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デジタルネイティブ 

 校長 湊  仁  

 あとひと月で、令和２年度が終わろうとしています。子供

たちも大人も、感染予防対策のため、これまでとは違う一年

間を過ごしてきました。ワクチンの供給も準備段階に入って

きました。一日も早く、コロナ感染症予防による制約の多い

生活様式を終わらせたいものです。 

 さて、話は変わりますが、時代の流れは、人類史上過去に

例がないくらいに早くなっています。グーグル社やアマゾン

社といった設立から２０年と少ししか経っていない企業が

瞬く間に大きくなり、国を揺るがすような力を持ってきてい

ます。また、ユーチューバーやＡＩ関連、アプリ開発など、

私たちが子供の頃には、なかった職業が次々と生まれ、現在

の生活には欠かせない文化・習慣の一部として活用されてい

ます。そのような時代背景の中、コロナ禍も後押しとなり、

ｉＰａｄが一人一台配られました。まさにデジタルネイティ

ブとして子供たちは生まれ、育っています。 

 先日、６年家庭科「共に生きる」の授業で、自分たちの生

活改善のためにＳＤＧｓの１７の目標から１つを選び、自分

たちの考えと関連付けながら、個々に調べ学習を行い、それ

をまとめたプレゼンテーション(以降プレゼンと表記)によ

る発表会をしていました。プレゼンソフトを使って、一人が

３分程度発表しました。特に私を驚かせたのは、プレゼンソ

フトの機能をどの子も使いこなしていることでした。工夫し

た背景や文字、写真や参考にしたグラ

フ、アンケート調査結果の提示など、

とても見応えがありました。 

私自身プレゼンを作成したことが

ありますが、何年もかけていろいろな

機能を覚え使えるようになってきた

というのに･･･、子供たちのＩＣＴ活

用能力は凄いなあと感じました。「ｉ

Ｐａｄ導入で一気に伸びました。」と

担任の先生は言っていました。 

 ＧＩＧＡスクール構想で、小学校段階でも、ｉＰａｄの積

極活用やプレゼンの基礎を学ぶことができるようになりま

した。これからの子供たちは、さらに学びを広げ、思考を高

めていく環境が整いつつあります。プレゼンが作れるという

ことが当たり前になり、これからの学びの質が変わっていき

ます。今以上の資質・能力が求められることでしょう。 

 ２０２１年が、ＧＩＧＡスクール元年となったのも、コロ

ナ禍による休業やネット環境の貧弱さが露呈したことがき

っかけとも言えます。誰も予想ができなかった禍の中で一気

に前進した分野でもあります。何ごとにも、ピンチをチャン

スと捉え、それがきっかけで成長できたと言えるようにして 

いきたいものです。 

 
    

令和２年度 ３月 

日 曜 朝 主な予定 

1 月 学習   

2 火 朝会 ALT 巡回相談 

3 水 なし 特別時程⑥  

4 木 なし ALT 特別時程⑥  

5 金 学習 クラブ活動⑩（最終） ＳＣ 
6 土   
7 日   

8 月 学習 
授業参観・保護者会（１・２） 
アウトリーチコンサート（中 3h 
高 4h 体育館） 

9 火 集会 

児童集会 卒業式練習（６） 
琴（５）５・６ｈ  
授業参観・保護者会（３・４・く）  
６校時なし（３・４） 

10 水 学習 
授業参観・保護者会（５・６） 
６校時なし（５・６） 

11 木 
ｸﾗﾌﾞ 
発表 

ALT クラブ発表集会（ダンス） 
卒業式練習（６）オリパラ講演会
（ジャイカ）（５・６）２ｈ 

12 金 学習 ＳＣ ６年生を送る会（５校時） 
13 土     
14 日     

15 月 学習 
卒業式練習（６） 琴（５）３・
４ｈ 卒業式会場準備（５） 

16 火 ｸﾗﾌﾞ
発表 

クラブ発表集会（音楽） ALT  
オリパラ講演会（低５ｈ 中４h 
高６h） 巡回相談  

17 水 学習 卒業式練習（６）社会見学（く） 

18 木 学習 
卒業式練習（６） ALT オリパラ
講演会(低４h 中３h 高２h） 

19 金 学習 卒業式練習（６） ALT  
20 土   春分の日 
21 日     

22 月 学習 ４時間授業（１～５）卒業式予行  

23 火 学習 給食終  社会科見学（６） 

24 水 修了
式 

特別時程（給食なし） 修了式  
卒業式前日準備（１ｈ５年）  
安全指導  卒業式練習（６） 

25 木 
卒業
式 

卒業式 特別時程（給食なし） 

26 金  春季休業日始 
～ 
31 日   

★今月は予告なしの避難訓練があります。 

生活目標…学習にのぞむ姿勢をそろえる 

 ◎ピンピタグーでレッツスタディ！ 

「ことばの泉」…あいさつは心の「オ・ア・シ・ス」 

保健目標…一年間の健康生活の反省をしよう 

安全指導…「二小のやくそく」振り返り 等 

令和３年 2 月 26 日 
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校長 湊  仁 
所在地 福生市熊川 623 

 

 

 

 



 

 

＜＜＜タブレットをさまざまな場面で活用しています！＞＞＞ 

 

＜＜＜お知らせとお願い＞＞＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１年担任 吉村・杉山 

生活科「かぞく ニコニコ 大さくせん」では、自分のお手伝いの様子を iPad でスライドにまとめました。

各家庭で撮影していただいたお手伝いの写真と、「ひらがな入力」で打ち込んだ説明文を組み合わせて、自分

の働きぶりを紹介しました。写真からも説明文からも、一人一人の頑張りが伝わってきました。 

２年担任 坂井・梅田 

 生活科「明日へつなぐ自分探検」で自分が生まれてからこれまでを振り返る学習を行っています。iPadを使

って自分の小さい頃の写真を家庭で撮影をし、それを使って自分の成長の様子を授業の中で振り返っていま

す。iPadを机上に置いて、友達と見せ合うことで今までよりも簡単に小さい頃の様子を共有できました。 

３年担任 加藤・西村 

 ３年生は、授業中、自分が分からないところがあれば調べたり、自分の考えをミライシードで共有したりし

ています。国語「わたしたちの学校じまん」では、学校のそれぞれの場所の良さを考え、より相手に伝わるよ

うに PowerPoint をグループで共同製作し、発表することができました。 

４年担任 若月・岡田 

 係活動や調べ学習、授業での意見の共有など、学習の多くの場面で iPadを活用しています。国語「つながり

に気をつけよう」では、Teamsのアプリを使って自分が作った文章を写真に撮って投稿し、子供どうしで添削

をしました。子供達も、自分の投稿に返信が返ってくるのが嬉しいようで、すすんで取り組んでいました。 

５年担任 中村・鷲澤 

家庭科では、家の中と外出する時の服装を iPad で写真撮影したものを Teams に投稿して、違いについて学

級全体で考えました。社会科や総合的な学習の時間では、PowerPointの共同作業を活用して、グループでまと

め、発表をしています。係活動や委員会活動でも積極的に iPadを活用する姿が多く見られます。 

６年担任 石川・小野崎  

係活動で必要な情報を共有したり、卒業文集のクラスページ作りで、アンケートを取り合ったりなど様々な

場面で iPadを活用しています。家庭科では、調べたことを PowerPointにまとめて、SDGｓについてプレゼン

テーションをしていました。 

くまがわ学級担任 溝辺・鈴木・村田  

生活単元学習では、描いた絵を動かす動画を Viscuitで作りました。動画を画面録画し、Teamsの掲示版に

上げて、お互いの動画を見合いました。日常生活の時間のちょう結びの学習では、自分の iPad で Youtube の

練習動画を見て、自分の速さに合わせて動画を止めながら練習することで、上手に結べるようになりました。 

   

◆春季休業・来年度の始業式について◆ 
春季休業：３月２６日（金）～４月５日（月） 
来年度始業式：４月６日（火） 
       特別時程・４時間授業（給食なし） 

◆授業参観・保護者会について◆ 
低学年：３月 ８日（月）  
中学年：３月 ９日（火）  
高学年：３月１０日（水） 
【授業参観】４・５校時  
【保護者会】１４：３５～ 
来校できる対象や人数を限定しています。詳細

は、以前配付したお便りをご覧ください。 

◆３月の教育相談について◆ 
３月は、５日（金）・１２日（金）にスクールカ

ウンセラーが出勤します。面談や相談を希望され
る方は、ご連絡ください。 

◆欠席・遅刻の連絡方法について◆ 

 二小ホームページに「欠席・遅刻連絡はこち

ら」のボタンを設置しました。３月は、試行的に

運用をしたいと思います。お休みや遅刻の連絡

は、こちらをご活用ください。また、使い勝手に

ついてのご意見も頂けたらと思います。パスワ

ードは一斉メールにてお知らせします。 
について 
１ 


