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１．はじめに
知的障害特別支援学校中学部の国語の授業で、「ス
トーリースターター」(レゴ・エデュケーション)と
「ロイロノート」(iPad アプリ)を活用した物語の共同
制作に取り組んだ。生徒が一人一人レゴで主人公と背
景を作り、iPad で撮影して文章を入力し、物語の導入
となるスライドを作成した。次に、級友の主人公とお
互いの世界をやり取りしながら、撮影したスライドを
つなぎ合わせ、物語を発展させた。完成した作品をス
クリーンに映し、校内で発表会を行った。また、この
作品を平成２７年度東京都特別支援学校総合文化祭に
出品したところ、最優秀アイデア賞を受賞し、生徒た
ちの自信と意欲を高めることができた。
次年度はさらに物語作りを継続する中で「WeDo2.0」
(レゴ・エデュケーション)によるプログラミング学習
も併用して行い、レゴを自分たちで動かす映像を撮影
して物語に取り込んだ。完成した作品は、子ども向け
ソーシャルメディアサービスの Creatubbles(クリエイ
タブルズ)にアップし、世界に発信した。様々な国から
バブル(いいね！)をもらうことで、生徒たちは自分た
ちの作品に手応えを感じることができた。

２．実践の目的
東京都立特別支援学校は平成２６年度に iPad が学校
配備された。本校は小・中学部の児童生徒１８２名に
対し、２５台が配備されている。今回の実践では、他
学年他学級と調整して、毎回の授業で５台の iPad を準
備し、生徒５名が一人１台活用できるように工夫し
た。iPad は直感的な操作性・携帯性・カメラ機能との
一体性が特長的であり、従来のノート PC と比べ、iPad
を活用することで生徒たちの可能性は大きく広がって
きている。従来は物語の共同制作に取り組もうとして
も、紙と鉛筆で制作を進めるのは実態として難しく、
ノート PC では撮影とキーボード入力に時間と労力が取
られ過ぎてしまい、本来のねらいである、生徒の創造
性を引き出したり、アイデアの共有・発展、発表活動
に集中して取り組んだりすることが難しかった。ここ
で iPad を活用することで、撮影・文章の入力・編集・
作品の完成・発表などが簡単にできるようになり、生
徒たちが自分たちの創造性やアイデアを映像作品とい
う形にして発信することが格段にやりやすくなった。
今回の実践では、アイデアや創造性を引き出しやす
いレゴの教材を活用しながら、共同で物語を制作し、
それを発表するという一連の活動を通して、生徒たち
の創造性や表現にアプローチする実践を試みた。

３．実践の内容
レゴ・エデュケーションの教材である「ストーリー
スターター」は、物語の創作をねらいとしたレゴブロ
ックがセットになったもので、生徒たちのイメージを
喚起し、協力して物語を制作したり、その成果を発表
したりするのに適したものである。「ロイロノート」

は、写真の撮影、文字入
力、描画、web 検索などが
簡単にでき、作成したカー
ドをつなげたり、並び替え
て表現したりすることが直
感的にできるため、生徒が
自分でスライド作成を進め
やすいアプリである。
写真１ 物語作り①
授業では、まず５名の生
徒が一人一人「ストーリースターター」で主人公と背
景を作り、それぞれ物語の導入場面を制作した。これ
を「ロイロノート」で撮影し、文章を入力して、物語
の初めのスライドを作成した。スライドの作成にあた
っ て は 、「 誰 が 」「 ど こ で 」
「なにをしている」の３つ
を意識して文章を入力させ
るようにした。次に、「友達
のところにお邪魔してみよ
う」として、級友の制作し
た主人公とそれぞれの世界
をやり取りしながらスライ
ドを作成し、物語を展開さ
写真２ 物語作り②
せるようにした。やり取り
がうまく成立できるように、「次はどんなセリフを入力
すればいいか」「どこで何をしているのか」を意識させ
るようにし、物語の最後には、５名の主人公が１つの
場面で出会うスライドを作成して、物語を完成させる
ことができた。授業の当初はアイデアをうまく生かす
ことができず、生徒たちに戸惑いがみられたが、徐々
に多様なアイデアや発想が生まれ、それぞれを生かし
て級友と物語を作り上げる
様子がみられるようになっ
た。ロイロノートの操作に
も習熟し、写真や文字入力
以外にも、手描きのイラス
トを入れたり、アニメーシ
ョン機能を効果的に活用し
写真３ 物語作り③
たりするなど、生徒たち
が自分から様々な表現手
段を駆使しながら作品を
制作するようになった。
完成した作品は映像作品
として書き出し、タイト
ルと音楽を付けて発表で
写真４ 物語作り④
きるようにした。校内で
発表会を行い、生徒たちは
様々な教員や級友から感想
を聞くことができた。
さらに、この作品を平
成２７年度東京都特別支援
学校第２４回総合文化祭
（映像部門）に出品したと

写真５

物語作り⑤

ころ、審査の結果「最優秀アイデ
ア賞」を受賞し、校長室で賞状、
トロフィー、盾を受け取る表彰式
を開催することができた。自分た
ちの作品を外部へ発表することで
賞を獲得 できたという体験を通
し、生徒たちの自信と意欲を高め
ることができた。
次年度は、ＮＰＯ法人
ＣＡＮＶＡＳのＰＥＧプログ
写真６ 賞の受賞
ラ ム (Programming Education
Gathering：プログラミング学習普及プロジェクト) と
提携し、ビジュアルプログラミング教材「WeDo2.0」
(レゴ・エデュケーション)の活用を進めた。これは
iPad のアプリでブロック状の命令を組み合わせてプロ
グ ラ ミ ン グ を 行 い 、
Bluetooth でペアリングし
た実物のレゴを動かすこと
ができるものである。この
教材を併用して物語作りと
組み合わせ、主人公が車に
乗り、目的地まで移動して
いく場面を取り入れた。
写真７ プログラミング①
目的地を決め、そこ
に向けて車を正確に走ら
せることを目標にし、
iPad 画面の２つのブロッ
ク（速さ・時間）の数値
を増減して、実物の車を
操作させる。車がぴった
り目的地に届かなかった
り行き過ぎてしまったり
図１ プログラミング②
した場合は、速さと時間
の数値を調整して、もう
一度スタート地点から取
り組む。それぞれの生徒
は試行錯誤をしながら、
数値を調整して操作を繰
り返し、最後は全員が目
的地で正確に車を止める
ことができるようになっ
た。
写真８ 物語作り⑥
そこで、主人公を乗せて
車が目的地まで動いている
様子を iPad で撮影して動
画を作成し、この動画を
「ロイロノート」に取り込
んで、物語作りの一場面と
して制作を進めた。
完成した作品は、子ども
写真９ 物語作り⑦
向けソーシャルメディアサ
ービスの Creatubbles(クリ
エイタブルズ)にアップし、
世界に発信する試みを行っ
た 。 Creatubbles は、子ど
ものクリエイティビティに
特化したソーシャルメディ
アサービスで、生徒たちの
クリエイティブな作品を
アップして世界中でシェ
写真１０ Creatubbles

アすることができるものである。実際にアップをして
みると、世界の様々な国からバブル(いいね!)やコメン
トが届き、生徒たちも自分たちの作品を発信すること
に手応えを感じることができた。

４．成果
知的障害特別支援学校中学部の生徒が、授業の中で
一人１台ずつ iPad を使用し、オリジナルの物語の共同
制作を行った実践例は他にないと思われる。一人一人
の生徒は iPad を使用する中で、撮影・文章の入力・録
音・スライドの編集・速さや時間の数値を調整するプ
ログラミングなどの操作に習熟し、それらを駆使して
アイデアを形にしながら、物語を完成させることがで
きた。生徒が思考・表現のツールとして iPad を使いこ
なせた点、その結果生まれた成果を発表できた点、発
表することで作品が評価され、生徒たちが手応えを感
じられた点なども、今回の実践の特長である。当初子
どもたちは自分たちでアイデアを出して物語を制作す
ることに戸惑っていたが、徐々に多様なアイデアが生
まれ、制作を楽しむようになった。これは、従来の授
業の中で、自分たちでアイデアを生み出す体験が少な
かったことも要因の一つではないかと感じている。生
徒たちが比較的得意とする映像の要素を多く取り入れ
ながら取組を進めていくと、子どもたちも自分たちの
アイデアを形にすることを楽しめるようになり、毎回
の授業をとても期待して取り組むことができるように
なった。授業の導入時に、一人一人の作成途中の物語
を紹介すると、級友の物語にもとても興味を示し、自
分にはないアイデアを面白いと感じて、自分の物語に
取り入れて発展させる様子も見られるようになった。
最後は、それぞれの５名の主人公がやり取りしながら
１つの場面で出会う物語を考え、アイデアを出し合う
ことで、共同で１つの作品を作り上げる体験をするこ
とができた。また自分たちのアイデアを生かしたオリ
ジナルの物語を発表・発信し、それが評価されたとい
う体験を通して、子どもたちの絆は深まり、仲間意識
を高めることができた。

５．今後に向けて
知的障害のある子どもたちへの ICT の活用は、①認
知や言語の学習を促進するアプローチ、②コミュニケ
ーション力の補助・代替手段として活用するアプロー
チ、③日常生活面での自立を支援するアプローチ、の
３つが代表的だが、今回の実践のように、子どもたち
の創造性・アイデア・表現の力を引き出すためのアプ
ローチも有効ではないかと考えている。こうしたアプ
ローチを行っている実践例はあまりないが、本校では
iPad を積極的に活用し、美術の映像メディア表現（ラ
イトドローイング、コマ撮りアニメーション作り、プ
ロジェクション）や３Ｄプリンタによるクッキーの型
作りなど、様々な実践を試みている。また外部機関と
連携した、アーティストとのコラボレーションによる
表現活動の実践も、１つの柱として取り組みを進めて
いる。今後も最新のテクノロジーを積極的に取り入
れ、外部機関とも連携しながら、子どもたちの新しい
可能性を引き出せるような授業実践を進めていきたい
と考えている。

