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海外校海外校海外校海外校とのとのとのとのＴＶＴＶＴＶＴＶ会議会議会議会議のののの事例事例事例事例はははは、、、、増増増増えているもののえているもののえているもののえているものの
中等教育中等教育中等教育中等教育のののの事例事例事例事例はははは少少少少なくなくなくなく、、、、イベントイベントイベントイベント的的的的なものがなものがなものがなものが多多多多
くくくく見見見見られるられるられるられる。。。。

そのそのそのその理由理由理由理由としてとしてとしてとして

●●●● 時差時差時差時差のののの問題問題問題問題

●●●●言葉言葉言葉言葉のののの違違違違いでいでいでいで、、、、本来本来本来本来のののの議論議論議論議論ができないができないができないができない問題問題問題問題



本研究本研究本研究本研究ではではではでは、、、、リアルタイムリアルタイムリアルタイムリアルタイムのののの海外学校間交流海外学校間交流海外学校間交流海外学校間交流としてとしてとしてとして、、、、
これまでにこれまでにこれまでにこれまでに例例例例のないのないのないのない、、、、
時差時差時差時差やややや言葉等言葉等言葉等言葉等のののの負荷負荷負荷負荷がががが少少少少ないないないない““““シンガポシンガポシンガポシンガポ－－－－ルルルル日本人日本人日本人日本人
学校学校学校学校””””とのとのとのとの間間間間でででで、、、、
主主主主にににに、、、、生活環境生活環境生活環境生活環境のののの相違相違相違相違をををを題材題材題材題材としたとしたとしたとした情報交換情報交換情報交換情報交換やややや学習学習学習学習
指導指導指導指導をををを通通通通してしてしてして、、、、
遠隔地遠隔地遠隔地遠隔地とのとのとのとの交流学習交流学習交流学習交流学習をををを継続継続継続継続するするするする実践可能実践可能実践可能実践可能なななな交流交流交流交流モデモデモデモデ
ルルルルをををを開発開発開発開発するするするすることをことをことをことを目的目的目的目的とするとするとするとする。

目的目的目的目的

生生生生きたきたきたきた学外学外学外学外のののの知知知知のののの活用活用活用活用



「「「「渋谷教育学園国際渋谷教育学園国際渋谷教育学園国際渋谷教育学園国際テレビテレビテレビテレビ会議活用研究会議活用研究会議活用研究会議活用研究プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト」」」」

渋谷教育学園渋谷高等学校渋谷教育学園渋谷高等学校渋谷教育学園渋谷高等学校渋谷教育学園渋谷高等学校・・・・同中学校同中学校同中学校同中学校
渋谷教育学園幕張高等学校渋谷教育学園幕張高等学校渋谷教育学園幕張高等学校渋谷教育学園幕張高等学校・・・・同中学校同中学校同中学校同中学校
早稲田渋谷早稲田渋谷早稲田渋谷早稲田渋谷シンガポシンガポシンガポシンガポ－－－－ルルルル校校校校（（（（高等部高等部高等部高等部））））
渋谷幼稚園
ﾌﾞﾘﾃｨｼｭｽｸ-ﾙ・ｲﾝ・ﾄｳｷｮｳ(英国人幼・小・中学校

渋谷教育学園

千葉・幕張
東京・渋谷 シンガポ－ル

課外活動課外活動課外活動課外活動としてとしてとしてとして実施実施実施実施

生徒生徒生徒生徒のののの参加参加参加参加をををを呼呼呼呼びかけてびかけてびかけてびかけてメンバメンバメンバメンバ－－－－決定決定決定決定。。。。

教師間教師間教師間教師間のののの連絡連絡連絡連絡をををを密密密密にするためににするためににするためににするためにメメメメ－－－－リングリストリングリストリングリストリングリストをををを設定設定設定設定



継続的継続的継続的継続的なななな学校間交流学校間交流学校間交流学校間交流をををを行行行行っていくためのっていくためのっていくためのっていくためのモデルモデルモデルモデル

顔顔顔顔のののの見見見見えないえないえないえない交流交流交流交流

顔顔顔顔のののの見見見見えるえるえるえる交流交流交流交流

交流相手交流相手交流相手交流相手をををを意識意識意識意識したしたしたした交流交流交流交流

交流相手交流相手交流相手交流相手をををを意識意識意識意識したしたしたした
顔顔顔顔のののの見見見見えるえるえるえる交流交流交流交流のののの
まとめまとめまとめまとめ①①①①

交流交流交流交流のまとめのまとめのまとめのまとめ②②②②

実践モデルの開発

意識意識意識意識をををを高高高高めめめめるるるる

掲示板掲示板掲示板掲示板のののの交流交流交流交流をそれぞれのをそれぞれのをそれぞれのをそれぞれの段階段階段階段階でででで意意意意
味味味味をををを持持持持たせるたせるたせるたせる



交流交流交流交流のためにのためにのためにのために作成作成作成作成したしたしたしたＷｅｂＷｅｂＷｅｂＷｅｂペペペペ－－－－ジジジジ（（（（掲示板掲示板掲示板掲示板＆＆＆＆資料室資料室資料室資料室））））

フォトレタフォトレタフォトレタフォトレタ－－－－掲載掲載掲載掲載（（（（各学校各学校各学校各学校のののの施設写真集施設写真集施設写真集施設写真集））））

ＴＶＴＶＴＶＴＶ会議会議会議会議後後後後にににに各校各校各校各校ののののプレゼンテプレゼンテプレゼンテプレゼンテ－－－－ションデションデションデションデ－－－－タタタタ掲載掲載掲載掲載

顔顔顔顔のののの見見見見えないえないえないえない交流交流交流交流

顔顔顔顔のののの見見見見えるえるえるえる交流交流交流交流

交流学習交流学習交流学習交流学習をををを継続継続継続継続するためにするためにするためにするために必要必要必要必要なななな要因要因要因要因やややや学習者学習者学習者学習者にににに要求要求要求要求されるされるされるされるスキルスキルスキルスキル等等等等からからからから



継続的継続的継続的継続的なななな学校間交流学校間交流学校間交流学校間交流をををを行行行行っていくためのっていくためのっていくためのっていくためのモデルモデルモデルモデル

顔顔顔顔のののの見見見見えないえないえないえない交流交流交流交流

顔顔顔顔のののの見見見見えるえるえるえる交流交流交流交流

交流相手交流相手交流相手交流相手をををを意識意識意識意識したしたしたした交流交流交流交流

交流相手交流相手交流相手交流相手をををを意識意識意識意識したしたしたした
顔顔顔顔のののの見見見見えるえるえるえる交流交流交流交流のののの
まとめまとめまとめまとめ①①①①

交流交流交流交流のまとめのまとめのまとめのまとめ②②②②

モデルの実践

意識意識意識意識をををを高高高高めめめめるるるる

掲示板掲示板掲示板掲示板のののの交流交流交流交流をそれぞれのをそれぞれのをそれぞれのをそれぞれの段階段階段階段階でででで意意意意
味味味味をををを持持持持たせるたせるたせるたせる



掲示版掲示版掲示版掲示版

●●●●ネットワネットワネットワネットワ－－－－クパスワクパスワクパスワクパスワ－－－－ドドドドでででで管理管理管理管理

●●●●生徒生徒生徒生徒がががが書書書書きききき込込込込みをするとみをするとみをするとみをすると、、、、教師教師教師教師にににに書書書書きききき込込込込みみみみ内容内容内容内容ががががメメメメ－－－－ルルルルでででで送送送送られてくるられてくるられてくるられてくる

書き込み際には、名前がわからないように配慮：渋谷幕張高 笹川 → 渋幕笹渋幕笹渋幕笹渋幕笹

ＴＶＴＶＴＶＴＶ会議会議会議会議をををを行行行行いますいますいますいます「「「「日本在住日本在住日本在住日本在住のののの日本人日本人日本人日本人とととと海外在住海外在住海外在住海外在住のののの日本人日本人日本人日本人のののの価値観価値観価値観価値観、、、、
生活生活生活生活のののの違違違違いについていについていについていについて」」」」

本本本本テテテテ－－－－ママママ掲示板掲示板掲示板掲示板２２２２

「「「「パンフレットパンフレットパンフレットパンフレットではわからないではわからないではわからないではわからない生徒生徒生徒生徒からからからから見見見見たそれぞたそれぞたそれぞたそれぞ
れのれのれのれの学校素顔学校素顔学校素顔学校素顔についてについてについてについて」」」」

交流相手交流相手交流相手交流相手のののの理解理解理解理解掲示板掲示板掲示板掲示板１１１１

備考備考備考備考テテテテ－－－－ママママNo.No.No.No.

顔顔顔顔のののの見見見見えないえないえないえない交流交流交流交流ではではではでは、、、、



継続的継続的継続的継続的なななな学校間交流学校間交流学校間交流学校間交流をををを行行行行っていくためのっていくためのっていくためのっていくためのモデルモデルモデルモデル

顔顔顔顔のののの見見見見えないえないえないえない交流交流交流交流

顔顔顔顔のののの見見見見えるえるえるえる交流交流交流交流

交流相手交流相手交流相手交流相手をををを意識意識意識意識したしたしたした交流交流交流交流

交流相手交流相手交流相手交流相手をををを意識意識意識意識したしたしたした
顔顔顔顔のののの見見見見えるえるえるえる交流交流交流交流のののの
まとめまとめまとめまとめ①①①①

交流交流交流交流のまとめのまとめのまとめのまとめ②②②②

モデルの実践

意識意識意識意識をををを高高高高めめめめるるるる

掲示板掲示板掲示板掲示板のののの交流交流交流交流をそれぞれのをそれぞれのをそれぞれのをそれぞれの段階段階段階段階でででで意意意意
味味味味をををを持持持持たせるたせるたせるたせる



第第第第１１１１回回回回ＴＶＴＶＴＶＴＶ会議会議会議会議
（（（（9月月月月26日日日日（（（（月月月月））））日本時間日本時間日本時間日本時間17:30～～～～18:20 下校時刻下校時刻下校時刻下校時刻18:30））））

1.自己紹介自己紹介自己紹介自己紹介
2.プレゼンテーションプレゼンテーションプレゼンテーションプレゼンテーション（（（（順序順序順序順序 渋谷校渋谷校渋谷校渋谷校 →→→→ 幕張校幕張校幕張校幕張校 →→→→ シンガポールシンガポールシンガポールシンガポール校校校校））））
制限時間制限時間制限時間制限時間はははは5分程度分程度分程度分程度、、、、パワーポイントパワーポイントパワーポイントパワーポイントのののの様式様式様式様式はははは自由自由自由自由とするとするとするとする
3.意見交換意見交換意見交換意見交換（（（（プレゼンテーションプレゼンテーションプレゼンテーションプレゼンテーションのののの内容内容内容内容についてのについてのについてのについての意見交換意見交換意見交換意見交換やややや質問質問質問質問などなどなどなど。）。）。）。）

※※※※教員教員教員教員はははは、、、、教員教員教員教員間間間間チャットルームチャットルームチャットルームチャットルームをををを開設開設開設開設しししし支援支援支援支援したしたしたした

ＴＶ会議で使用使用使用使用するするするするソフトソフトソフトソフト：：：：i-Collabo.Live（ＮＥＣ）（ＮＥＣ）（ＮＥＣ）（ＮＥＣ）



第第第第１１１１回回回回ＴＶＴＶＴＶＴＶ会議会議会議会議
会議会議会議会議ではではではでは、、、、
始始始始めめめめ、、、、シンガポシンガポシンガポシンガポ－－－－ルルルル校校校校からからからから通信通信通信通信ができずができずができずができず、、、、予定時刻予定時刻予定時刻予定時刻をををを約約約約10分程過分程過分程過分程過ぎてぎてぎてぎて開始開始開始開始しししし、、、、

さらにさらにさらにさらに、、、、会議中会議中会議中会議中にににに数回数回数回数回、、、、通信通信通信通信がががが切切切切れたれたれたれた。。。。
しかししかししかししかし、、、、
交流相手交流相手交流相手交流相手がががが、、、、言葉言葉言葉言葉のののの負荷負荷負荷負荷がないがないがないがない「「「「シンガポシンガポシンガポシンガポ－－－－ルルルル日本人学校日本人学校日本人学校日本人学校」」」」であったのでであったのでであったのでであったので、、、、
教員間教員間教員間教員間チャットルームチャットルームチャットルームチャットルームでのでのでのでの対応対応対応対応によりによりによりにより、、、、通信通信通信通信のののの復活復活復活復活もももも早早早早くくくく対処対処対処対処できたできたできたできた。。。。
このこのこのこの結果結果結果結果、、、、
予定予定予定予定していたしていたしていたしていた時間時間時間時間のののの短縮短縮短縮短縮をををを余儀余儀余儀余儀なくされたなくされたなくされたなくされた。。。。

「「「「あえてあえてあえてあえて名前名前名前名前をををを伏伏伏伏せせせせ、、、、掲示板掲示板掲示板掲示板でででで交流交流交流交流させたさせたさせたさせた後後後後ににににTV会議会議会議会議をををを実施実施実施実施すすすす

るるるる」」」」モデルモデルモデルモデルのののの実践実践実践実践であったがであったがであったがであったが、、、、生徒生徒生徒生徒のののの様子様子様子様子からからからから、、、、
このこのこのこのモデルモデルモデルモデルはははは、、、、
生徒生徒生徒生徒にににに親親親親しみをしみをしみをしみを感感感感じさせじさせじさせじさせ容易容易容易容易にににに会議会議会議会議にににに導導導導きききき、、、、
第第第第１１１１回目回目回目回目ののののTV会議会議会議会議でででで始始始始めてめてめてめて交流相手交流相手交流相手交流相手のののの顔顔顔顔をををを知知知知ることでることでることでることで感動感動感動感動をををを深深深深

めめめめ、、、、会議会議会議会議にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ姿勢姿勢姿勢姿勢をををを高高高高めるめるめるめる効果効果効果効果があることをがあることをがあることをがあることを確認確認確認確認できたできたできたできた。。。。



しかししかししかししかし、、、、
本本本本テーマテーマテーマテーマ
「「「「日本在住日本在住日本在住日本在住のののの日本人日本人日本人日本人とととと海外在住海外在住海外在住海外在住のののの日本人日本人日本人日本人のののの価値観価値観価値観価値観、、、、生活生活生活生活のののの違違違違いいいい
についてについてについてについて」」」」
がががが抽象的抽象的抽象的抽象的であったためにであったためにであったためにであったために、、、、各校各校各校各校ののののプレゼンテーションプレゼンテーションプレゼンテーションプレゼンテーションにににに隔隔隔隔たりがたりがたりがたりが
あったことあったことあったことあったこと、、、、意見交換意見交換意見交換意見交換するするするする時間時間時間時間がががが20分程分程分程分程とととと少少少少なかったことでなかったことでなかったことでなかったことで、、、、深深深深

いいいい議論議論議論議論までにはまでにはまでにはまでには至至至至らないでらないでらないでらないで終了終了終了終了したしたしたした。。。。
それでもそれでもそれでもそれでも、、、、生徒生徒生徒生徒はははは、、、、次次次次のののの会議会議会議会議にににに繋繋繋繋げるためにげるためにげるためにげるために、、、、生徒指導生徒指導生徒指導生徒指導でででで、、、、掲示掲示掲示掲示
板板板板のののの利用利用利用利用をををを呼呼呼呼びかけびかけびかけびかけ、、、、よりよりよりより具体的具体的具体的具体的ななななテーマテーマテーマテーマにににに変更変更変更変更することをすることをすることをすることを合意合意合意合意
しししし会議会議会議会議をををを終了終了終了終了したしたしたした。。。。



継続的継続的継続的継続的なななな学校間交流学校間交流学校間交流学校間交流をををを行行行行っていくためのっていくためのっていくためのっていくためのモデルモデルモデルモデル

顔顔顔顔のののの見見見見えないえないえないえない交流交流交流交流

顔顔顔顔のののの見見見見えるえるえるえる交流交流交流交流

交流相手交流相手交流相手交流相手をををを意識意識意識意識したしたしたした交流交流交流交流

交流相手交流相手交流相手交流相手をををを意識意識意識意識したしたしたした
顔顔顔顔のののの見見見見えるえるえるえる交流交流交流交流のののの
まとめまとめまとめまとめ①①①①

交流交流交流交流のまとめのまとめのまとめのまとめ②②②②

モデルの実践

意識意識意識意識をををを高高高高めめめめるるるる

掲示板掲示板掲示板掲示板のののの交流交流交流交流をそれぞれのをそれぞれのをそれぞれのをそれぞれの段階段階段階段階でででで意意意意
味味味味をををを持持持持たせるたせるたせるたせる



第第第第１１１１回回回回TV会議後会議後会議後会議後のののの掲示板掲示板掲示板掲示板のののの書書書書きききき込込込込みがみがみがみが、、、、次回次回次回次回のののの会議会議会議会議をををを強強強強

くくくく意識意識意識意識したものとなりしたものとなりしたものとなりしたものとなり、、、、明明明明らかにらかにらかにらかに、、、、掲示板掲示板掲示板掲示板のののの利用利用利用利用のののの態度態度態度態度にににに変変変変
化化化化がががが見見見見られられられられ、、、、生徒指導生徒指導生徒指導生徒指導でででで交流交流交流交流をしていくをしていくをしていくをしていく態度態度態度態度へとへとへとへと変化変化変化変化したしたしたした

第第第第１１１１回回回回TV会議後会議後会議後会議後のののの掲示板掲示板掲示板掲示板のののの書書書書きききき込込込込みみみみ



継続的継続的継続的継続的なななな学校間交流学校間交流学校間交流学校間交流をををを行行行行っていくためのっていくためのっていくためのっていくためのモデルモデルモデルモデル

顔顔顔顔のののの見見見見えないえないえないえない交流交流交流交流

顔顔顔顔のののの見見見見えるえるえるえる交流交流交流交流

交流相手交流相手交流相手交流相手をををを意識意識意識意識したしたしたした交流交流交流交流

交流相手交流相手交流相手交流相手をををを意識意識意識意識したしたしたした
顔顔顔顔のののの見見見見えるえるえるえる交流交流交流交流のののの
まとめまとめまとめまとめ①①①①

交流交流交流交流のまとめのまとめのまとめのまとめ②②②②

モデルの実践

意識意識意識意識をををを高高高高めめめめるるるる

掲示板掲示板掲示板掲示板のののの交流交流交流交流をそれぞれのをそれぞれのをそれぞれのをそれぞれの段階段階段階段階でででで意意意意
味味味味をををを持持持持たせるたせるたせるたせる



第第第第２２２２回回回回ＴＶＴＶＴＶＴＶ会議会議会議会議

スクリスクリスクリスクリ－－－－ンンンンにににに映映映映しししし出出出出されたされたされたされた３３３３校校校校のののの様子様子様子様子

幕張校幕張校幕張校幕張校のののの様子様子様子様子
注注注注））））スクリスクリスクリスクリ－－－－ンンンンととととＰＣ＆ＰＣ＆ＰＣ＆ＰＣ＆カメカメカメカメ
ララララをををを平行平行平行平行にににに配置配置配置配置しししし、、、、目線目線目線目線をををを配配配配
慮慮慮慮したしたしたした。。。。

渋谷校渋谷校渋谷校渋谷校のののの様子様子様子様子 シンガポシンガポシンガポシンガポ－－－－ルルルル校校校校のののの様子様子様子様子

（（（（11月月月月19日日日日（（（（土土土土）））） 日本時間日本時間日本時間日本時間15:00～～～～17:30 下校時刻下校時刻下校時刻下校時刻17:30））））



第第第第2回回回回TV会議会議会議会議

●第第第第1回回回回のののの会議会議会議会議とととと同同同同じじじじ進行進行進行進行プログラムプログラムプログラムプログラム
第第第第1回目回目回目回目ののののTV会議後会議後会議後会議後、、、、掲示板掲示板掲示板掲示板をををを利用利用利用利用してしてしてして、、、、テーマテーマテーマテーマのののの再検討再検討再検討再検討のののの議論議論議論議論をををを重重重重ねねねね、、、、
テテテテ－－－－ママママ「「「「異異異異なるなるなるなる地域地域地域地域にににに住住住住むむむむ私私私私たちのたちのたちのたちの生活生活生活生活でででで、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ今私今私今私今私たちがたちがたちがたちが“大切大切大切大切”にににに

思思思思うことやうことやうことやうことやモノモノモノモノ」」」」にににに具体化具体化具体化具体化
※※※※教員教員教員教員はははは、、、、教員教員教員教員間間間間チャットルームチャットルームチャットルームチャットルームをををを開設開設開設開設しししし支援支援支援支援したしたしたした

会議会議会議会議のののの開始開始開始開始はははは、、、、ほぼほぼほぼほぼ予定予定予定予定したしたしたした時刻時刻時刻時刻にににに開始開始開始開始できたできたできたできた。。。。
しかししかししかししかし、、、、シンガポシンガポシンガポシンガポ－－－－ルルルル側側側側のののの回線回線回線回線がががが原因原因原因原因とととと考考考考えられるがえられるがえられるがえられるが、、、、プレゼンプレゼンプレゼンプレゼン
テーションテーションテーションテーションのののの際際際際にににに、、、、突然突然突然突然、、、、シンガポシンガポシンガポシンガポ－－－－ルルルル校校校校からのからのからのからのパワパワパワパワ－－－－ポイントポイントポイントポイントがががが、、、、
リアルタイムリアルタイムリアルタイムリアルタイムでででで共有共有共有共有できなくなりできなくなりできなくなりできなくなり、、、、事前事前事前事前にににに送送送送られてきたられてきたられてきたられてきたファイルファイルファイルファイルをををを幕幕幕幕
張校張校張校張校、、、、渋谷校渋谷校渋谷校渋谷校ででででロロロロ－－－－カルカルカルカルでそれぞれでそれぞれでそれぞれでそれぞれ実行実行実行実行しししし、、、、シンガポシンガポシンガポシンガポ－－－－ルルルル校校校校からのからのからのからの
映像映像映像映像とととと音声音声音声音声をををを通通通通じてじてじてじて説明説明説明説明しながらしながらしながらしながらペペペペ－－－－ジジジジをめくっていくことでをめくっていくことでをめくっていくことでをめくっていくことで対処対処対処対処しししし
たたたた。。。。
このこのこのこの様様様様なななな対応対応対応対応ができたのもができたのもができたのもができたのも、、、、言葉言葉言葉言葉のののの負荷負荷負荷負荷がないがないがないがない「「「「シンガポシンガポシンガポシンガポ－－－－ルルルル日本日本日本日本
人校人校人校人校」」」」であったことがであったことがであったことがであったことが大大大大きいきいきいきい。。。。



前回前回前回前回ののののTV会議会議会議会議とととと進行進行進行進行プログラムプログラムプログラムプログラムをををを同様同様同様同様にしたにしたにしたにした事事事事でででで、、、、
3校校校校のののの生徒生徒生徒生徒はははは、、、、前回前回前回前回のののの経験経験経験経験をそれぞれのをそれぞれのをそれぞれのをそれぞれの生徒生徒生徒生徒がががが評価評価評価評価しししし、、、、議論議論議論議論をををを進進進進

めていこうとするめていこうとするめていこうとするめていこうとする態度態度態度態度にににに変変変変わっていたわっていたわっていたわっていた。。。。

各学校各学校各学校各学校ののののプレゼンテーションプレゼンテーションプレゼンテーションプレゼンテーションはははは、、、、地域地域地域地域のののの特性特性特性特性をををを踏踏踏踏まえたものでありまえたものでありまえたものでありまえたものであり、、、、
「「「「学外学外学外学外のののの知知知知のののの活用活用活用活用」」」」をををを期待期待期待期待したものであったしたものであったしたものであったしたものであった。。。。
意見交換意見交換意見交換意見交換のののの時間時間時間時間はははは、、、、1時間時間時間時間30分分分分はははは取取取取れれれれ、、、、深深深深いいいい議論議論議論議論にににに十分十分十分十分であったであったであったであった。。。。

最後最後最後最後にはにはにはには、、、、
参加生徒全員参加生徒全員参加生徒全員参加生徒全員がががが、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ、「、「、「、「今私今私今私今私たちがたちがたちがたちが“大切大切大切大切”にににに思思思思うことやうことやうことやうことやモノモノモノモノ」」」」

をををを述述述述べたことでべたことでべたことでべたことで、、、、参加参加参加参加したしたしたした生徒全員生徒全員生徒全員生徒全員にににに高高高高いいいい達成感達成感達成感達成感をををを持持持持たせることがたせることがたせることがたせることが
できたできたできたできた。。。。このこのこのこの事事事事からからからから、、、、積極性積極性積極性積極性・・・・自主性自主性自主性自主性・・・・社会性社会性社会性社会性のののの育成育成育成育成につながるにつながるにつながるにつながる「「「「ココココ
ミュニケーションミュニケーションミュニケーションミュニケーション」」」」のののの機会機会機会機会をををを創出創出創出創出するするするする目的目的目的目的がががが達成達成達成達成できたとできたとできたとできたと考考考考えるえるえるえる。。。。



またまたまたまた、、、、プレゼンテプレゼンテプレゼンテプレゼンテ－－－－ションションションションのののの作成作成作成作成についてについてについてについて、、、、

「「「「実実実実はははは自分自分自分自分でもでもでもでも、、、、そうだったんだそうだったんだそうだったんだそうだったんだ、、、、シンガポシンガポシンガポシンガポ－－－－ルルルルをををを調調調調べていくうべていくうべていくうべていくう
ちにちにちにちにシンガポシンガポシンガポシンガポ－－－－ルルルルをををを知知知知れてれてれてれて良良良良かったとかったとかったとかったと思思思思いましたいましたいましたいました。。。。シンガポシンガポシンガポシンガポ－－－－
ルルルルにににに１６１６１６１６年間住年間住年間住年間住むむむむ私私私私はははは、、、、日本日本日本日本のことののことののことののことの方方方方がよくがよくがよくがよく知知知知らないしらないしらないしらないしシンシンシンシン
ガポガポガポガポ－－－－ルルルルにににに慣慣慣慣れきっていますれきっていますれきっていますれきっています。。。。このようなこのようなこのようなこのような自分自分自分自分はははは海外海外海外海外にににに住住住住んでんでんでんで
いるんだといういるんだといういるんだといういるんだという自覚自覚自覚自覚をををを日本日本日本日本にににに住住住住むむむむ人人人人とはとはとはとは考考考考ええええ方方方方やややや価値観価値観価値観価値観がががが異異異異
なるんだとなるんだとなるんだとなるんだと考考考考えさせるえさせるえさせるえさせる機会機会機会機会をををを与与与与えてくれたえてくれたえてくれたえてくれた、、、、ありがたいものでしありがたいものでしありがたいものでしありがたいものでし
たたたた。（。（。（。（シンガポシンガポシンガポシンガポ－－－－ルルルル校校校校）」）」）」）」というというというという意見意見意見意見があるようにがあるようにがあるようにがあるように、、、、

それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの生徒生徒生徒生徒にとってにとってにとってにとって、、、、
本本本本プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトがががが、、、、自調自考自調自考自調自考自調自考（（（（自分自分自分自分でででで調調調調べべべべ自分自分自分自分でででで考考考考えるえるえるえる））））のののの優優優優
れたれたれたれた教材教材教材教材になったとになったとになったとになったと考考考考えるえるえるえる。。。。



遠隔地遠隔地遠隔地遠隔地とのとのとのとの交流学習交流学習交流学習交流学習をををを継続継続継続継続するするするする実践実践実践実践
可能可能可能可能なななな交流交流交流交流モデルモデルモデルモデルとなったかとなったかとなったかとなったか？？？？

分析分析分析分析



掲示板書き込み回数（月別合計）
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TV会議テ－マ

相手の理解

掲示板書掲示板書掲示板書掲示板書きききき込込込込みみみみ回数回数回数回数（（（（月別合計月別合計月別合計月別合計））））

第１回TV会議
（9月月月月26日日日日（（（（月月月月））））
日本時間17:30～
18:20 下校時刻
18:30）

第2回TV会議
（11月月月月19日日日日（（（（土土土土））））
日本時間15:00
～17:30 下校時
刻17:30）

書書書書きききき込込込込みみみみ内容内容内容内容のののの変化変化変化変化からからからから、、、、教師主導教師主導教師主導教師主導からからからから、、、、生徒主導生徒主導生徒主導生徒主導のののの交流交流交流交流にににに変化変化変化変化していくことしていくことしていくことしていくこと期期期期
待待待待したしたしたした本本本本モデルモデルモデルモデルのののの妥当性妥当性妥当性妥当性をををを裏付裏付裏付裏付けるものであるけるものであるけるものであるけるものである。 8月月月月はははは、、、、夏休夏休夏休夏休みみみみ、、、、10月月月月はははは、、、、修学修学修学修学
旅行旅行旅行旅行・・・・中間考査中間考査中間考査中間考査、、、、12月月月月はははは期末考査期末考査期末考査期末考査のためにのためにのためにのために、、、、継続継続継続継続したしたしたした書書書書きききき込込込込みはみはみはみは困難困難困難困難になったになったになったになった

各校各校各校各校のののの行事行事行事行事

掲示板は、書き込みはしないが読むだけの生徒も多かった



１１１１．．．．本研究本研究本研究本研究でででで開発開発開発開発したしたしたした継続的継続的継続的継続的なななな学校間交流学校間交流学校間交流学校間交流をををを行行行行っていくためのっていくためのっていくためのっていくための
モデルモデルモデルモデルよってよってよってよって、、、、TV会議会議会議会議をををを利用利用利用利用したしたしたした交流交流交流交流がががが、、、、単発単発単発単発ののののイベントイベントイベントイベントにににに終終終終
始始始始することはなかったすることはなかったすることはなかったすることはなかった。。。。特特特特にににに、、、、第第第第2回目回目回目回目のののの会議会議会議会議ではではではでは、、、、深深深深いいいい議論議論議論議論もももも

できできできでき、、、、交流学習本来交流学習本来交流学習本来交流学習本来のののの目的達成目的達成目的達成目的達成にににに至至至至ったったったった。。。。生徒生徒生徒生徒のののの意見意見意見意見にににに「「「「自分自分自分自分
たちでたちでたちでたちでテテテテ－－－－ママママをををを決決決決めめめめ、、、、資料資料資料資料をををを集集集集めめめめ、、、、プレゼンテプレゼンテプレゼンテプレゼンテ－－－－ションションションションをしてをしてをしてをして、、、、意意意意
見見見見をををを聞聞聞聞くというのがくというのがくというのがくというのが一貫一貫一貫一貫ででででスムスムスムスム－－－－ズズズズにににに行行行行えるえるえるえる手助手助手助手助けになったけになったけになったけになった。。。。
（（（（幕張校幕張校幕張校幕張校）」）」）」）」とあるがとあるがとあるがとあるが、、、、継続的継続的継続的継続的なななな交流交流交流交流をををを意識意識意識意識してたとしてたとしてたとしてたと考考考考えるえるえるえる。。。。

２２２２．．．．掲示板掲示板掲示板掲示板のののの交流交流交流交流ををををそれぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの段階段階段階段階でででで意味意味意味意味をををを持持持持たせてたせてたせてたせて、、、、利用利用利用利用ささささ
せてきたことせてきたことせてきたことせてきたことがががが良良良良かったとかったとかったとかったと考考考考えるえるえるえる。。。。

３３３３．．．．これまでにこれまでにこれまでにこれまでに例例例例のないのないのないのない時差時差時差時差やややや言葉等言葉等言葉等言葉等のののの負荷負荷負荷負荷がががが少少少少ないないないない「「「「シンガシンガシンガシンガ
ポポポポ－－－－ルルルル日本人学校日本人学校日本人学校日本人学校」」」」とのとのとのとの間間間間でのでのでのでの交流交流交流交流におけるにおけるにおけるにおけるノウハウノウハウノウハウノウハウもももも蓄積蓄積蓄積蓄積でででで
きたきたきたきた。。。。

研究研究研究研究のののの成果成果成果成果
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教師間教師間教師間教師間メーリングリストメーリングリストメーリングリストメーリングリストのののの月月月月ごとのごとのごとのごとの回数回数回数回数

第第第第１１１１回回回回TV会議会議会議会議
（（（（9月月月月26日日日日（（（（月月月月））））
日本時間日本時間日本時間日本時間17:30
～～～～18:20 下校下校下校下校
時刻時刻時刻時刻18:30））））

第第第第2回回回回TV会議会議会議会議
（（（（11月月月月19日日日日
（（（（土土土土）））） 日本時間日本時間日本時間日本時間
15:00～～～～17:30
下校時刻下校時刻下校時刻下校時刻
17:30））））

まとめのまとめのまとめのまとめのTV会議会議会議会議
（（（（教員間教員間教員間教員間）））） （（（（11
月月月月29日日日日（（（（水水水水）））） 日日日日
本時間本時間本時間本時間15:00～～～～
17:30））））

TV会議会議会議会議テストテストテストテスト（（（（教教教教
員間員間員間員間）））） （（（（７７７７月月月月2日日日日
（（（（土土土土）））） 日本時間日本時間日本時間日本時間
15:00～～～～17:30））））

掲示板開設掲示板開設掲示板開設掲示板開設
6月月月月27日日日日
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（（（（9月月月月26日日日日（（（（月月月月））））
日本時間日本時間日本時間日本時間17:30
～～～～18:20 下校下校下校下校
時刻時刻時刻時刻18:30））））

第第第第2回回回回TV会議会議会議会議
（（（（11月月月月19日日日日
（（（（土土土土）））） 日本時間日本時間日本時間日本時間
15:00～～～～17:30
下校時刻下校時刻下校時刻下校時刻
17:30））））

まとめのまとめのまとめのまとめのTV会議会議会議会議
（（（（教員間教員間教員間教員間）））） （（（（11
月月月月29日日日日（（（（水水水水）））） 日日日日
本時間本時間本時間本時間15:00～～～～
17:30））））

TV会議会議会議会議テストテストテストテスト（（（（教教教教
員間員間員間員間）））） （（（（７７７７月月月月2日日日日
（（（（土土土土）））） 日本時間日本時間日本時間日本時間
15:00～～～～17:30））））

掲示板開設掲示板開設掲示板開設掲示板開設
6月月月月27日日日日

交流学習交流学習交流学習交流学習をををを成功成功成功成功させるためにはさせるためにはさせるためにはさせるためには、、、、、、、、

技術的技術的技術的技術的なななな側面側面側面側面、、、、利活用的利活用的利活用的利活用的なななな側面側面側面側面
でででで、、、、支援体制支援体制支援体制支援体制をををを整整整整えることがえることがえることがえることが重要重要重要重要
でででで、、、、教師間教師間教師間教師間のののの意識意識意識意識のののの継続継続継続継続がががが必要必要必要必要
不可欠不可欠不可欠不可欠であることをであることをであることをであることを実感実感実感実感しているしているしているしている。。。。



教員間教員間教員間教員間によるまとめのによるまとめのによるまとめのによるまとめのTV会議会議会議会議ではではではでは、、、、各校各校各校各校のののの生徒生徒生徒生徒のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ

状況状況状況状況やややや反省点等反省点等反省点等反省点等をををを取取取取りりりり上上上上げたげたげたげた。。。。おおおお互互互互いのいのいのいの学校学校学校学校ののののスケジュースケジュースケジュースケジュー
ルルルルをををを調整調整調整調整しながらしながらしながらしながらテレビテレビテレビテレビ会議会議会議会議にににに望望望望むことはむことはむことはむことは大変大変大変大変であったがであったがであったがであったが、、、、
今回今回今回今回のののの取取取取りりりり組組組組みはみはみはみは、、、、生徒生徒生徒生徒にににに「「「「生生生生きたきたきたきた学外学外学外学外のののの知知知知のののの活用活用活用活用」」」」するするするする
「「「「コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション」」」」のののの機会創出機会創出機会創出機会創出をををを実現実現実現実現させるさせるさせるさせるモデルモデルモデルモデルとしてとしてとしてとして
成果成果成果成果をををを挙挙挙挙げたとげたとげたとげたと考考考考えるえるえるえる。。。。

今回今回今回今回ののののプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトはははは、、、、TV会議会議会議会議というというというというシステムシステムシステムシステムをををを使使使使うことをうことをうことをうことを目目目目

的的的的としてとしてとしてとして参加生徒参加生徒参加生徒参加生徒をををを募集募集募集募集ししししテーマテーマテーマテーマをををを決定決定決定決定していったしていったしていったしていった。。。。今後今後今後今後はははは、、、、
蓄積蓄積蓄積蓄積したしたしたしたTV会議会議会議会議ののののノウハウノウハウノウハウノウハウをををを生生生生かしかしかしかし、、、、テーマテーマテーマテーマがががが先先先先となるとなるとなるとなる必必必必

然的然的然的然的なななな交流交流交流交流をををを行行行行っていきたいっていきたいっていきたいっていきたい。

今後今後今後今後のののの期待期待期待期待
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