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１　本企画の趣旨と経緯
　本論は，特別支援学校高等部と大学が協働して実践を行った「オンライン附属シネマ」を通して，特別支
援教育における映像メディア表現の可能性，及び大学・附属の共同研究の意義について考察するものである。
　特別支援学校高等部では，「美術」の授業において，実態差のある生徒たち全員が楽しく自分らしく表現
することや新しい時代のアートの良さを知ることをねらい，iPadなどの ICT機器を活用した授業を構想した。
これまでは絵の具を用いた自画像や共同作品，立体では張り子のランプシェード，オリジナル時計などの制
作が中心であり，ICT機器を用いた表現活動は初めての取組である。一方，新潟大学の柳沼研究室では美術
教育における映像メディア表現の研究に取り組んでおり，2009年に子どもの制作した映像作品を映画館で
上映する映画祭を開始して以来毎年継続し，2018年からは海外の作品の募集も始め国際交流へと発展させ
てきた。今回の共同研究の発端は，特別支援学校が新たな挑戦に際して大学のサポートを要請したことだが，
大学としても特別な支援を必要とする子どもたちへの映像メディア表現の可能性は大きな関心事であった。
さらに，特別支援学校では映像作品が完成した際にその映像を全国へ配信する研究も構想していたこともあ
り，大学での実践事例紹介や学生との交流を図るための合同授業の設定など，大学と特別支援学校がいくつ
かの点で相互の学びを支える共同研究となった。
　特別支援教育における ICTの活用や映像メディア表現の意義について，文科省発行の『教育の情報化に関
する手引』によれば次のように述べられている。

コンピュータ等の情報機器は，特別な支援を必要とする幼児児童生徒等 (以下児童生徒という )に対し
てその障害の状態や発達の段階等，児童生徒の実態に応じて活用することにより，学習上の困難を克服
させ，指導の効果を高めることができる有用な機器である。１）

　環境がメディア化した現代における ICTの活用は，当然のことながら時代に即応するという意味もあろう
が，ここではむしろ障害に対する支援としての有用さ，つまり，個々の生徒が持っている困難性を軽減する
ものとしての意義が提言されている。また，ICTがインターネットと直結することによる社会参加にも次の
ように言及している。
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インターネットをはじめとした広域ネットワークの世界は，参加する者の，国籍，性別，障害のあるか
ないかを問わない新たなバーチャル社会であり，そこに参加していくことは，障害のある人にとっての
新たな積極的な社会参加の形態ということもできる。２）

　ICTを活用した表現は容易にインターネット上で世界中に配信され，反応を得るなどの交流も生じて，子
どものモチベーションを高める可能性がある。また，障害について広く理解してもらうことや，その理解に
立った上で交流するというインクルーシブ教育への展開も期待できる。
　さらに，今回の取組は特別支援学校高等部の「美術」の授業を基盤としているが，美術教育の側面からも
映像メディア表現は現代的な意義を捉えることができる。『特別支援学校高等部学習指導要領』には，「美術
の表現の可能性を広げるために，写真・ビデオ・コンピュータ等の映像メディアの積極的な活用を図るよう
にすること。」３） とあり，美術教育の側面，つまり自己表現を支援するために ICTを活用することが盛り込
まれている。映像メディアは絵筆と同様に自己表現の一つのツールである。したがって，個々の障害の実態
に応じた「技術的支援方策（アシスティブ・テクノロジー）」と同時に，そこで生み出される固有の表出を
受け止め価値付ける感性的支援が必要となろう。本実践において，個々の身体機能や認知理解度に応じた機
器の取り扱いについては特別支援学校の教員が支援し，表現内容の練り上げについては大学の講義で関わっ
ていく流れを作った。
　本論は，この共同研究を通して特別支援学校における映像メディア表現（ICTの活用）の意義と可能性に
ついて明らかにすることが主たる目的である。論の進め方として，まず実践の経緯を特別支援学校の指導構
想と実際の指導，次に大学と合同で進めたオンライン形式の中間講評と成果発表の経緯，最後にアンケート
調査などを基にした実践全体の評価・考察を述べていきたい。並行して，美術教育的視点や大学と附属学校
の連携の面からも考察していく。

２　実践の経緯
（１）特別支援学校高等部「美術」のカリキュラムと映像メディア表現
　これまで，附属特別支援学校高等部の「美術」の授業では，主に絵の具や粘土，画用紙などの身近な素材
を用いた造形活動に取り組んできた。これまでの様子を振り返ると，絵を描くことや工作などの表現活動へ
の興味関心が高く，家庭での余暇としても楽しんでいる生徒がいる一方で，自分の思いを上手く表現できな
いことで苦手意識を感じている生徒も見られた。そこで，生徒が抵抗感を感じることなく，自分の思いを十
分に表現することができ，自信をもって表現活動に取り組む姿を引き出せるような学習活動の設定が必要で
あると考え，新しい表現方法としてタブレット端末を用いた映像メディア作品の制作に取り組むこととし
た。また，生徒の作品を発表する場として，「オンライン附属シネマ」を企画した。これまでの学習活動で
も，学校や地域行事での展示や美術コンクールなどを発表の場として取り上げてきたが，身近な人や地域の
方々に作品を披露したり，表彰されたりする機会を通して，自分の作品への自信を高める姿が見られた。そ
こで，コロナ禍の影響で行事等が制限されている状況においても，多くの方から作品を見てもらう機会を設
定し，目的に向かって制作に取り組む意欲を高めたり，他者から認められる喜びを味わったりしてほしいと
考え，オンライン上で作品を発表する場として「オンライン附属シネマ」を計画した。オンライン上での発
表により，遠く離れた人から作品を見てもらうことや，リアルタイムで生徒と参加者がやり取りをすること
が可能になり，より多くの人と時間を共有して発表することができると考え，本実践に取り組んだ。
　本実践に取り組む前の生徒の実態として，ICT機器の利用については，支援者がいることでタブレット端
末やパソコンなどを使用できる生徒から，自分のスマートフォンやタブレット端末を持っていて基本的な操
作方法を理解している生徒までと差が大きかった。また，利用の仕方については，自分の好きな動画や音楽
の試聴，画像の検索，ゲームアプリなどで余暇活動として利用している生徒が多く，ICT機器を用いて美術
作品を制作した経験のある生徒はほとんどいなかった。また，一度経験し興味関心をもったものには繰り返
し楽しむ生徒が多いものの，経験のないことに対して自分から取り組もうとする生徒は少なく，ICT機器の
利用の仕方の幅が広がらないことが課題として挙げられた。そこで，タブレット端末を用いた作品制作に取
り組むことで，より多様な色彩の作品作りや写真や動画を使った作品作りといった，これまでの学習活動で
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はできなかった新たな表現が可能となると考えた。さらに，ソフトウェアやアプリの活用により，生徒の実
態に合わせた表現が可能になるだけでなく，映像メディアを活用した取組を通して，余暇の幅を広げ，生涯
にわたって生活の中で生かしていけることを期待した。
　
　※美術の指導計画，授業構想シートについては別紙参照。

（２）授業の様子
　　全13時間の授業の中で，以下のような生徒の姿を目指して授業を行った。

① 　映像メディアで表現する良さに気付き，タブレット端末で進んで作品作り
に取り組む姿を目指して

　生徒は，タブレット端末を余暇として使い，身近なものとして捉えてはいる
が，これまで映像メディアを用いた表現活動の経験はなく，タブレット端末を
用いた表現の楽しさや良さを感じていなかった。そこで，まずは，タブレット
端末を操作したり，作品を作ったりすることを楽しむことができるように，使
い方が簡単なお絵描きアプリなど，いくつかのアプリを選定し，アプリの使い
方や作品の作り方を動画で簡潔に説明した。また，動画を見てもなかなか作品
作りに取り組めない生徒に対しては，作品例とアプリを一覧にしたカードを提
示したり，教師と一緒にアプリを操作したりする中で，生徒の思いをくみ取り
ながら言葉掛けを行った。すると，生徒は，タブレット端末を進んで操作し，
スタンプや色とりどりの線で好きな絵を画面いっぱいに並べたり，何度も描き
直しをしながら自分の思うような作品を作ったりするなど夢中になって楽しむ
ようになった。Ａさんは，空間に花や光を映し出せるＡＲのアプリを用いて，
大好きな教室にお花畑を繰り返し写し出し，カラフルな作品を制作することが
できた。Ｂさんは，コマ撮りアニメーションのアプリを用いて，アナログとデ
ジタルの両方の良さを取り入れた映像作品を制作した。仲間が増えていく度に自分の表情が笑顔に変わって
いく様子をコマ撮り写真で撮影し，それをつなげて表情の変化を表現した。出来た作品を仲間と互いに見せ
合いながら「この表現いいね。面白いね。」などと感想を言い合う姿が見られた。
　このように，映像メディアの良さや楽しさを存分に味わうことで，生徒は作品作りへの意欲を高めたり，
作品作りに繰り返し取り組んだりすることができた。

② 　教師と対話したり，美術の専門家から助言を受けたりしながら，シネマ作品
がより良くなるように工夫しようとする姿を目指して

　１次で高まった「映像メディア表現ができるようになった。もっとやりたい」
という思いを生かし，２次では，「オンライン附属シネマ」で上映する30秒程度
の映像作品（シネマ作品）作りに取り組んだ。まずは，１次で作成した作品や使っ
たアプリを基に，どんなシネマ作品を作りたいかを教師と話し合った。映像作品
へのイメージがもちにくい生徒に対しては，これまでの作品や生徒が好きな物を
カードにして提示し，何を映像に入れたいかを教師とやり取りしながら並べ替え
るようにした。すると，Ｃさんは，自分でカードを入れ替えながら好きな物を並
べていき，映像作品に入れる順番を決めることができた。また，Ｄさんは，コマ
撮りアニメーションの楽しさに気付き，様々な文房具が動き出す作品を複数作っ
た。しかし，作品が完成したことに満足し，より良くしようと工夫する様子は見
られなかった。そこで，オンラインで新潟大学の美術科の先生や学生に制作途中
の作品を見てもらい，専門的な助言を受ける機会を設定した。学生から「文房具
や作品の動きに合った楽しい音を付けるとより良い。」という助言をもらうと，
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Ｄさんは「コミカルな効果音を入れて，もっと面白くしたい」という思いを強くもった。そこで，教師が「こ
んな音を入れたい」というＤさんの思いを聞き取り，効果音の例を提示したり，パソコンで調べる方法を教
えたりした。すると，Ｄさんは，いくつか効果音を試しながら，何度も映像を見返し，登場する物の動きが
より豊かに表現されるように工夫を重ね，自分の思いに合った作品に仕上げることができた。
　このように，教師との対話を繰り返したり，作品の改善点を具体的に教えてもらいながら試行錯誤を重ね
たりすることで，自分の思いやテーマを明確にしながら作品作りに取り組むことができた。また，作品がよ
り良いものになっていく中で，作品への愛着が深まり，自分の作品の面白さや工夫点を仲間に伝えようとす
る姿も見られた。

③ 　上映会で多くの人に称賛してもらうことで，自分の表現に自信をもつ姿を目
指して

　３次では，自分たちの作品を多くの人に鑑賞してもらえるように「オンライン
附属シネマ」を開催した。保護者や同年代の高校生，美術関係者など，国内外合
わせて100人以上にオンラインで作品を鑑賞していただいた。生徒は，上映後に
鑑賞した方々から「敵を倒す時のＢＧＭと効果音が戦いの様子を迫力付けていて
良かった。」などと，自分が工夫した点を具体的に称賛されると，うれしそうな
笑顔を見せていた。オンラインで，多くの人と時間を共有して鑑賞する場を設け
ることで，即時的に自分たちの作品への評価や称賛をもらうことができた。上映
会後の振り返りで「とても時間が掛かりましたが，うまく工夫できました。僕の作品をかわいいと褒めても
らえて幸せでした。」という感想が聞かれたことから，作品作りへの喜びや達成感を十分に感じることがで
きたと考える。

（３）大学の講義「造形教育論」との合同授業
　大学では，「造形教育論」の履修生11名（２年９名，３年２名）が，特別支援学校高等部の「美術」の授
業に関わった。「造形教育論」は選択科目の一つで，美術教育としては必修科目の「美術科教育法」「図画工作」
が，学校現場に重心を置いた内容であるのに比して，造形表現と教育を架橋する題材開発に焦点を当ててい
る。現代の時代状況や社会背景，さらには現代の子ども像なども踏まえながら，美術教育の題材開発と授業
方法を探求する内容である。今回は，偶然ながら特別支援学校との合同授業の直前に映像メディアを使った
映像制作（コマ撮り・逆再生・デジタルストーリーテリング等）を経験しており，その経験を基に子どもた
ちの作品講評に臨むことができた。
　合同授業は，生徒の作品への中間講評２回（6月16・23日）とオンライン上映会当日（7月14日）の計3

回設定した。いずれもWeb会議システム「Zoom」を使用した。大学の講義も普段Zoomを使用したオンラ
イン授業で進めていたため，授業方法としては無理なく進めることができた。
　ただ，学生はこれまで教育実習は１年時の観察実習のみ，しかも，一般の小中学校が主で特別支援学校の
子どもたちの実態を知る者はほとんどいなかった。子どもの実態については，障害の傾向を簡単に紹介する
程度で，以下の点を踏まえつつ自分なりのアドバイスを考えるよう指示した。

　 ・まずは生徒のありのままの表現を受け入れ映像制作に取り組んでいること自体を尊重する心情を持つ。
　 ・映像に表れている造形要素や工夫点など，感銘を受けた点などをわかりやすい言葉で生徒に伝える。
　 ・全体の構成や編集効果などで，さらに作品をよくするための方策をアドバイスする。

　学生の多くが実際に作品を見て適切にコメントできるかどうか不安に感じていた。そのような中，特別支
援学校から事前に生徒作品が送られてきたため，映像作品における造形要素の捉え方について予行演習を
行った上で当日を迎えることができた。
　二週にわたる二回の合同授業では，21名の作品についての講評を行った。進行は，生徒一人ずつの映像
作品を鑑賞した後に学生二人と柳沼がコメントを述べる形で進めた。生徒のいる教室では，コメントを述べ
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る学生の表情がスクリーンに大きく映し出され，臨場感のある交流となった。学生は，自分の講評に対して，
生徒らが元気な返事や表情豊かな反応を示してくれたことに安心し，コミュニケーションをスムーズに図っ
ていくことができた。
　　　　
（４）「オンライン附属シネマ」の準備
　まずは，より多くの人に「オンライン附属シネマ」の開催を知ってもらうためにはどうしたら良いかを生
徒と共に考えた。これまでの学習の経験から，チラシを配付すると自分たちの取組を知ってもらえるという
ことを思い出し，チラシを作成して配付することに決めた。コロナ禍の状況で，生徒が直接配付することが
難しかったため，当校の保護者に限定してチラシを配付した。また，県内の特別支援学校，全国の附属特別
支援学校，新潟大学の学生，美術教育関係者等にメールで案内を配信したり，学校のホームページで開催を
案内したりした。日々参加申込者が増えるに連れて，「自分の作品を早く見てもらいたい」「こんなにたくさ
んの人が参加してくれてうれしい」など，生徒は期待感を高めていった。
　「オンライン附属シネマ」の会場準備では，より本格的な上映会の雰囲気を出すために，看板やプログラム，
生徒が入場する通路にレッドカーペットなどを設置した。開催に向けて，司会や会場の飾り付け，生徒代表
の挨拶など生徒が役割分担をして準備を進め，上映会が成功するように練習を重ねてきた。最初のリハーサ
ルでは，初めて見るレッドカーペットに期待感を高めている様子が見られ，一人ずつ入場するシーンで自分
の好きなポーズを決めて入場する姿が見られた。リハーサルの映像を見ながら振り返る中で，「もっと格好
よく入場しよう」「すらすら進行できるようにしよう」と魅力的な上映会になるように工夫する姿も見られた。

（５）上映会当日の様子
　上映会当日の参加者の構成は，次のとおりである。
・附属特別支援学校生徒 ２１名
・附属特別支援学校教員 ８名
・附属特別支援学校高等部保護者 １４名
・附属特別支援学校卒業生保護者 ２名
・教育関係者（大学，特別支援学校教員，小学校教員，中学校教員） ２７名
・他県の附属特別支援学校高等部生徒 複数名
・大学生 １１名
・映画祭関係 １名
　　　　
「オンライン附属シネマ」の全体の流れは，次のとおりである。
　　①オープニング映像　②生徒入場　③主催者あいさつ　④共催者あいさつ　⑤生徒代表あいさつ
　　⑥作品上映　⑦トークセッション　⑧終わりの言葉　

　当日の生徒入場では，スクリーンに映し出された参加者の姿を見て，前日までの練習以上に期待感を高め
ながら好きなポーズを決めたり，笑顔でレッドカーペットの上を歩いたりする
姿が見られた。
　自分たちの作品が上映されると，生徒は歓声を上げ，会場は大きな盛り上が
りを見せた。上映後は，大学生から自分の作品の評価をもらえたことで充実感
や達成感を感じている様子だった。また，オンラインの長所である遠隔地と時
差のないやり取りを肌で感じた生徒たちは，海外の参加者からも感想をもらい，
驚きと喜びを感じていた。群馬大学茂木一志教授からは，「タブレット端末を
使い，生徒が主体的に作った作品で，その子らしさがよく出ていた。自分の考
えを伝えるということも配慮されていた。このような活動が広がってくれると
美術教育が変わっていく。」といったご意見をいただいた。
　上映会の最後には，オンラインでつながっていた県外の特別支援学校の生徒
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たちと手を振り合ったり，声を掛け合ったりする様子からも，たくさんの人とつながる楽しさを感じている
様子だった。

３　実践の振り返り・考察
（１）生徒の感想・変容　　
　授業後，生徒からは次のような感想が聞かれた。

「コマ撮りをする時に，写真の位置をずらすなど工夫して作品を作りました。」
「作品を完成させるのにとても時間がかかりましたが，うまく工夫してできました。」
「はじめてタブレット端末を使って作品を作ったので，新鮮でした。」
「ぼくの作品をかわいいと言われて，ぼくは幸せでした。」
「外国の人などにみてもらえてうれしかったです。」
「いろいろな人に見てもらえて，感想をもらえてうれしかったです。」
「みんなで入場したのが楽しかったです。」
「世界中のみんなが作品を見てくれてうれしくてたのしかったです。」
「ヨーロッパとかの人が見てくれて楽しかったです。」

　タブレット端末で制作している様子を見てみると，紙に絵を描く表現と同じように違和感なく制作に取り
組む様子が見られた。生徒によっては，様々な色が使えることや，消して描き直すのが簡単に行えることから，
紙に書くよりもタブレット端末を用いて絵を描く方が良いとの感想も聞かれた。作品作り当たっては，お絵
描きアプリや写真加工アプリ，コマ撮りアプリなど，七つのアプリを用いた。様々な種類のアプリを紹介し
たことで，自分の思いを表現するためにはどのアプリを使うと良いかを考えたり，自分のお気に入りのアプ
リを見付けて夢中で作品作りに取り組んだりする姿が見られた。また，すべてをデジタルで制作するのでは
なく，従来のアナログの画材を使用して自分のお気に入りの絵を描き，それを動画に取り込んだり，加工し
たりして作品制作を行った生徒もいた。タブレット端末を用いた映像メディア作品作りは，生徒の作品作り
への意欲を高め，主体的に取り組む姿を引き出すのにとても有効であり，これまでに経験してきたアナログ
の画材を使用した表現方法とは異なる，新たな表現方法の良さを実感し，表現の可能性を広げることができ
たと考える。
　また，オンライン授業では，遠く離れた場所にいる美術科の教員や学生から，制作途中でも意見や助言を
もらうことができ，すぐに次の活動に生かすことができた。専門的な立場から，より良い作品にするための
具体的な助言をもらえたことで，これまでは自分の作品ができて満足していた生徒が，「もっとこうしたい」
と向上心をもちながら作品作りを進めるようになった。このように，オンライン授業によって，多くの人か
ら意見や助言をもらうことが可能となり，対面の授業だけでは得られないものが，オンライン授業の可能性
として感じることができた。
　そして，それぞれの生徒が制作した作品を，一つの映像作品として上映会を行った。映画館を貸し切り上
映会を行うという計画もあったが，今回は新型コロナウイルス感染拡大防止のためにオンラインでの上映会
となった。オンラインにすることで，県外や海外など離れた所から大勢の方々が参加することが可能になっ
た。また，参加した大学生から，生徒一人一人の作品について感想を直接聞き，制作した作品に自信と達成
感を感じることができた。また，海外からの参加者からも感想をもらえたことは，オンラインならではの体
験となった。普段の授業では，多くの視点や違う立場の方からのご意見やご指導をいただく場面は少ないが，
今回は大学の先生や映像を専門とされている先生からも意見をいただくことで，自分達が作った映像作品の
良さや映像表現の可能性についても学ぶことができた。

（２）参加者の感想から
　オンライン上映会「オンライン附属シネマ」の参加者の感想を一部抜粋して紹介したい。
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＜外部からの参加者＞
　作品映像を拝見して，生徒のみなさんが楽しみながら制作を進めていたということが，まず、強く感じられま
した。どの作品にも一人ひとりのオリジナルなイメージが表現されており、生徒の実態に合わせて先生方が指導
を工夫されている様子も思い描くことができました。

　 ・・・皆さんと同じようにこんなことを想像していた青春時代の自分を思い出してきました。そして，いつ
の間にか，皆さんの共犯者（言葉が悪くてすみません！）になったつもりで，いたずらや冒険を心の底から楽し
んでいました。同時に，こんな楽しいことを忘れていたなんて・・・と，後悔も抱きました。好きなことを想像
したり，好きなことを他の人と伝え合ったりする喜びを忘れてはいけませんね。大切なことまで思い出させてく
れてありがとうございました！ 

　各作品の最初に生徒さんの顔写真が映されていましたが，作品を観て，あー，この子がこういう作品を作った
のかと，各々「その子らしさ」が生き生きと表現されていたように感じました。生徒さんたちも，自分の作品を
多くの人に鑑賞してもらったことで，自慢と自信ができたんじゃないでしょうか。また，作る側と観る側が遠く
離れていても，時間を共有して，双方向リアルタイムの鑑賞ができるというのもネット時代ならではのアドバン
テージかと思いました。

　今回様々な作品を拝聴し，映像メディアでは実写やドローイング，コラージュ，さらにアプリのエフェクトな
ど生徒のやりやすい方法がしっかりと生きるのだと気付かされました。特にデジタルの手軽さには可能性を感じ
ました。

　入場で，生徒さんが堂々と自信をもって登場している姿に，まず感動しました。「自分たちの作品をみてくだ
さい！」と胸をはって態度と表情でしめされていると感じました。

　「オンライン附属シネマ」は本当にすごい発表会だと思いました。私は福井県からの参加でしたが，ギリシャ
やエジプトといった海外からの参加者もいましたね。しかも，海外の方たちにもしっかりと皆さんの表現したい
ことが伝わっていました。つまり，「オンライン附属シネマ」は，距離が遠いといった問題を解決する力も，日
本語がわからないといった言葉の壁を乗り越える力も，もち合わせている発表会であったということです。さら
には，世界中の子どもと子どもが出会い，作品を通して互いの学びを深める国際交流を生み出す力をもつ活動と
しても期待できるでしょう！

　今回オンラインでの作品上映会というものに初めて参加して，このような状況下でも芸術活動や発表はできる
のだということに気付かされました。廊下をランウェイに見立てた入場に関しても，個性が輝いていて、見てい
て思わず笑顔になりました。これを機会に，改めて ICTを活用した教育について真剣に考えていきたいと思いま
す。

＜保護者＞
　一人ひとりの短い作品の中に，それぞれの好きな物や思いなどがとてもうまく表現されていて，しっかりと感
じることができました。これを作っている時の子どもたちの楽しそうに活動している様子が想像できました。最
後のメイキング映像もまたよかったです。本当にみんないい笑顔をしていました。とっても感動しました。

　他国の先生からもご意見をいただいて，すごい活動だなと思いました。このような子ども達が，生き生きと活
動している姿や新しい取り組みをたくさんの人達に見ていただき，附属の良さを知ってもらえるといいなと感じ
ました。

　生徒一人ひとりの好きなもの，表現したいことがとてもよく伝わってきました。表情も生き生きしていて，見
ているこちらも嬉しくなりました。

　子ども達の個性豊かな作品をたくさん見れてよかったです。みんな楽しみながら頑張って作ったんだなあと思
いました。それを多勢の方々に見ていただいて褒めてもらえて，子ども達の自信につながってくれたと思います。

　生徒がこんなに素敵な作品を作っていて驚きました。支援をしていただいた学生さん達のあたたかいコメント
が素敵でした。世界中でつながっているというのが興味深かったです。リモートで参観できるのはとても良いと
思いました。仕事の休憩中に見ることができてよかったです。
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　参加者の意見から特に多かった反応をまとめると以下の四点が挙げられる。
　① 特別な支援を必要とする生徒たちが映像作品を制作できたこと（ICT機器・映像メディアは障害のある

子どもの表現活動において支援となり得ることがわかったこと）
　②生徒が自分の作品に自信を持って発表していたこと
　③オンラインで遠隔地の人々と交流が持てたことによって開かれた教育の形を感じたこと
　④生徒の表現から鑑賞者自身に「気付き」がもたらされたこと

　まずは，①として，特別な支援を必要とする生徒達が映像作品を制作できたことに対しての驚きの声が多
かった。映像作品の質的にも魅力あふれたものになっていたことで，子どもの可能性が感じられたと同時
に，I C T機器（映像メディア）が障害を乗り越えるための支援となり得ていたことを実感したと考えられる。
②の「自信」に関しては，レッドカーペットでの入場時におけるパフォーマンスや発言・表情の一つ一つに
満ち溢れており，それがオンラインの状況下でも画面からしっかりと伝わっていたことがわかる。そして③
については，コロナ禍も相まってオンラインの可能性が海外との交流をも可能にしたことによるだろう。こ
れからのグローバル社会に求められる「開かれた教育の形」が理想的な状況として実現したことは大きな反
響をもたらしたと思われる。そして④の「気づき」が得られたことも大きな成果と言える。これは，健常者
が日常の生活に馴化することで忘れてしまいがちなもの，しかも人間として大切なものを思い起こさせるよ
うな「気づき」である。特別な支援を必要とする子ども達の表現には，むしろ人間としての素の感性が表出

　子ども達の発想や感性にとても感心しましたが，それをしっかりと表現させることができた先生方の支援も素
晴らしいと思いました。楽しく美術の授業をさせていただいている附属の子どもたちはありがたいと思います。
当日，オンラインシネマを視聴できていなかった家族も朝のNHKニュースの映像に見入っていました。「すごい
楽しそう」の一言でした。

　メイキング映像で子どもたちが楽しそうに，そして一生懸命作成している姿を見ることができてよかったです。
とても楽しかったですし，元気が出ました。そして、このようにオンラインでたくさんの方に発表していただい
たのは素晴らしいと思います。たくさんの方に見ていただけて子どもたちはやりがいが増したと思います。

　言葉として伝えることが難しくても自分の内面を引き出せる作品作りの効果が ICTの活用によって相乗的に可
能性を広げたように思います。今後，様々な場面での ICTの活用が効果的に展開されることを期待します。

＜学生＞
　特別支援学校の生徒たちと合同で進めた授業，様々な人と交流した発表会を通じて，授業の中で学校の枠を超
え人と交流することの大切さを知ることが出来た。特別支援学校の生徒たちが私たちの意見を作品に生かしてく
れたことがとてもうれしかったし，私もこの交流を通じて自由に表現することの楽しさに気づけた。

　リモートによって海外の先生など様々な人から意見を頂けたことで，生徒の制作から得る学びが広がり，また、
聞いていた私も様々なことをそこから学ぶことが出来た。ただ制作するだけでなく誰かと共有し意見を交換し合
うことで多角的な視点を持つことができ，また世界と繋がることで異文化を知りさらに広い学習になるのだと感
じた。

　特別支援学校の生徒と一緒に授業出来たことは貴重な経験になった。特に生徒が楽しそうに制作，発表に臨ん
でいたことが印象に残っている。生徒が前向きに取り組み，経験を将来に何かプラスにできるように様々な授業
のあり方を模索し，常に探求していく姿勢が教師には必要だとわかった。

　特別支援学校の子どもたちと関わり，映像作品を鑑賞できたのは本当に良い経験であった。枠にはまらない自
由で伸び伸びとした発想から生まれた作品から大いに刺激を受けることができた。絵を何枚も描いて動かすので
はなく，絵を描いている過程そのものを映像として作品にするという発想や，自分の声でBGMを作るというよ
うな発想は本当に新鮮で、子どもたちから新たな映像表現をたくさん学ばせてもらった。今回の制作や交流など
の経験や学びを活かして自己の制作に取り組んでみたいと思う。
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している。そこには，規則やルールあるいは様式など，様々な「縛り」に囚われがちな我々が見失っていた
ものがある。それに気付かせてくれる彼らの表現は，私たちが「人間性」や「いのち」の意味を考えていく
上でかけがえのないものと言える。インクルーシブ教育においてとても重要な視点ではないだろうか。

（３）考察
　①特別支援学校高等部の担当教員３名の考察
・ 今回初めて映像メディアを活用した美術の授業に取り組んだ。その中で，障害特性から図形を視写したり

絵を立体的に描いたりすることができず，これまで美術の授業に対して苦手意識をもっていた生徒が，特
性に合った様々な表現方法を学んでいく中で，自分なりに作品を制作する楽しさを感じ，美術の授業に対
する自信や思いを高め，生き生きと活動する姿が見られた。また，「オンライン附属シネマ」を開催する
という目標を設定し，美術科の先生や学生から助言を受けることで，自分の作品をより良くするためにど
うしたら良いか思考し，さらに工夫したりする姿につながった。そして，たくさんの人々とオンラインで
つながり，社会的に開かれた状況で作品発表を行い，感想や称賛をもらうことで，自己肯定感が高まると
ともに，社会とつながる良さを感じることができ，インクルーシブの観点から共生社会に向けたアプロー
チになったと考える。家庭でのＩＣＴ機器の活用やインターネット環境などハード面の問題から家庭での
取組が難しい場合があるが，配信したコンテンツ動画を参考にしながら家庭でも作品作りを主体的に行っ
ている生徒が増えたことからも，余暇の幅の広がりや生活の質の向上につながっていくと考える。（荒木）

・ 映像メディア表現での作品制作，オンライン授業，オンライン上映会は，教師にとっても新しい取組であ
り，見通しをもちにくいところもあった。しかし，タブレット端末の使用については，柔軟に表現する生
徒の姿から新しい取組への手応えを感じることができた。また，オンラインでの大学の先生や学生とのか
かわりは，生徒の創作活動を高める上で，とても有効であった。ICT機器を用いての美術作品の制作とい
う経験は，アプリケーションを開く，編集をする，保存をするなど，ICT機器の利用の幅が広がり，他の
用途でも活用できる力が付いた。これからの社会生活においては，今までアナログで行っていたことの多
くが ICT機器を用いたものに置き換わっていくことが考えられる。今回の取組も，その可能性を広げたも
のになったと考える。そして何より，アナログで表現するには難しい色彩表現や，映像を加工する表現な
どを身に付けたことは，創作活動の幅を広げるとともに，新しい余暇の選択肢の一つとして生涯学習につ
ながっていくものになったと考える。（栃倉）

・ 「オンライン附属シネマ」に向けた作品作りを進める中で，自分の描く絵に自信がなく他者に見られるこ
とに抵抗を感じていた生徒が自分から友達に作品を見てもらおうと働き掛ける姿や，自分の思うような作
品が作れずに美術に消極的だった生徒が夢中で作品作りに取り組む姿が見られるなど，生徒の表現活動に
取り組む姿勢に様々な変化が見られた。美術の授業での映像メディア作品の制作は初めての取組であった
が，生徒にとっては魅力的な活動であったと感じる。また，オンライン上で海外の人からも作品を見ても
らえることに喜びを感じたり，2回目の「オンライン附属シネマ」の開催を期待したりしている生徒の姿
から，オンラインで様々な人から自分たちの作品を見てもらうという機会は，生徒の意欲を高めることに
有効であったと感じる。授業を進める中で，どのような教材を提示すると良いのか，生徒の思いを引き出
すためにはどのような支援を行うと良いかなど，担当教員間で話し合いを重ねながら授業作りに取り組ん
できた。今回の実践を生かしながら，今後も生徒の表現の可能性をより広げられるような実践を行ってい
きたいと思う。（山本）

　②合同授業に参加した学生の学び
　中間講評での学生の発言を一部抽出して考察したい。生徒Gは，自分の好
きなキャラクターのイラストを机上に置いて写真撮影し，その画像に光の効
果を数種類施して動画的な作品に仕上げていた。学生へは，先述したように

「生徒のありのままの表現を受け入れる」「造形要素や工夫点などをわかりや
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すい言葉で伝える」「さらに作品をよくするための方策をアドバイスする」という視点でコメントを述べる
ように指示していた。

（教員） Gさんはどのようなところを工夫しましたか。
（生徒G） かっこいいところ。
（教員）  かっこいいところ。本当にかっこよかったね。学生の方に聞いてみましょう。Aさんいかが

でしたか。
（学生A）  画像加工がキラキラしていて，ほんとにサイヤ人というドラゴンボールに出てくるキャラク

ターのイメージだったので，そんな感じの超能力的なのが表現できててすごくいいなと感じ
ました。

（教員） それではBさんいかがでしたか。
（学生B）  強そうな感じがすごく出ていていいと思いますし，これからつけるのかもしれないんですけ

ど，例えば「バーン」とか「グワーン」とか，そんな効果音がつけばもっとかっこよくなる
と思います。

　生徒の個別の障害特性を知らない中での関わりであるため，学生に多少の緊張は見られたが生徒達の和や
かな雰囲気に助けられながらコメントを述べることができたようである。
　まず，学生Aは「キラキラ」「サイヤ人というイメージ」という印象で受け止め，それを「超能力的」だから「す
ごくいい」と評価した。学生Bは，「強そうな感じ」で「いいと思う」と評価した上で効果音をつけるともっ
と良くなるとアドバイスした。作品の尺が23秒で，限られた素材から作者の思いや工夫を読みとらなけれ
ばならない制約もあった中で，最小限のフィードバックにはなったのではないだろうか。
　ただ，生徒それぞれの制作過程を見ると素材に対する深い思い入れや，撮影・編集上のこだわりなど，計
り知れない造形の工夫や物語が存在していることは確かで，短時間でそれらを読み取ること，さらにそれを
特別支援学校の生徒に伝えることは難しいものであることが実感されたようである。

４　成果と課題
　今回の実践について，特別支援学校における映像メディア表現 (ICTの活用 )の可能性と大学と附属学校の
連携の二つの視点から成果と課題を述べていきたい。
　一つ目に特別支援学校における映像メディア表現 (ICTの活用 )の可能性についてである。まず，映像メディ
アを使った表現が子どもたちの意欲関心を高めていたことは大きな成果と考えられる。映像メディアは障害
のある子どもたちにとって，その障害の特性を問わず興味関心を高めるものとなっていた。その最も大きな
要因は，映像メディアが身近なサブカルチャーと親和性が高く彼らの興味関心の延長上に位置していること
が挙げられる。映像メディアは日常的に興味関心を抱いているものと出会うための媒体（メディア）であり，
自然にツールとして扱うことができたと考えられる。生徒全員の意欲的な取り組みが映像メディアの魅力を
証明していた。ただ，手にした段階では単純作業の繰り返しによる「遊び」であって，学びの要素は少なかっ
た。そこで，実践の目標として，彼らの「遊び」的行為を意図的な「表現」のレベルへと高めることに措定
し，その手立てとして大学との連携や海外も含めたゲストへの作品発表などの仕掛けを設定してきた。結果
として彼らの取り組みは期待を大きく超えるものであった。彼らが社会とつながろうとする意欲は非常に高
く，表現意欲を確実に高めていた様子が教師や保護者から観察されている。さらに重要なのは，そこで喚起
された表現意欲に突き動かされながらも映像メディアを「伝えたいことを伝える」ために使いこなしていた
ことである。保護者のコメントに「言葉として伝えることが難しくても自分の内面を引き出せる作品作りの
効果が ICTの活用によって相乗的に可能性を広げた」とあるように，彼らはコミュニケーションを取るため
に映像メディアをツールとして使いこなしていた。この実践を通しての生徒達の変容は，映像メディアとい
う ICT機器が障害のある彼らを社会とつないでいたことの証である。今後，障害の特性に応じた活用方法を
構造化しカリキュラム化していくことが喫緊の課題といえよう。
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　そして二つ目に大学と附属学校の連携という視点から成果を述べたい。今回，附属学校における題材開発
に大学の協力が要請された流れであったが，大学側としても美術教育における「映像メディアによる表現」
の可能性について10年に渡り実践と研究を継続してきた経緯があり，特別な支援を必要とする子どもにとっ
ての実証研究を得る機会は貴重なものであった。大学と附属学校の目指すものが内容的にもタイミングとし
ても合致したことは偶然ながら幸運であった。折しも，コロナ禍によってオンラインシステムによる講義や
会議を余儀なくされている最中であり，オンラインによる合同授業と上映会を無理なく実施することにつな
がった。また，保護者には，オンラインの発表であったことで勤務中の休憩時間を利用して参加できたケー
スがあったり，NHKのニュースで取り上げられたのを見たりすることで，子どもの表現を共有する喜びを
感じた様子が多く見受けられた。保護者の意識が変わることはインクルーシブ教育の視点から極めて重要で
ある。障害のある子どもを社会的に包摂するということは，まず，子どものありのままの姿を社会に認知し
てもらうことが必要となる。当然のことながら保護者としては抵抗感を抱く傾向が多いが，参加者の「気づ
き」にもあったように，彼らの表現から学ぶべきことも多く，むしろこれからの持続可能な社会の実現のた
めに有益な側面もある。今回のようなグローバルな企画が実現することで意識変革につながっているとすれ
ば大きな成果といえよう。
　学習指導要領の「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進

（報告）」 によれば，インクルーシブ教育システムを構築するための最も本質的な視点として，「それぞれの
子どもが，授業内容が分かり学習活動に参加している実感・達成感を持ちながら，充実した時間を過ごしつ
つ，生きる力を身に付けていけるかどうか」が挙げられている４）。生徒達が作品発表のためにレッドカーペッ
トを敷いて入場のセレモニーを演じたり開会の挨拶やカチンコを使って「よーいアクション」と叫んだりと，
オンラインの画面に映る生き生きとした仕草や笑顔は，彼らにとっても充実した学びであったことを彷彿と
させた。
　附属特別支援学校高等部による映像メディアのオンライン上映会の発想は，斯界がリアルタイムで求めて
いる先導的実践であり，国内外の100名近くの教育関係者に発信できたこと，また，高い評価を得ることが
できたことは大きな成果であったと言える。

註
１）『教育の情報化に関する手引』文部科学省，2010

　　https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/056/shiryo/attach/1249680.htm
２）同上，文部科学省
３）『特別支援学校 高等部学習指導要領』文部科学省，p.225

４）『特別支援学校学習指導要領解説 総則等編（高等部）』文部科学省，2019年，p.3
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◆授業構想シート◆                                      
⾼等部  美術 

題材名 「映像メディアで表現しよう！〜オンライン附属シネマ上映会〜」 
１ 魅⼒的な題材設定 ［授業対象者：１・２・３年 ２１⼈］ 
①⽣徒の実態 
・美術の授業に意欲的に参加し，いろいろな素材を⽤いた表現に興味・関⼼が⾼い⽣徒が多い。⼀⽅

で，障害特性から⾃分の表現したいイメージが上⼿く表現できずに苦⼿意識を感じている⽣徒がい
る。 

・映像メディアへの興味・関⼼は⾼く，タブレット端末やパソコンを⽤いて動画や写真，⾳楽などを視
聴することを好む⽣徒が多いが，映像メディア機器での表現活動の経験は少なく，表現する楽しさ
や良さに気付いていない⽣徒が多い。 

・映像メディアに抵抗感をもっている⽣徒はいないが，⽇常的に使⽤している⽣徒から，操作に不慣れ
な⽣徒まで実態は様々である。 

②本題材の意義・価値 
・映像メディアを使うことで，新しい表現⽅法の良さを知り，作品作りのレパートリーを増やすことが

できる。 
・⽣徒の実態に応じたソフトウェアやアプリケーションの活⽤により，⾃分の意図やテーマに合った

表現⽅法を選択し，進んで表現したり，作品作りの喜びを味わったりすることができる。 
・作品作りの中で，⼤学の美術科の先⽣や学⽣から助⾔をもらう機会を設定することで，⾃分の意図

やテーマに合った具体的な表現⽅法に気付いたり，作品をより良くしたいという思いをもって⼯夫
したりすることができる。  

・「オンライン附属シネマ」を開催し，社会的に開かれた状況で多くの⼈に鑑賞してもらい感想等を
もらうことで，作品作りの達成感や満⾜感を得たり，⾃⼰肯定感を⾼めたりすることができる。  

・映像メディアでの作品作りを通して余暇の幅を広げ，⽣活の中で楽しむことができる。 
２ 題材⽬標 ◆各部で重点的に育成を⽬指す「資質・能⼒」を踏まえて 

知識・技能 思考・判断・表現 主体的な態度 
タブレット端末やアプリ等の操

作⽅法が分かり，映像メディアで表
現する良さを⽣かした表現をする
ことができる。 

表現したいことを明確にも
ち，より良い作品になるように
⼯夫しながら作品作りに取り
組むことができる。 

映像メディアを⽤いた表現
⽅法に関⼼をもち，進んで制作
活動に取り組もうとうする。 

３ ⼦供が感じるやりがい 
 ◆本題材を通して感じてほしいやりがい（思い）  
          ※⽀援については，４指導計画の中で具体的に記述。 

期待感 

・「いろいろな新しい表現⽅法で，作品を作ってみたい。」  
・「アプリの〇〇の機能を使って，こんな表現がしてみたい。」 
・「私の好きな〇〇を表現したい。」 
・「⾃分たちの作品をシネマ作品にして，たくさんの⼈に⾒てもらいたいな。」 
・「もっと素敵な作品にして，上映会で上映したい。」 

⼿応え 

・「タブレット端末を使った表現は，⾯⽩い表現ができて楽しい。」 
・「タブレット端末を使うと，こんな素敵な表現ができるんだな。」 
・「あのアプリを使ったら，⾃分がイメージした表現ができるんじゃないかな。」 
・「○○さんみたいに，こんな⼯夫をすると，作品がもっと良くなりそう。」 
・「〇〇さんの助⾔を⽣かして，こんな⼯夫をしてみよう。」 

充実感 

・「⾃分がイメージした作品を作ることができてうれしいな。今度はこんな作品を作りた
いな。」 
・「みんなで作り上げたシネマ作品は素敵だな。」 
・「上映会でたくさんの⼈に作品を⾒てもらって褒めてもらってうれしいな。」 
・「休みの⽇も，家で作品を作ってみよう。」 
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４ 指導計画 全１７時間  ◆題材の導⼊から⼦供のやりがいがどのように展開していくか 

次(時数) テーマ・ねらい 主な学習活動  主なやりがいとそのための⽀援 

１ 
（７） 

「映像メディアで表
現してみよう」 

 
・タブレット端末で

の 制 作 活 動 に 興
味・関⼼をもち，
進んで作品作りに
取り組むことがで
きる。 

・卒業⽣が様々な技法で作品
作りを楽しむ様⼦を映像で
⾒たり，作品を鑑賞したりす
る。 

 
 
 
・「お絵かき」「DoodleMaker」

などのお絵描きアプリの使
い⽅を知り，絵を描く。 

・「Doodle Maker」「AR TOY」
などのアプリを⽤いて,写真
を加⼯する⽅法を知り，加⼯
してみる。 

・「KomaKoma」のアプリで好
きな物や，⾯⽩い動きの映像
を撮る。 

 

「いろいろな表現⽅法で，作品を作ってみたい。」 
【期】 

→⽣徒が映像メディアを活⽤した表現に興味・関⼼
を⾼めることができるように，卒業した先輩が作
品作りを楽しんだり，映像メディアを使って作品
を作ったりする様⼦を映像で提⽰する。 

 
「タブレット端末を使うと，簡単に素敵な作品がで

きるんだな。」                 【⼿】【充】 
→映像メディアを活⽤した表現に興味をもち，タブ

レット端末を適切に操作しながら表現することが
できるように，操作の仕⽅や作品の作り⽅などを
映像を⽤いて視覚的に分かりやすく提⽰する。 

「もっと違う作品も作ってみたい。」    【期】 
「私は，このアプリで作品を作ろう。」   【⼿】 
→タブレット端末を使って，いろいろな作品を作れ

ることが分かるように，様々なアプリとそれを活
⽤して制作した作品例を提⽰する。また，⽣徒が
⾃分なりに⼯夫しながら作品を作ることができる
ように，作品作りに使えそうな様々な素材を⽤意
する。 

２ 
（６） 

「シネマ作品を作ろ
う！」 

 
・映像メディアの特

性を⽣かして，⾃
分の思いを⼯夫し
て表現することが
できる。 

・同年代の⽣徒が作ったデジタ
ルストーリーテリングや，コ
マ撮りの技法を使ったシネ
マ作品を⾒る。 

 
 
・シネマ作品の中で表現したい

ことを考え，⾃分が好きな表
現⽅法を選んで作品を作る。 

 
 
 
 
・仲間と作品を紹介し合った

り，美術科の先⽣や学⽣から
の助⾔を受けたりしながら，
意図したイメージに合った
効果的な表現について考え，
画像の加⼯や合成を⼯夫し
たりする。 

「⾃分たちもシネマ作品を作って，たくさんの⼈に
⾒てもらいたいな。」              【期】 

→シネマ作品を作ることへの意欲を⾼めることがで
きるように，同年代の⾼校⽣が作成したシネマ作
品を鑑賞する。 

 
「あのアプリを使って，このテーマで作品を作ろ 
 う。」                  【⼿】 
→⾃分のイメージに合ったアプリを選択・決定する

ことができるように，これまでに使った「アプリ
⼀覧」や，これまで作った作品を「作品カード」に
して提⽰する。 

 
「もっとこうすると良い作品になりそうだ。いろい

ろ試してみよう。」                    【⼿】 
→作品がより良くなる改善点に気付くことができる

ように，⼤学の美術科の先⽣や学⽣から具体的に
助⾔をもらったり，友達と対話をしながら試⾏を
繰り返す機会を設定する。 

「⾃分が思ったような作品になってうれしいな。」 
  【充】 

→具体的な助⾔を⽣かして作品を修正することで，
よりイメージに合った作品になっていることに気
付くことができるように，修正前と後の映像を⽐
較する機会を設定する。 

３ 
（４） 

「みんなで作ったシ
ネマ作品を鑑賞し
よう！〜オンライ
ン附属シネマ上映
会〜」 

 
・⾃分たちの作品の

良さを味わいなが
ら鑑賞することが
できる。 

・仲間と⼀緒にできあがった作
品を鑑賞し，感想を交流す
る。 

 
・上映会の準備をする。 
 
 
 
・オンライン上映会を開催し，

鑑賞した⼈からの感想を聞
く。 

 

「〇〇さんみたいに，こんな⼯夫をすると，もっと
作品が良くなるんだな。」        【⼿】 

「みんなで作ったシネマ作品は素敵だな。」 【充】 
 
「作品をたくさんの⼈に⾒てもらいたいな。」 【期】 
「もっとこうすると，上映会が盛り上がるんじゃな
いかな。」                 【⼿】 
 
「上映会で作品を⾒てもらい，褒めてもらってうれ
しいな。」                         【充】 
→作品の良さに気付いて⾃信をもったり，達成感を

味わったりすることができるように，オンライン
上映会を開催し，たくさんの⼈から感想や称賛を
もらう機会を設定する。 
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2020.6.2 美術指導計画 （全 14 時間） 

 

次 時 ⽇ ⽬標・学習活動 活⽤するアプリ 

０ 

１ 5/22 
（⾦） 

・美術のオリエンテーション 
・ipad 使⽤に関する実態把握（興味・関⼼，操作⽅法など） 
・動画を⾒ながらお絵かきアプリの使い⽅を知る。 
・ipad で絵を描く。 

「⼀緒におえかき」 

２ 5/27 
（⽔） 

・動画を⾒ながらお絵かきアプリの使い⽅を知る。 
・ipad で絵を描く。 
・作品鑑賞 

「お絵かき」 
「Doodle Maker」 

３ 5/29 
（⾦） 

・作品鑑賞 
・好きな表現⽅法を選択し，⾃由に作品を作る。 

「キラキラ」 

１ 

１ 
 

6/3 
（⽔） 

・卒業⽣が様々な表現⽅法で美術を楽しむ様⼦を映像で⾒
たり，作品を鑑賞したりする。 

・動画を⾒ながら写真加⼯アプリの使い⽅を知る。 
・ipad で絵を描く。加⼯する。／画⽤紙に⾃由に絵を描く。 

 
 
 
 
「Doodle Maker②」 

２ 6/5 
（⾦） 

・動画を⾒ながら写真加⼯アプリの使い⽅を知る。 
・⾃由に写真を撮ったり加⼯したりする。／描いた絵や，

⼯作した物を ipad に取り込んで加⼯する。 

「snow」 
「AR TOY」 

３ 6/8 
（⽉） 

・動画を⾒ながらコマ撮りアプリの使い⽅を知る。 
・⾃由に写真を撮ったり加⼯したりする。／描いた絵や，

⼯作した物を ipad に取り込んで加⼯する。 

「コマコマ」など 

４ 6/10 
（⽔） 

・コマ撮り動画を作成する／これまでに体験した中から好
きな表現⽅法を選択し，⾃由に作品を作る。 

・作った作品を試しにつないでみる。（iMovie） 

「コマコマ」など 

２ 

５ 6/12 
（⾦） 

・これまで作成した作品をつなげた映像を鑑賞する。 
・「シネリテラシーフェスタ」や「国際ジュニア映画祭」の

映像を⾒る。 
・7/14 にオンライン上映会を⾏うことを⽬標にし，活動へ

の⾒通しをもつ。 
・動画を観ながら「iMovie」の使い⽅を知る。 
・⾃分がどんな作品を作りたいか考え，作品を作ったり，

つなげたりする。 

 
 
 
 
 
 
「iMovie」 
 
 

６ 6/16 
（⽕） 

・途中段階の作品を柳沼先⽣や学⽣に⾒てもらい，助⾔を
受ける。 

・⾃分の作品をより良くする⽅法を考え，⼯夫する。 

 

７ 6/17 
（⽔） 

・⾃分の好きな表現⽅法を選択し，作品を作る。 
・仲間の作品を⾒合い，感想を交流する。 

 

８ 6/19 
（⾦） 

・⾃分の好きな表現⽅法を選択し，作品を作る。 
・仲間の作品を⾒合い，感想を交流する。 

 

９ 6/23 
（⽕） 

・途中段階の作品を柳沼先⽣や学⽣に⾒てもらい，助⾔を
受ける。 

・⾃分の作品をより良くする⽅法を考え，⼯夫する。 

 

10 6/26 
（⾦） 

・作品を「iMovie」でつなげ，１つの作品にする。 
・仲間の作品を⾒合い，感想を交流する。 
・上映会のチラシやＣＭを作る。 

 

３ 

11 7/10 
（⾦） 

・上映会の練習 
 

 

12 7/13 
（⽉） 

・上映会の練習 
・リハーサル 

 

13 7/14 
（⽕） 

・オンライン上映会を⾏う。13:45〜13:45（10 分くらい） 
・鑑賞した⽅の感想を聞く。 

 

14 7/15 
（⽔） 

・これまでの学習を振り返り，感想を交流する。 
・今後やってみたいことを話し合う。 

 


