
しらべて つながる これからの学び特  集

　新潟市では，平成27年度から市立小学校・中学校・中等教育学校・特別支援学校にタブレットPCの導入を行っていま
す。平成30年度までに全ての学校に，10台＋学年数×１台のタブレットPCが配備されます。新潟市立総合教育センターで
は，児童・生徒が主体的・協働的に学び合う姿を目指し，タブレットPCの様々な場面での授業活用について研修を進め，
教員の授業力向上に努めていきます。

　タブレットPCは，WEBページを閲覧したり，写真や動画を撮影したり
する以外に，情報を整理・分析したり，情報を共有したりすることができ
ます。この特性を生かすことで，子どもたちが協働して学習する際の有効
なツールとしての使用が可能です。また，常設型PCに比べ，様々な場面
での活用範囲が広がります。

　新潟市の図書館には，本や新聞・雑誌など，約191万点（平成29年３月末）の蔵書があり
ます。読書に親しむ場というだけでなく，日々の暮らしや子育てに役立つ資料を探しに，ま
ずは家族で図書館に足を運んでみませんか？

調べ学習のツールとして
「動物のひみつをさぐる」
　動物のひみつクイズ大会に向けて，電子百科
事典サイトで調べた情報を選択・整理し，友だち
と協力して問題づくりをする。

調べものは図書館へ！
　図書館の本は，館内にある検索用コン
ピュータや図書館のホームページから自分で
探すことができます。
　また司書が本だけでなく，データベースや
インターネットも活用して調べもののお手伝
いをします。お気軽におたずねください。

図書館で解決！みんなの質問
Ｑ．ふくろうとみみずくってどう違うの？
Ａ． 『鳥のふしぎ』（川上和人／監修　ポプラ社）
で調べたところ，頭が丸いのが「ふくろう」で，
角のような羽毛（耳毛）が生えているのが「み
みずく」だとわかりました。

Ｑ．貝殻を耳にあてると海の音が聴こえるのはどうして？
Ａ． 『たのしい自然体験８』（竹井史郎／著 小峰書店）や
インターネットを使って調べたところ，体の中の音
が反響して海の音に聞こえることがわかりました。

Ｑ．    おじいさんが子どものまぶたにミルクをたらす話を
昔読んだが，題名がわからない。

Ａ．図書館の本や国立国会図書館のホームページから調
　　 べて，アンデルセンの「眠りの精のオーレおじさん」　　

だとわかりました。

　新潟市内の19図書館，及びオンライン化している４地区図書室では，どの図書館の本でも貸出・返
却ができます（ＡＶ資料は一部の館のみ）。また，読みたい本を取り寄せることも可能です。くわしくは
図書館までおたずねください。　ほんぽーと中央図書館　TEL 025－246－7700

ほんぽーと10年祭
平成29年10月１日で，ほんぽーと中央図書館は10周年を迎えます。　　　　
下記の記念イベントを企画しています。どうぞご来館ください！
　▷会場：ほんぽーと中央図書館　入場無料・申し込み不要
　◆黒井健原画展 in ほんぽーと　　   　　　10月１日(日)～10月12日(木)午前10時～午後５時
　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　（但し，６日(金)・７日(土)は午後７時まで）
　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　※終了30分前までにご入場ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　　　　　※４日(水)は休館日ですが，原画展のみ開催します。
　◆合唱と吹奏楽の夕べ　　　　　　     　　10月22日(日)午後５時30分～午後６時30分
　◆ほんぽーと子どもフェスティバル2017　　10月29日(日)午後１時30分～午後３時30分
　◆おはなしリレー　　　　　　　　　　 　  11月３日（金・祝）午前10時30分～午後４時

【問い合わせ先】　ほんぽーと中央図書館　TEL 025-246-7700

発表ツールとして
「テレビ局の秘密を紹介する」
　テレビ局で働く人たちの様子を調べてプレゼ
ンテーション形式にまとめ，スライドを見せなが
ら「テレビ局の秘密」を発表する。

観察・実験の
記録ツールとして

「流れる水のはたらきを観察する」
　校庭に作った山に溝を掘り，水を流す実験をタ
ブレットPCで動画撮影し，それを見ながら話し
合うことで，地面を削り取る働き（浸食），土や石
を運ぶ働き（運搬），
流れの緩やかなところ
に土が積もる働き（堆
積）についての理解を
深める。

学習を振り返る
ツールとして

「マット運動　自分の技を振り返る」
　自分の技の様子を動画撮影し，客観的に振り
返るとともに，練習する前と後の自分の技の様子
を比較し，成長を自覚する。

タブレットPCの授業活用 公共図書館を使おう！

学校編 図書館編

タブレットタブレット
PCのPCの

授業活用場面授業活用場面

中央図書館内こどもとしょかん

どの図書館からでも借りられます
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