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Q&A、お問い合わせ、ダウンロード
WebMasterのお部屋

お知らせ

現在、ありません。

※※ 注意 ※※

 同窓会事務局や、伊予⾼校事務を名
乗り、卒業⽣に同窓会名簿の住所等を
確認する電話がかかっています。同窓
会事務局から電話で個⼈に名簿の内容
を確認することはございません。本校
同窓会事務局や伊予⾼事務とは無関係
なものですので、くれぐれもご注意く
ださい。
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⼤学⼊試センター

国⽴情報学研究所

ご案内

※県⽴学校、中等教育学校の魅⼒ある
活動を集めました。こちらのページを
ご覧ください。

  
 
※このWebSiteは⼀部のコンテンツの

 閲覧にAdobe Readerが必要です。
 

  
※このWebSiteは国⽴情報学研究所が

 次世代情報共有基盤システムとして
 

ICT教育実践校

記事を書く カテゴリ選択 20件

2018/09/05 【ＩＣＴ教育推進事業】公開授業を⾏いました  | by:WebMaster

8⽉29⽇(⽔)、ＩＣＴ教育推進事業の公開授業を⾏いました。
２年⽣の⽣物基礎の授業です。観察対象はブタの腎臓。
タブレット端末を利⽤して実験操作の確認、実験結果の記録、
考察、クラウドへの保存などを⾏いました。
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2017/10/04 【ICT教育】タブレット端末を活⽤した授業  | by:WebMaster

 ICT教育実践校である本校では、ICT機器を活⽤した効果的・効率的な教育を実践する⽬的で、タブレット端末を授
業に取り⼊れています。⽣徒も⼤変興味を持っており、また、図形・写真・動画を扱うので教育内容をイメージし易
いようです。以下がその様⼦です。

 

 

 ○授業（HR活動︓進路相談「⾯接について」）

 ペアワークで模擬⾯接を実施し、タブレットで互いに動画を撮影し、その後⾃分の様⼦を確認し、気づいた点を⾔
い合うなどしています。
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2016/11/29 【ICT教育】研究授業（理科）を⾏いました。  | by:WebMaster

 11⽉15⽇（⽕）に、ICT機器を⽤いた研究授業を実施しました。森⼭教諭による物理基礎の波の性質の単元の授業で
した。
 動画やシミュレーターを⽤いて、波源の時間変化や、それにより⽣じる合成波を作図し、定常波について考察させ
る内容でした。実験ノートや公式プリントとiPadを併⽤することで、学習の積み重ねが⽣徒の⼿元に残るよう⼯夫さ
れていました。
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2016/11/28 【ICT教育】公開授業（数学）を⾏いました。  | by:WebMaster
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2016/03/16 【ICT教育】タブレットを⽤いた研究授業を⾏いました。  | by:WebMaster

 化学の授業でタブレットを⽤いた授業を⾏いました。
 化学反応の速さを濃度や温度、触媒を変えることによって、どのように変化するかを実験し、その関係を理解させ
る授業でした。
 データの収集に各実験班に配布したタブレットに写真や動画として記録していき、それを基に実験結果を考察し、
グラフを作成しました。
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2016/01/19 【ICT教育】ICT活⽤の研修会を⾏いました。  | by:WebMaster

 本校の教職員を対象にタブレット機器や電⼦⿊板の研修会を⾏い、約20名の教職員が参加しました。
 タブレット機器や電⼦⿊板はどのようなものかを紹介し、いろいろと操作をする中で、授業で活⽤するためにはど
のようにしたら良いのか、どのような問題点があるのかについて考えることができました。
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2016/01/18 【ICT教育】デジタル教科書の研修会を⾏いました。  | by:WebMaster

 ICT教育推進事業の協⼒企業である東京書籍から担当者をお招きして、デジタル教科書の研修を⾏いました。ほとん
どの理科の教員が参加し、デジタル教科書に備わっている機能を実際の授業でどのように使うことができるが、熱⼼
な議論が交わされていました。
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2016/01/12 【ICT教育】タブレットの研修を⾏いました。  | by:WebMaster

 1⽉9⽇（⼟）の午後、ICT⽀援員に来校していただき、タブレットの使⽤についての研修を⾏いました。理科の教員
や興味のある教員が参加しました。
 本校が使⽤するタブレットはiPadです。これを、電⼦⿊板やApple TVと連携させた使⽤について学びました。電⼦
⿊板と連携させると、⾼度な共同学習が可能ですが、教員たちがすごいと感じたのは、Apple TVとの連携です。例え
ば、iPadで撮影した写真をテレビに写すことができるなど、授業でもすぐに使える内容を知ることができました。

iPadのカメラ機能を使って撮影
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2015/12/24 【ICT教育】タブレット教室ができました。  | by:WebMaster

 本校は、今年度ICT教育実践校に指定されました。タブレットや電⼦⿊板を取り⼊れた授業を研究開発するのが⽬的
です。視聴覚教室を改造し、電⼦⿊板や無線アクセスポイント、タブレットなどが導⼊しました。
 これから、今回指定された理科の授業を中⼼に、様々な教科で活⽤していく予定です。

アクセスポイント

電⼦⿊板

タブレット保管庫
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