されていなく、端末

の iPad だけがある状態である。その中でも、昨

今の新型コロナウイルスの影響および、不登

校・欠席生徒へ向けた学びの保障として数学科

に限らず学校全体として、授業のオンライン配

信を行っている。そこで活用されているのがミ

ーティングアプリの Zoom である。 

そこで Zoom をただ授業を配信するためでな

く、授業の中で生徒を参加させながら使ってい

くことができないかを考えたのがきっかけであ

る。今回のレポートでは、GoogleWorkspace や

ロイロノートなど多くの地域で活用されている

であろうサービスや Appを使わずに、iPadの機

能や無料Appを効果的に授業へ活用し生徒の学

びに向かう意欲の向上に繋げることができない

かを日々の授業で実践し、模索しながら授業改

善を行ってきたことについて報告する。 

 

２．研究の目的と方法 

(１)目的 

 生徒が数学を自ら学ぼうとする意欲の向上

を図るため。 

(２)方法 

 iPad の機能や無料 App を活用した授業実践

の例をもとに考察する。 

 

 

 

 

 

 

 

３．実践の内容 

(１)情報端末（iPad）の機能の活用について 

a．編集機能 

 iPad 上では画像データや PDFデータをマー 

クアップ機能で描写ができ、iPad上で書き込み

ながら計算や説明問題に取り組むことができる。

この編集機能と iPad にある「メモ」を使い数学

フォルダを作り、授業で扱う問題を作成するこ

とで編集を行い、「メモ」内のフォルダに保存す

ることができ、自宅でも問題を振り返ることが

できるようになった。 

 この方法で、生徒が自ら編集したデータを教

員用 iPadへ送り、AppleTVでミラーリングし、

テレビ画面に映し出し学級全体で交流すること

や、小グループで画面を共有してグループ討議

を進めることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 編集機能のメリットとして、iPad があれば問

題に取り組むことができる上に、データとして

保存することができるためノートを使わずに授

業を展開していくことができる。また、グルー

プ活動では画面共有をすることで、机上が iPad

のみで他の学習道具を整理することで話し合い

活動に集中することができていた。さらに、画
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【問】 碁石を並べて正三角形をつくる。次

の式で全体の個数を求めようとしました。次

の３つの式を使った求め方を図を使って説

明しよう。 

3(xP1)個
xO(xP1)O(xP2)« ¬個
3(xP2)O3« ¬個  

小グループでの活動 

自分の考えをスクリーンショットで撮影し、

グループ内で共有し自身の解き方や級友の

間違いをしてきするなどの言語活動を行っ

た。 

 

 

面共有から他の生徒の考えに描写し、視覚的な

情報を付け加えてグループでの話し合いに取り

組むことができていた。 

 編集機能のデメリットとして、iPadに対応す

るタッチペンがないと書き込みが困難であるこ

とである。タッチペンがある場合でも、文字の

書き込み難さがあり文章を書くには適していな

い。しかし、文章ではなく下線、囲み、色づけ

であれば生徒も自身の考えを、説明する手立て

として活用することができた。 

（例）1年 文字を使った式の活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b．データの送受信（AirDrop） 

 授業中に生徒が編集したデータを教員用

iPad へ転送するときや、生徒間で計算過程や説

明問題の交流をするためにスクリーンショット

で画像化したデータの送受信をする際に、

AirDrop を使用することで円滑にデータの共有

を行うことができた。 

全体で共有したいデータはもちろんのこと、

全体ではなく数名の生徒に限定してデータを送

ることができる。これにより、計算技能が定着

していない生徒に、公式をまとめた画像などを

限定的に送信することができ、データを見なが

ら計算に取り組むことで、数学が苦手な生徒の

学習を促すことに繋がっていた。 

この機能を使い始めてから、自主的に

AirDrop を使い、グループ活動の場面や生徒間

の教え合い場面に自分のノートの写真や問題の

データを互いに送り合い iPad を使って考え方

を説明する姿が見られるようになった。 

 送信範囲が９ｍ～１０ｍ程度と限られるため

オンライン授業の形になった場合には、使用で

きない難点があった。学校と自宅でのデータの

扱いにはAirDropとは別にクラウド上にストレ

ージを作る必要がある。生徒と教師が教室内に

いる場合であれば、AirDrop を使ってデータの

送受信をすることでスムーズにストレスもなく

進めることができた。 

本校では、全学年で少人数指導を行っていま

すので一度に３０人に送るなどがなくクラス内

の人数の少なさも使いやすさに繋がっていると

思われる。 

（例）今までに行った AirDrop を使った活動 
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【問】 ipadを使用しグラフをつくって特徴

をまとめてみよう。 

（取り組み方） 

・GeoGebraの関数グラフを使用すること 

・式を入力すること。y=ax+b の確認を行い、

a、b に自由に数値を入力させる。 

・分数は割り算に直して考えることで入力で

きること。 

・数値を入力するだけなので生徒個人で進め

られる。 

・個人の取り組み後、小グループで交流しグ

ループごとに特徴を発表し全体交流とし

た。 

ｃ．ウェブブラウザ（Safari） 

 iPad が手元にある状態での授業が行えるた

め、Safariを使って調べながらの学習を行うこ 

とができた。例えば、平方根の近似値の語呂合

わせなど、生徒の興味・関心が向いた話題を生

徒各自に検索させ、より学習に取り組む意欲や

興味・関心に繋がった場面が見られました。 

また、Safari で検索することで公式や計算方

法など生徒一人一人にあった段階で自主的に活

用することができることや「e ライブラリアド

バンス」を利用できるため、iPad を事前に準備

し、授業に参加しようとする生徒や自分の理解

度に合った内容で自習に使おうするなど、粘り

強く学習に取り組もうとする意欲が見られまし

た。また、iPad を学習道具の 1 つとして考える

ような意識を持つ生徒が増えてきている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２)無料 Appの活用について 

a．数学ソフトウェア（GeoGebra） 

 GeoGebra とは、対話式幾何学ソフトウェア

とされ、関数や図形の範囲で効果的に使用する

ことができる。また、動的な表現が可能である

ため視覚的な情報として説明を進めることがで

きた。生徒が自分の手元で動かすことも可能で

あるため生徒間での自然的な問題に対する会話

が発生していた。 

 

 

（例）グラフ 2年 1 次関数のグラフ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 例として 2 年生を記載したが、同様にして 1

年生の比例・反比例、3 年生の関数yxax2
のグ

ラフ導入時に取り組ませることができた。 
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【問】 図のような長方形 ABCD があり、点

P は A を出発して、長方形の辺上を B、Cを

通って D まで動きます。点 P が A からx cm

動いたときの△APD の面積をy cm2  とする

と、△APD の面積はどのように変化するでし

ょうか。 

 

 

 

 

（使用例） 

・iPad を使用して動きをつけて説明する。 

・問題に取り組むときにデータを生徒へ送

信することで手元で操作しながら考察さ

せる。 

（使用例）展開図の面の動き 

・図形のデータは基本的に教師が作成するしデ

ータを共有することで、生徒には自分の ipad

上で動かして面の動きを確認させた。 

 また、図形分野または図形を使用する問題に

ついて、生徒の問題把握を素早く行い、効果的

に活用することができた問題もあった。 

（例）図形 2 年 1次関数の活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このように、図だけでは問題把握に時間がか

かっていた問題を生徒にも操作させ説明するこ

とで、一度の説明で問題を理解することで考察

に多く時間を使うことができた。 

また、立体図形でも事前に作成したデータを

生徒と共有し、操作させることで自主的に学び

に向かう姿が見られた。 

図形では、生徒が自由に作成するには時間が

かかってしまうこともあり、基本的には教員が

事前にデータを作成し、作成したデータを生徒

と共有することで授業を進めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b．データ共有・保存（FE File Explorer） 

 現在本校では、端末で使用できるクラウドサ

ービスがない。そのため、NAS を共有して利用

することができる、FE File Explorer を使用して

いる。 

 授業用プリントの作成などは PC 上で編集作

業を行う方がスムーズであり、作成しやすい。

この App があることで、PC で作成したデータ

を iPad 上で開き保存するなど、PC と iPad 間

でデータのやり取りを行うことが可能となった。

生徒が作成したデータも「生徒共通フォルダ」

に保存することで、教師側も閲覧または保存す

ることができた。また、職員室の教員用 PC か

らも「生徒共通フォルダ」を開けるため、後か

ら PC で作業することも可能である。 

 現在は「先生専用フォルダ」を使い、PC で

作成したデータの共有のために使用してるが今

後は、授業で取り組んだデータを「生徒共通フ

ォルダ」に保存するよう指示することで、職員

室 PC からデータを共有できるように使用した

いと考えている。今まではプリントを作成し取

り組ませていたものを端末を使い、データ化を

進めて行きたいと考えている。 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c．web会議サービス（Zoom） 

①オンライン配信 

 本校では数学科に限らず、新型コロナウイル

ス感染症対策の一環として、欠席生徒がいる場

合、教室で行う授業を常に Zoom で配信する取

り組みを行っています。生徒の学びの保障とい

う観点からコロナ不安の欠席などでも自宅から

授業に参加することができるため、生徒からも

授業に対する遅れの不安が解消されている声が

あった。 

これまでには、Zoom で授業を見るだけでな

く、マイクを使い質問を受け付ける時間を確保

し、画面越しにやり取りを行うことや授業で扱

うプリントなどをスキャンして iPad 上に保存

する。そうすることで、自宅から参加している

生徒にも画面共有を使いプリントの内容を共有

することができた。 

 

②授業内での Zoomの活用 

 基本的には、上記にあるように欠席生徒への

学びの保障として始めた取り組みではあったも

のの、オンライン配信として使用するだけでな

く、授業の展開の中で Zoom を活用することが

できないかを模索してきた。これまでに使用し

てきた方法を紹介する。 

 

 

〇全体交流での画面共有 

 グループ内で iPad を使い交流したのち全体

交流のときに、各グループの説明で画面共有を

使うことで、生徒全体が手元で画像を見ながら

交流することができるようになった。また、共

有した画面に書き込みを行うこともできるため、

生徒が口頭で説明したことに画面上で書き込み

を加えることで視覚的に他生徒も理解を深める

ことに繋がっていた。 

他にも、授業の中で説明を行う際に画面共有

を使い例えば、GeoGebra のデータを生徒と一

斉に見ながら説明を進めることができた。今ま

ではどうしてもTVに映し出すと iPadの画面が

小さくなってしまい、教室全体には見えにくい

状態でしたが Zoom に教室の生徒にも参加させ

ることで改善することができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．考察 

（１）成果 

a．iPad を使用したことでの生徒の変化 

数学科で iPad を使用した授業に関するアン

ケートを実施したところ「ipad を使用した授業

は取り組みやすい」という問いに対して 1 年生

は 64％、2年生は 64％、3 年生は 100％が肯定

的な回答をした。この結果から教科書のみで授

業を展開していくより iPad を使用した方が意

欲的に取り組む生徒が増えていると考えられる。 

実際に iPad を授業に取り入れることで、機能

や appを使い、生徒間の交流が自然と始まる様
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フリーハンドで図形を描いたりするよりも専

用のアプリを使くことで視覚的にもわかりや

すい。 

 グラフのアプリがあってわかりやすい。教科書

やノートだとグラフがかきにくいのは感じる。 

 すぐかけて、細かいところまでわかるのが良か

った。画面を共有してやることもできたのが良

かった。 

 

今の iPadを使っても別にかわらない。 

 グラフや図形では便利だけど、計算とかはノー

トでいいです。 

 

子がこれまでよりも多く見られた。また、生徒

間で教え合う時にも iPad を使い編集機能で具

体的に示しながら教え合うことができていた。 

また、生徒からの授業の感想として以下のよ

うなものがあった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このことからも、少なからず iPad を使用する

ことで以前よりも取り組みやすく感している生

徒が増え、意欲的に授業に参加できる生徒がい

た。 

 

（２）課題 

a．使いにくさを感じる生徒 

アンケートより生徒の声として肯定的な回答

が半数以上ではあったものの、生徒の感想から

は以下のようなものの挙がった。 

 

 

 

 

このように、生徒としても使いやすさを感じ

つつも常に活用する必要はないのではないか、

という声があった。 

日常的に情報機器を活用していく方法を模索

してきたが、私自身も常用するには appなどの

中身的な機能が現状では足りないと感じていた。

生徒の声も聴くことができ今後は、単元計画な

どを基に効果的に情報機器を活用することを目

指したい。 

 

b．インターネット環境の整備 

数学科に限らない問題ではありますが、これか

らも新たなAppのインストールやサービスに登

録など iPad の中身的な整備や各家庭でのイン

ターネット環境の整備が必要不可欠であります。

オンライン配信についても、インターネット環

境が整っていないと活用できないという問題が

上がっているので環境の整備と iPad の中身の

整備について教育委員会など関係機関と協力し

ていく必要があると感じました。 

 

Ⅵ．まとめ 

 今回の北数教の発表を通し、これまでに実践

してきた iPad を活用した授業の実践例と iPad

の常用や生徒の変化についてまとめた。 

課題として、iPadを使うということでの一時

的な興味・関心で終わることのないよう、今後

もより効果的な活用方法を模索していく必要が

あると感じている。これからの GIGAスクール

の取り組みを考慮して ICT機器の使用を研究し

続けなければならないと感じた。これからも新

たなサービスや Appが作られていく中で、より

効果的に活用できるものがないかの情報を取り

入れ学び続けることや新しいことを取り入れ実

践し、改善していけるような柔軟性を身につけ

ていかなければいけない。 

今後は、夕張市でも GoogleWorkspace を使用

するために Google アカウントの作成を予定し

ている。次年度では、これまでの取り組みに加

えクラウドサービスを使いさらに広く活用でき

ないかを検討し、授業の中に iPad がある展開の

工夫や授業改善を目指したい。 

 

 

 

 

 

 


