
 

わかる！楽しい！ICT 教育 

～ 富里特別支援学校の ICT フル活用術 ～ 

 

千葉県立富里特別支援学校  

 

 本校は東関東道・富里 IC の北西７００メートルに位置し、隣の敷地では富里名産のすい

か畑が広がるなど、自然豊かな環境に恵まれた場所にあります。 

本校は主に知的障害のある児童生徒が学んでおり、小学部から高等部までの１７７名が

在籍しています。明るく元気にたくましく生きていく力を育むことを教育目標に掲げ、一

人一人に合った適切な指導・支援を行っています。 

 

学区である富里市、八街市を中心に特別支援教育のセンター的機能の充実を図り、地域

に開かれた学校を目指しております。また、本校の特色として地域企業と連携した体験学

習や高等部クリーン・サービス班によるコンビニエンスストアの清掃活動、作業製品の校

外販売、作業製品のインターネット注文・販売等を実施しており、地域とのつながりを深

めております。 

 

本校は、今回「魅力ある県立学校づくり大賞」への応募するにあたって、知的障害のあ

る児童生徒が ICT 機器を活用し、わかりやすく、楽しみながら学べる授業をテーマに全校

で取り組みました。今年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、３密を避けながら

授業を展開することになりましたが、ICT を有効に活用することにより、新しい学習活動が

展開されるようになりました。 

 

小学部では ipad に触れる・スライドさせることで、画面の変化を楽しむことから始め、

写真の選択や算数の形合わせなどの学習に取り組みました。中学部では、校外学習に ipad

を持参し写真や動画を撮影、事後学習でその映像を使って学習をしました。また販売会で

は、ipad のアプリを活用した会計処理も生徒が自ら行い、接客に自信を持って取り組む姿

が見られました。高等部では、普通学級と重度重複学級で ipad、Zoom を使ったオンライン

誕生会を生徒主体で実施しました。その他、Zoom、teams を使った儀式的行事や体育館でプ

ロジェクターを複数台使ったプロジェクションマッピング、授業の様子の動画配信等、

様々な場面で ICT を取り入れました。こうした取組みは学校・学年だより、ホームペー

ジ、PTA 等で紹介し、地域の方、保護者等からも大変好評を頂いております。 

 

今後も ICT 教育を推進し、児童生徒が主体的に授業に参加できるよう工夫し、学校教育目

標の実現向けて、全職員で教育活動を進めて参ります。御期待ください。 

皆様の御来校をお待ちしております。 

  

 

 

 

 

 2020公式マスコット誕生 
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富里特別支援学校の ICT フル活用術 

 
１ 目 的 
   本校は八街市と富里市を学区とする知的障害を主とする児童生徒が通う特別支援学校である。 

今年度も新型コロナウイルス感染症により、教育課程を大きく変更しており、各学部とも児童生
徒にとってわかりやすい活動内容はどういったものか、試行錯誤しながら授業を実施していると
ころである。そこで、本校にある ICT 機器を有効に活用することで、児童生徒の興味関心を高め
「わかる・楽しい」授業ができるのではないかと考えた。また、教職員も ICT 機器を使って業務
効率化、業務改善を図り、働き方改革をよりいっそう進めていきたい。 
 

２ 成 果 
  ・ICT を活用することで、児童生徒が授業への興味・関心が高まり、学習意欲の向上につながった。 
  ・コロナ禍においても、iPad※１等の機材を有効に活用することで、今まで以上に学年やクラスを越

えた交流活動が増えた。（新型コロナウイルス関連） 
  ・iPad は校内に８台あるが、各学部での使用率が非常に高く、児童生徒が登校している 9:00～14:30

は、常に貸し出しの予約で埋まっている状況である。 
  ・配布パソコンを活用し会議をペーパーレスにすることで、紙の削減、印刷する時間やコストの削

減、写真等を使いカラーでわかりやすい提案が可能になった。（令和２年４月） 
・教材等の作成の時間が短縮し、さらにデータを保存することで複数の教師が活用できるようにな

った。 
・会議や打合せ時間の大幅な短縮につながった。（令和２年４月） 

  ・OneNote※２や Teams※３を有効に活用することで、いつでもどこでも情報の共有が可能になった。
（令和２年度４月） 

   
※１【iPad】   アップル社が開発及び販売しているタブレット型コンピューター。 
※２【OneNote】 マイクロソフトが提供しているデジタルノートアプリケーション。クラウド上

に保存され、誰でもノートに書き込むことができる。 
  ※３【Teams】  マイクロソフトが提供しているコラボレーションプラットフォーム。テレビ電

話、オンライン会議、グループチャット、ファイルの共有等が可能。 
 
３ 準備・実施段階の工夫 
  ・iPad をはじめて使用する児童生徒には、まずは画面に触れる、スライドしてみる、タッチする等、

画面が変化することの楽しみから始めた。 
  ・中学部、高等部の生徒は家庭でも iPad 等を使用している生徒もおり、調べ学習でも有効に活用で

きる生徒が多くいた。 
  ・自分で撮影した写真を、振り返りの学習で使用したり、作品に残したりすることで、自分で考え

ながら iPad を操作する生徒が増えてきた。校外学習後には「自分の好きな場所の写真が撮れて
楽しかった」と嬉しそうに話していた。 



・ICT 機器や OneNote、Teams を導入する際、マニュアルを作成し、操作の苦手な職員にもわか
りやすく提示した。（令和２年４月） 

  ・朝の全体朝礼をなくし、OneNote で連絡事項を確認するようにした。また学部や学年、各分掌の
ページを作り、物品の貸し出しや特別教室の使用なども一括管理できるようにした。 

   （令和２年４月） 
  ・TV、プロジェクター等は学部毎に台数を割振り、最小限の移動ですぐに使用できるようにした。 
 
４ 広報・報道実績 
  ・学校だより、学年だより、ホームページに ICT を活用している写真や記事を掲載している。 
   また、学校だよりは学校周辺の地域へ配布・回覧しており、多くの方に学校の取組みを紹介し、

学区の市役所に学校便りや作業製品を展示させてもらい、啓発活動にも力を入れている。 
  ・今年度より、作業製品（カレンダー、木工小物、パンジー・ビオラ等）のインターネット注文・

販売を始めた。ホームページに各作業班の製品を掲載し、来校しなくても製品を見てもらえるよ
うに工夫した。保護者からだけではなく地域の方、事業所からも多くの注文が入るようになった。
注文の確認は生徒が実際に電話でやりとりし、新型コロナの影響で地域とのつながりが限られて
いる中、生徒主体の活動がなされるようになった。保護者からは大変好評を頂き、注文が殺到す
る作業班もあり、生徒は嬉しい悲鳴で作業製品作りに励んでいる。 

 
５ 取組への反響（生徒・保護者の声） 
  ・「授業で iPad を使用していることを教えてくれた」「休校中にホームページを見て、自宅で体操し

ました」等、学校の取組みに賛同して頂ける家庭が多かった。ホームページのアクセス数も多い
ときで一日２００回程あり、動画の配信等も保護者から好評を頂いている。また、動画を参考に
ゴミ箱作りに取り組んだ生徒は、チラシで２００個程のゴミ箱を作成し、学校再開後、食堂に寄
付し全校で活用している。 

  ・iPad、Zooｍ※４を活用した交流では、コロナ禍の中でも有意義な交流ができた。特に配慮が必要
な医療的ケアの必要な生徒とオンライン誕生会など、今までになかった取組みが生徒主体で実施
できた。 

 
※４【Zoom】 Zoom ビデオコミュニケーションズが開発した web 会議サービス。 

 
６ 今後の方向性 

・現在、インターネット注文・販売では、生徒がお客様に電話で注文内容の確認等を行っているが、
今後は Zoom 等を活用して作業製品を購入して頂いたお客様との意見交換や生の声を生徒が聞い
て、よりよい製品作りができるような取組みも検討している。 

・新型コロナウイルス対策費用で大型 TV が６台購入できた。iPad やプロジェクター等の機器を有
効に活用することで、児童生徒にわかりやすく、楽しい授業を展開できるように努力していく。 
なお、iPad の台数が８台と限定されており、現在すべての iPad が毎日稼働している状況である。
今後も ICT を有効に活用するためには、iPad の台数の確保が課題であるが、本校で今できる ICT
を活用した取組みを引き続き推進していきたい。 

 



校外学習 with iPad 
学校のパソコン室で調べ学習のあと、街探検へ

出発！iPad を使って写真や動画を撮ったり、その
場で調べたり。生徒はみんな楽しそう。iPad を器
用に使いこなしています。 
 

オンライン誕生会♪ 

ハッピバースデイトゥーユー♪♪iPad の画面に
向かって何をしているのかな？なんと、コロナで
交流できない生徒とのオンラインサプライズ誕生
会！！お互いに最高の笑顔を見ることができまし
た！ 

動画で家庭学習 
臨時休校中、ほとんどの教科や教科等を合わせ

た指導の動画をホームページにアップしました！
中学部の生徒が動画を見て、２００個以上のゴミ
箱を作り、全校にプレゼントしてくれました。 
 
 

 

スクリーンが楽譜に 

楽譜をスクリーン映すことで、みんなで色楽譜を
見ながら合奏をすることができます！生徒によって
色を変えることで視覚的にわかりやすくなり、今誰
が音を鳴らしているのかが一目瞭然！！ 

Information and Communication Technology 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

富里特別支援学校の ICT フル活用術！ 

児童生徒 × ICT  

PC や i-pad を使って学
習することだよ！ 

ICT ってなに？ 

富特ではどれくら
い使うの？ 

どの学部もほぼ毎日使
っているよ！ 

すごーい！ 
やってみたい！！ 

 

コロナに負けない！ 

ICT で働き方改革！ 

富特版 教育 



Zoom で終業式 
学部毎にちがう場所で実施した終業式と始業式。
Zoom を使って行いました。場所は違っても心は一
つ！ 

国語・算数も iPad 
 小学部の児童も通常の教科学習で iPad を使用。
ICT 機器を使って、楽しみながら学習に取り組んで
います。 

インターネット注文開始 
中学部の作業製品。どうしたら多く
の方に知ってもらえるか。そうだ！
インターネットで販売しよう！製品
をホームページに UP すると続々と
注文が入りました！ 

ホームページ更新中 
ホームページを続々更新してい
ます。保護者のページからアク
セスでき、動画の配信は保護者
からも学校の様子がわかり好評
を頂いています。 

 

OneNote で時間短縮 
全体、学部、学年の連絡を書き込
むだけ。物品の貸し出しや特別教
室の利用も一括管理。いつでも、
どこでも見ることができ、会議の
時間短縮にもつながっています。 

 

オンライン研修 
研修もオンラインで実施すること
が増えてきました。 
研修内容や時間によって Zoom、
Teams のいずれかを選択し実施
しています。まだまだ、慣れない
事も多いですが、コロナ対策を講
じながら、研修の機会を確保し、
みんなで教師力・指導力の向上を
目指します。 

会議はすべてパソコンで 
職員会議、企画委員会、学部

会、主事会はすべてパソコンで実
施。紙の節約や印刷の手間がなく
なるだけでなく、カラーでわかり
やすい提案が可能となりました。
今後も配布パソコンを有効に活用
し、業務改善＆働き方改革を進め
ていきます。 

Teams で一致団結 
Teams のグループチャット機

能では、悉皆研修グループや教
務・主事・学年主任でグループを
組み、研修の情報や連絡事項を共
有するなど、有効に活用していま
す。「チーム富里・一致団結！」
を目指し、これからもどんどん活
用していきます。 

Information and Communication Technology 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

児童生徒 × ICT  

保護者 × ICT 

教職員 × ICT 

教職員 × ICT 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

富里特別支援学校の魅力ある取組 


