
栄光ゼミナール高等部 ナビオ　ロイロノート・スクール導入事例

  今までの課題     

プリントを紙で配布

• 生徒の個別理解度が把握できなかった

• 最新の入試問題を扱うことが難しかった

• 白黒で重要箇所の差別化が図りにくい

• プリントを無くしてしまう

  ロイロノート・スクール導入のメリット  

•	瞬時に生徒の理解度を確認できる

•	最新の入試問題の配布が可能

•	カラーのPDFや音声、動画教材の配布、回収ができ、理解が深まり勉強を楽しめる

•	捨てられてしまうプリントをいつでも取り出せる

•	回答しない生徒がいなくなった

•	比較が瞬時にでき友達の回答で学び合える

•	板書時間の節約による授業リズムがでる

受験学力の向上を実現
「ロイロノート・スクール」を、グループ指導、個別指導に導入した栄光ゼミナール高等部
[ナビオ ]の先生方に、導入のメリットや実際の授業での使い方など、お話しを伺いました。

クラス運営

• 積極的な生徒だけが、自発的に発言する状況だった

• 指名した生徒に回答を板書させていたため、比較に
時間がかかっていた



①	確認テスト	( 授業の冒頭 )	10分程度    
前回内容の確認をするために、分野のウエイトに応じて 2
～ 3 題を塾の計算問題集から選択。

②	ラスト問題（授業の最後またはお帰り問題）10 ～ 15分程	
その日の総括や足りていない部分を補うために使用。  
使用教材以外から選択。

①	小テストを実施し、その日のうちに添削し返却  
前回の授業内容の小テストを実施し、提出してもらう。 
授業中や休憩時間を利用して添削し、生徒に返却する。

②	資料をもとに、演習に取り組む    
テキストは使用せず、ロイロノート上で演習に取り組む。 
手こずる場合は、ホワイトボードを使用して解説を段階的
にいれる。

( ２ ) 数学

①	知識問題テスト（授業の冒頭）５～ 10分程度

( ３ ) 国語

現代文：漢字の読み、書き、語彙力を問う問題を配信して、
   知識の定着と充実を図る。
古　典：文法問題（品詞ごとに区切りを入れたり、4 択したり）、 
  古典常識クイズ

６ページの実践事例をご覧ください。

８ページの実践事例をご覧ください。

10 ページの実践事例をご覧ください。

②	要約（授業の最後または宿題）10分程度
現代文：段落ごとのまとめを 20～30 字でまとめるところから
   始めて、最終的には文章全体をまとめさせる。
古　典：現代語訳の作成や文章内容の要約。
  古文を音読してもらい提出させる。

③	解説を配信後、宿題の指示
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使い方
【 基本 】 グループ指導で配信する問題は、講座別に教務プロジェクトチームが中心となって作成します。

資料箱内に、学年別、講座別のフォルダを作成して、配信する問題を事前に格納して全校共通ツールと
して使用します。個別指導用には、数学の計算問題と英単語テストが分野別・範囲別にフォルダ内に
あり、自由に使えるようになっています。グループ用に作成した問題も、個別で活用できるように教材
別・単元別に再編成し直してアップしています。

( １ ) 数学・個別指導 



( ４ ) 英語読解 12 ページの実践事例をご覧ください。

①	復習テスト（授業の冒頭）５～ 10分程度   
前回扱った英文の単語テストを実施。   
その後、本時のポイントとして解法のテクニックを説明する。

②	発問・質問発信（授業中盤）５～ 10分程度   
要点説明時に、双方向性を担保できるような発問、質問を
投げかける。具体的な内容は学年や時期によって変わるが、
英作文指導、入試問題作問、下線部和訳、英文一文で要約な
ど、人によって答えが複数に分かれる内容で。

③	振り返り（授業の最後）５分程度    
教務面（ポイント整理や大事な内容のチェック）と授業面（理
解度や感想など）を分野によって使い分けながら。宿題とし
て、音読提出や日本語要約、授業で扱いきれなかった問題を
出す。

( ５ ) 英語文法 14 ページの実践事例をご覧ください。

①	出題ポイントの確認後、問題演習    
全部を説明してから一括して問題演習では、知識の定着が
難しいので、説明を細かく区切り、生徒はその都度問題演習
に取り組む。

②	答えあわせの後、答案を提出     
答案に丸付けをし、先生に提出させる。時間のある時は振り
返りシートに理解度等を記入してもらう。

( ６ ) 英語 16 ページの実践事例をご覧ください。

①	前回の課題の確認後、テストを実施    
前回の課題の回答をクラスに共有して、考え方の違いを検証
後、ディクテーションのテストを実施し、答え合わせをする。

②	質問に対し、回答を提出してもらい、クラス全体に回答を　	
共有する       
回答と論点を提出してもらい、クラス全体に共有する。 
ここでは、正誤は関係なく、自分なりの意見をしっかり持つ
ことが重要である。
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インタビュー

ー なぜ、ロイロノートを導入したのでしょうか？

まず、iPad を導入した理由として、「CATS@Home」*
という自立学習教材を、以前は教室もしくはご家庭の
パソコンで使用していましたが、ご家庭のパソコンは
諸問題が多く使用できないこともありました。
そこで、個人使用できる iPad を生徒に持たせれば、
より積極的に学習に活用してもらえると考えたのが
導入の理由です。

そして、iPad 自体は CATS@Home を授業外で利用し
てもらうためでしたが、iPad を授業内でも上手く活用
していこうというのが、ロイロノート導入のきっかけ
でした。
これまでの授業は、努力をしても教師側からの一方的な学びの与えになりがちでした。
ナビオは比較的少人数制なこともあり、授業内のコミュニケーションには心を砕いていましたが、今後の
大学入試に対応していくには、子どもたちがより積極的に授業に参加できる環境を整える必要があると
考えました。授業の中で子どもたちから自分の考えを発信できる道具として、ロイロノート・スクールを
導入しました。ロイロノート導入に踏み切ったセンテンスは、「双方向授業」「便利な文房具」という点です。

ー 授業内での活用方法を教えてください。
    また、授業外でロイロノートを使用することはありますか？

紙のプリントだと配布したり、板書したりする時間がありましたが、ロイロノートでは授業のプリントを
あらかじめ資料箱に入れて用意しておき、生徒に配信するだけで全員にいきわたるので、時間の短縮に
繋がりました。

また、紙のプリントだと白黒でしたが、ロイロノートで
送る資料はデータなのでカラーの状態で生徒に配布で
きるようになったため、重要な箇所にはあらかじめ色を
つけておくことができ、重要箇所の区別がつきやすく
なりました。
コピーの関係で、紙１枚に収めようとしていましたが、
ロイロノートではデータなので２枚でも３枚でも繋がっ
て出てくるので、必要なことをきっちり必要なぶんだ
け、生徒たちに届けることができるようになりました。

授業以外でも iPadやロイロノートが活用できるのではと考え、職員会議に導入しました。
その結果、資料を共有するのが楽になり、ペーパレス化につながりました。
効率化が図れた、より良い職員会議ができるようになったと思います。

*CATS@Home : パソコンで「いつでも」「効率良く」学べる学習教材です。

ー まず、ナビオのコンセプトについて教えてください。

栄光ゼミナール高等部ナビオは、大学現役合格を目指す高校生のための学習塾です。
ナビオの５つの学びの方法である、「グループ指導」「個別指導」「映像指導」「通信指導」「自立学習」から、
一人ひとりに最適な学習プランを提案し、指導の形をつくり、生徒たちに提供しています。
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ー ロイロノート・スクール導入後の変化を教えてください。
　 まず、先生側で変化したことは？

" 生徒とのコミュニケーションの量が増え、
一人ひとりの状況がより分かるようになりました。"

従来は紙で問題を配布していたため、一人ひとりが
問題にどうアプローチしたのか答案を回収しない限
り、教師は把握できませんでした。答案を回収してし
まうと、生徒が復習することができないため、コピー
を取らない限り答案の共有は難しかったです。
しかしロイロノートでは、回答を送ることで先生に
も、生徒の手元にも答案が残るので、簡単に共有がで
きるようになり、生徒の理解度が把握しやすくなり
ました。

" 資 料 箱 で プ リ ン ト を 共 有 し て い る の で、そ こ か ら 適 宜 今 日 扱 っ た 内 容 に つ い て 問 題 を 選 び、
生徒たちに与えることができる。"

今までは先生一人ひとりの力量に任せていましたが、プリントが共有されているので、授業内容
に一定の質が保てるようになりました。個々の先生がプリントを作成する手間が無くなった
ので、負担軽減に繋がっています。また、一部の内容を差し替えたい時は、教材として製本して
しまうと差し替えは困難でしたが、ロイロノートではデータなので、いつでも内容を差し替える
ことができて便利です。

" 授業中の集中力が高まりました。"

座ってぼーっと話を聞いているだけでは、どうしても
集中力が切れてしまいがちでしたが、ロイロノートを
使うことで、手を動かしたり、頭の中で思考すること
によって脳が活性化しているのだと思います。授業後
に先生に答案を提出しなければならないので、先生が
説明している時にしっかりと話を聞いてくれる生徒
が増えたと実感しています。

" 白紙答案で提出する生徒がいなくなりました。"

自由な発想を求める記述の問題は苦手な生徒も多く、
マーク式の問題だけ解いて、記述は書かないということがありました。これまでは、クラス内で指名され
た生徒のみが回答するだけでしたが、ロイロノートを授業に導入してからは、全員が回答を先生に提出し
たり、その回答をクラス内で共有するので、全員が答案を提出せざるを得ない状況になったため、「全員
が回答しないといけない義務感」が芽生えたと思います。今まで、僕にはできない、私には無理・・と思考
が止まっていた生徒たちが、間違っててもいいからとりあえず何か書こう！と一歩踏み出すきっかけにな
りました。

" 生徒の回答を共有することで、学びに繋がる。"

回答をクラスに共有することで、自分と同じテーマで授業を受けていても全然違うことを考えている人が
いることが分かり、生徒たちにとって、価値観の相対となり非常に良い学びとなっていると思います。

ー 次に、生徒の変化について教えてください。
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実践の概要

講師の説明をより聞いてもらうための、生徒ができる最大限の努力

前回の授業で説明した問題に対して理解が出来ているか、イメージをとらえられているかを確認します。
授業中はテキストの基本問題を解かせています。
単元内をすべて確認できる反面、覚えるべき事柄を正確にとらえられているのかが不安になるので、特に
大事にしてほしい部分を “ 解く ” だけでなく “ 説明 ” してもらっています。
説明ができれば、解ける実力はありますから、そのようにして秋から応用問題に移る前に基本パターンの
定着を図っています。

ロイロノート導入のメリット

実践の目標

実践の場面

１．原則、先生１人が生徒 2 人を指導

個別指導は、1 コマ 80 分で、先生 1 人が生徒２人を指導します。
カリキュラムは自由で、苦手分野の克服や学校の試験対策、得意
単元の伸長に最適な学習スタイルです。
高 3 の場合は、過去問演習など、自分の志望校に合った具体的な
対策を行うことができます。

• 時間短縮

• 効率化を図ることができた。

• ペーパーレス化

• 他人に説明することが、理解度の最高レベルだと思っています。分かりにくい部分を説明することで、
わかったつもりを排除し、正確な知識を得てもらうことが目標です。

• 応用問題のどこで、そのパターンを使用するかを見極められるようになれば、パターンを熟知すること
により入試問題は怖いものなしになるはずだと思っています。

栄光ゼミナール高等部 ナビオ新越谷校
島村先生

高等学校 ３年　数学

図形と方程式、三角関数の演習

覚えるべきパターンのイメージ化

１人１台タブレット
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２．前回の授業内容の復習

塾での授業は１週間に１度のペースなので、前回授業の内容をしっ
かりと復習してきたか、内容を理解できていたかをテスト形式で
確認します。ロイロノートで、先生が生徒に合った問題を配信し、
生徒はノートに解答していきます。

３．時間内に解けるか？

入試における数学では、時間内に正確に解くことが求められます。
搭載されているタイマー機能を十分に活用して、制限時間を課して、
早く正確に解く訓練をします。
出題は、計算問題や文章題に限らず、答えの導き方を問う問題も
出すことがあります。

４．ホワイトボードやメモ紙の代用にも

これまでの個別指導では、先生が生徒に説明を加える際には、裏紙や
ホワイトボートが使われており、生徒がその内容を自分のノートに
書き写すのが一般的でした。
しかし、ロイロノート自体がホワイトボードの代わりになり、板書は
そのまま生徒の手元に残るので、板書を写す時間が大幅に削減でき
ました。

５．問題演習を解く

随時、テキストで間違えた問題の類題を資料箱から見つけてきて、
追加で解かせることもできます。個別指導ならではのきめ細かな
対応と言えるかもしれません。塾の計算問題集からロイロノート
用に抜粋された教材やグループ指導用に作成された問題、栄光の
LMS（CATS ＠ Home）に搭載された単元確認プリントなど、その
生徒に合った問題を自由にチョイスできます。

６．授業の振り返りをする

その日に学んだ内容や解法を自分で振り返り、自分の言葉で表現
します。授業で先生が伝えたかったことと、生徒の印象に残ったこ
とが一致しているか確認していきます。
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実践の概要

前回の内容を踏まえたうえでの、次回以降を睨んだ「基礎体力＝基礎学力」作り。

前回の授業の理解度の確認から入ります。カリキュラムとしては次回の授業が難しい単元（積分の応用）
なので、今日の授業は、次回の準備を進める回次となります。
内容としては、テキストの問題から扱うべきものを抜粋した授業プリントをロイロノートで、生徒に配信
し、演習させます。教師は机間巡視をして、生徒の進み具合と理解度を確認しつつ、個別にアドバイスを
します。途中、段階的にホワイトボードでヒントを与えながら、最終的な解答・解説は事前準備した解説
プリントを配信することで、授業の効率化につなげています。

ロイロノート導入のメリット

実践の目標

実践の場面

１．小テストを実施し、その日のうちに添削して返却

授業の開始にあたって、前回の内容の理解度を計ります。
生徒は解いた問題をロイロノートの提出箱へ、提出します。
師は、全員の答案を比較することが可能です。クラス全体だけで
なく、生徒一人ひとりの理解度を確認することができます。
授業内の演習時間や、授業間の休憩時間を利用して採点・および
添削し、その日のうちに返却しています。

• 生徒管理、学習管理が容易です。教師側でも生徒側でも、記録が残るシステムなので、「いつ、何をやっ
たか」、「どのくらい理解できたか」などの振り返りが容易になりました。解き直しの問題の提出なども
楽です。

• 「話す時間」「聞く時間」「書く時間」が全て短縮されるので、効率のよい学習が可能です。教師からすると、
その時間を生徒の状況観察に使うこともでき、生徒理解も深まったように思います。

区分求積の与式変形のマスターが科目的には目標です。正確には、次回までに完璧になってくれている
ことこそ今回の目標なので、宿題を多めに出すことにしていました。
その宿題を生徒がこなすために、ロイロノートの資料のどこに注目すればよいのか、どの順番でその資料を
参考にすればよいのか、さらに自分のミスの傾向を、体得してくれれば、今回の授業は成功です。

栄光ゼミナール高等部 ナビオ津田沼校
高橋先生

高等学校 ３年　数学

積分の計算と演習、区分求積法

区分求積の体得＝自力での解法マスター

１人１台タブレット
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２．予定の確認

授業の内容とは直接の関係はありませんが、高３ということもあり、
進路指導の面談も大切な業務です。アポイントを取る際に、１人
ずつ予定を確認していくのではなく、小テスト同様にロイロノート
を活用することで、教師・生徒とも時短をはかることができます。
画面上での一覧化がなされているので、ダブルアポイントの危険
性を回避でき、予定の提出がなされていない生徒にも、即対応が
可能となります。

３．先週のノート（解説）再配信

理解が浅い部分が発見できれば、前回の授業内容から、必要な部分を
小テスト後、再配信します。よほどのことがない限り、「もう一度見
ておこう」という簡単な指示で十分だと思います。

「再配信＝苦手＝要復習」という公式が容易に成り立つので、自宅
学習や授業内の演習での参考資料として役に立ちます。
教師としても板書などの手間をかけなくて済むのはありがたいです。

４．テキストは広げません !!

先生から送られてきた資料をもとに、各自が演習に取り組みます。
テキストを使用しないことで、机の上がすっきりすることも大事で
すが、それ以上に目の前の１問に集中できます。
生徒の演習中、教師は、前述した小テストの採点や、面談の予定を
組みます。生徒は、再配信された資料などをもとに、自分で答えを
出すことに懸命になってくれます。授業としては、時間を見計らって
次の段階に移ります。

５．ICT と対面教育の融合を目指して！

次の段階とは、解説です。演習時に、手こずることがあれば、ホワ
イトボードを使っての解説を段階的に入れます。これは、全体への
解説ですが、細かな部分へこだわることは一切しません。
後述しますが、解説用のプリントも用意してあるため、最後はそち
らを配信すれば、十分だからです。あくまでもヒントを与え、その
後、生徒個々の状況を机間巡視で確認し、アドバイスをしています。

６．解説プリント→宿題指示もロイロノートで

その問題の解説プリントを配信します。手書きのものや、以前他の
授業でホワイトボードに書いたものなどを写真に撮り、送るように
しています。
こうすることで、解説時間を必要最小限に抑えることができ、解説
を聞く生徒と、次の問題を解くべき生徒の分離が可能になりました。
ここまでの流れを授業内に繰り返し、最後に宿題を出しますが、
こちらもロイロノートで指示を出すのみで終了です。
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実践の概要

主語の把握は敬語の理解から。

前回の授業で範囲を指定した古文単語の小テストを実施し、定着度を確認します。
古文を日常で使用することなどほぼありません。したがって、現段階では、定着というより、反復による
刷り込みがむしろ狙いです。実際の読解は、ホワイトボードの板書とノートを主とします。
ゆっくりと、一緒に読み進めることで、生徒の集中力の持続を心がけます。しかし、途中で生徒の知識が
不足している部分（特に、後述するような敬語や単語）が必ず現れます。その部分の解説プリントを配
信し、生徒の読解を助けます。夏期講習に備えた予習指示を出し、授業終了となります。

ロイロノート導入のメリット

実践の目標

実践の場面

１．iPad 持参を確認

iPad を忘れてしまった生徒や、充電が切れてしまった生徒が
いないかの確認を授業開始直後に行っています。
いざテストとなってから、生徒の手元にデバイスがないと貴重な
時間を無駄にしてしまいます。最初に確認することで、無駄を
減らすように心がけています。授業本番前のイグニッションと
して、また、欠席・遅刻の簡易確認にも活用しています。

印刷物は確実に減りました。データとして課題・プリントを残すことができ、紛失することもなくなります。
大学入試の現状を考慮すると、いわゆるウェブ出願が増えており、教育面での ICT に生徒が自然と触れる
のは慣れという点でもメリットだと考えております。

今回取り上げる文章は、主語の省略が多くあります。登場人物の誰を主語に当てはめればよいかという
レベルに留まらず、そこに至るロジックを自分のものにしていくことを今回の目標としています。
敬語の正確な分類・理解が、ここで言うロジックの核です。知識を一覧化したプリントを補助として、
一文ずつ丁寧に主語を確認します。量より質を重視し、古文読解への苦手意識を取り除いていくことが
中期的な目標となります。

栄光ゼミナール高等部 ナビオ熊谷校
伊秩先生

高等学校 ３年　古文

説話（２）　古今著聞集

説話の読解のポイント

１人１台タブレット
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２．単語テスト ～実施から提出まで～

古文単語のテストをロイロノートで配信します。
生徒は iPad の画面を見ながら、ノートに自分の答えを書き込んで
いきます。制限時間（５分）で、手を止めさせ、解答を配信します。
自己採点後、ノートを写真に撮り、提出してもらいます。
古文単語の定着度を点数だけでなく、個々の単語レベルで把握でき、
かつデータの保存が可能です。

３．板書 → ノートで解説

古文単語の語彙力、敬語の理解が不足していることが原因で、文章
の量そのものに圧倒されてしまうことが多々あります。
一文ずつ、板書をし、一緒に読んでいくことで、生徒が安心感を
増し、集中力も保たれます。敬語の種類→主語の確認は、主語が省
略されているすべての文で行います。手間はかかりますが、量を
こなすための筋道をつけることを優先します。

４．敬語の一覧表を再配信

どんなに丁寧な解釈をすすめても、前述した単語・敬語の知識が
未定着なため、そこから先に進めないことが多々あります。
その場合は、必要な知識の一覧をプリントにし、配信します。
今回の授業では、既習事項が未定着でしたので、以前に配信した
ものを再度教師から送りました。生徒の個人フォルダ内にも保存
されていますが、あえて再配信することで要復習の意識を喚起する
こともできます。

５．文学史の確認をロイロノート配信で実施 ＝ 量が多いときの
     フォーカスが楽

単語や敬語の使用法を含む古典文法以外の代表的な知識系の問題
が文学史です。最近はやや大学入試での出題が減りつつあります
が、重要な知識であることに変わりありません。膨大な量に圧倒
されてしまうことが単語以上に多いのですが、このようなときに、
ロイロノートのズーム（フォーカス）は役に立ちます。大きな位置
間のプリントからジャンルごとに確認していくことで、必要以上の
負担を生徒に課さずに済みます。

６．予習指示はロイロノートで簡単に !!

古文の学習は、今回で終了するわけではなく、むしろこれからの
反復と継続が大きな意味を持ってきます。
ロイロノート導入前は、予習内容を紙で印刷して、配布し口頭で
説明していましたが、現在は、ロイロノートで配信してすぐに終了
します。わずかな時間かもしれませんが、それが授業内で扱える問
題数を一問増やしてくれます。その積み重ねがわれわれの最終的な
目標である第一志望合格につながっていきます。
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栄光ゼミナール高等部 ナビオ新越谷校
松本先生

高等学校 ３年　英語読解

実践の概要

何となく答えを出すのではなく、根拠をしっかりと説明できるようになろう。

ロイロノートにて、文整序および文挿入問題の解き方を説明する資料を配信し、解法を共有しました。
その上で、テキストの問題ごとに、その解き方を当てはめていきました。当てはめの際には、板書予定の
内容を配信して、ビジュアルで確認しながら、理解を深めてもらいました。
受験意識を高める目的で、センター試験までの残り日数をクイズ形式で答えてもらいました。
授業の最後に、伝えたかった内容が伝わったかを確認するために、リフレクション（振り返り）シートを
記入してもらいました。

ロイロノート導入のメリット

実践の目標

実践の場面

１．これぞ、英文読解のポイント

授業の冒頭では、前回扱った英文の単語テスト（50 個出題）を
実施します。その後に、いよいよ今日のポイントを説明します。
まず、解法のテクニックを指導します。
項目ごとに色分けされた資料をロイロノート上で配信して、それ
を基に考え方やコツを説明します。
ディスコースマーカーは黄色で網掛けしたり、指示語・代名詞は
緑色で網掛けしたりと、生徒の目に見やすくなるように資料つく
りは工夫しています。

テキスト第 13 講　内容一致英文完成
（文整序および文挿入）

英文読解は、「見える化」することで、理解がグッと深まります。

• プリント・資料のカラー化

• 時間短縮・効率化

• 理解の深化

• 回答の共有による価値観・意見の相対化

• 全員参加の授業

• 文整序や文挿入では、ディスコースマーカーや指示語・代名詞、キーになる単語を手がかりに論理的に
考えて解答を導くことが大切であることを認識して欲しい。

• センター試験までの残り日数をしっかりと胸に刻んで、計画的に勉強を進めて欲しい。

• 振り返りをすることで、その日に学び取ったことが何だったのか、しっかりと自分で確認して欲しい。

１人１台タブレット
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２．テキスト問題の解説

場面１で説明した解き方・考え方をベースに、実際の問題に当ては
めます。同じように考えて解くことができるかを確認していきます。

３．リスニング対策

１つ１つの問題を説明した後は、栄光の LMS（CATS ＠ Home）に
搭載されているテキスト準拠の音源を流して、リスニング対策を
行います。
日によって、リスニングにあてられる時間は変わりますが、最初は
テキストを見ながら聞き、2 回目は何も見ずに聞いたり、所々を
空欄にしてディクテーションをしたりもします。

４．テキスト問題でくり返し解法を確認

いくつもの別の問題を立て続けに説明して、考え方を定着させて
いきます。１つの問題では、こんな感じ？といった何となくの印象
で解く子もいますが、くり返すことで、思考がより鮮明になり、
自分の中に取り込まれていきます。自分一人で、こういった形式の
出題を解くことができることがゴールです。

５．センター試験まで、あと何日？

クイズ形式でセンター試験までの日数を聞き、残された勉強時間を
具体的に認識してもらいました。回答を共有して、認識の甘い受験
生に注意を喚起しようと目論んでいましたが、全員が正解でした。

（正解は 6/27 時点で 201 日）
また、7 月～ 8 月の第 2 回マーク模試という目標を共有して、それ
ぞれの勉強に取り組むように指導しました。

６．振り返り

授業の最後には、振り返りシートを記入してもらいます。
理解度を選択してもらったり、今日の授業のポイントが何だったの
か回想してもらい、自分の言葉で端的に表現してもらったりします。
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実践の概要

生徒にとっても、先生にとっても、便利な道具です。

文法単元を説明した上で、ロイロノート上で最近の入試問題を解きます。
紙の教材だと、改訂されるまでに何年もかかり、出題された時期と問題を解く時期でタイムラグが
生じますが、ロイロノートならば、手軽に最新の入試問題を生徒に解かせることができ、共有の資料箱で
シェアすることで、授業担当だけでなく、全校舎で共有することが簡単にできます。
また、全員の答案を回収できるので、誰がどんな所につまずいているか把握することができます。

ロイロノート導入のメリット

実践の目標

実践の場面

１．文法内容の説明・確認

名詞・冠詞・代名詞は単発の知識問題として、選択問題や正誤
問題でよく出題されます。
説明用のプリントを配布して、大切な場所がどこなのか、特に
出題されやすいポイントは何なのかを解説していきます。
説明用プリントは、家に帰った後も何度もくり返し復習確認して
もらう必要があるので、紙で配布しています。

• クラス全員の理解度を把握することができる。

• 時間短縮と効率化を図ることができる。

• 教務指導力向上に役立つ。

• 名詞・冠詞・代名詞について、入試でよく出題されるポイントがどこにあるのかわかること。

• 最近の入試問題に触れ、理解してインプットした知識がきちんと問題演習でアウトプットできるか
確認すること。

栄光ゼミナール高等部 ナビオ新越谷校
松本先生

高等学校 ３年　英語文法

名詞・冠詞・代名詞

入試でよく出題されるポイントを確認し、理解を深める

１人１台タブレット



15

２．説明と問題演習のくり返し

この単元は細かな知識がたくさん出てくるため、全部を説明して
から一括して問題演習すると、知識の定着が難しいので、説明を
細かく区切り、ある程度のかたまりを説明してから、その範囲の
問題演習をするというパターンをくり返します。

３．最近の入試問題で、どう問われるかを確認する

説明直後に最近の入試問題を解きます。選択肢の見極めを含め、
空欄の前後を見る必要があるのか否かなど、問題を解く上で重要な
ポイントを問題解説の際に指導します。
テキストの問題は、名詞・冠詞・代名詞の総合問題になっているので、
一通りすべての説明が終わった後に解いてもらいます。

４．本番さながらの真剣さ

毎授業で、説明の直後に問題を解くことが生徒たちはわかっている
ので、説明を聞く時も真剣です。
皆、聞きながら覚えようとしています。そのため、解く時は原則、
説明用プリントを見ないように指導しています。

５．答え合わせ

ロイロノート上で、ペンの色を変えて丸つけをします。
事前に説明してありますから、解説は簡潔にします。紛らわしい
選択肢や気をつけるべきポイントのみ、触れていきます。

６．丸つけの後は

丸つけの終わったカードは、先生宛てに提出してもらいます。
一人ひとりの採点済の答案が集まりますので、誰がどこで、どんな
間違え方をしたのか把握できます。
正答率の低い問題があれば、先生の説明が不十分だったことになり
ますので、次に同じ単元を教える時には修正を図ります。
時間がある時は、授業の理解度や重要と思った内容を振り返りシー
トに記入してもらいます。
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実践の概要

幅広い英語力と教養、異文化理解力を身につける。

Japan Times ST を使った授業は、英語４技能育成や NIE（Newspaper In Education）の流れを受けて
導入されたものです。時事英語に触れたり、リスニング力を高めたりすることはもちろん、自分の意見を
英語で書いてまとめたり、発表したり、記事内容についてディスカッションしたりする英語力を身に
つける指導が、今求められています。

ロイロノート導入のメリット

実践の目標

実践の場面

１．出されていた課題の確認

オバマ氏の広島演説を聞いた上で、自分が気に入ったフレーズを
１箇所ピックアップして、訳を作ると同時に、どうしてその箇所に
惹かれたのかコメントをロイロノートで提出することが課題と
して出されていました。
みんなの回答を共有して、それぞれの生徒の着眼点の違いを検証
しました。

• 回答の共有で、さまざまな考えに瞬時に触れられる点。

• 全員に回答を提出してもらうので、全員参加型の授業が展開できる点。

• 音声だけを聞いて、記事内容を把握すること。

• 1 つでも多くの単語・英文を聞き取ること。

• 時事問題に１つの解答は存在しないので、自由な意見交換で議論を深めること。

• 1 人でも多くの生徒が、国内の諸問題や世界が抱える事がらに興味・関心を広げること。

栄光ゼミナール高等部 ナビオ国立校
酒井先生

高等学校 ３年　英語

Japan Times ST（英字新聞）を使った総合回授業

英字新聞で最新のニュースを学び合う

１人１台タブレット

２．ディクテーションのテスト

記事によって授業内容は変わりますが、今回は政党結成に関する
記事で、音声を聞きながら、空欄部分を埋めるディクテーション
を実施しました。１回では空欄がなかなか埋まらないので、３回
ほど音声を流しました。よく知った単語でも前後の単語とのつな
がりで、うまく聞き取ることができないこともあります。
音声は早過ぎず遅過ぎず、分からないときは家に持ち帰って繰り
返し聞くこともできますし、テキストと和訳と照らし合わせなが
ら再度聞くこともできます。
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３．答え合わせでも、いろいろな気づき

今一度、音声を流しながら答え合わせをします。
スペルが少し違う場合もあったり、似ている違う単語を書き入れて
しまったりと、答え合わせの状況は人によってさまざまです。
生徒に様子を確認することで、先生も生徒も気づかない弱点が浮き
彫りになることもあります。音声は何度も繰り返し聞き直すことが
大切です。

４．時事的な内容に触れることのメリット

今回扱った題材のように、時事ネタで音声もあるので、生徒の反応
は非常に良いです。今の入試では、英文記事がそのまま出題される
ケースも多く見受けられますから、日ごろから社会に関心を向けて、
教養力を磨くことはとても大切です。
また、紙の教材ではタイムリーな時事英語になかなか対応できませ
んが、ICT を活用することで、それが実現できています。

５．18 歳選挙権問題

折しも、この日は参議院選挙前の木曜日でした。
生徒の約半数が有権者でした。与野党の争点を簡単に説明した
後に、模擬選挙を実施しました。
与党派は青のカード、野党派は赤のカードを使い、さらに自分が一番
大切だと思う論点を英語で記述して先生に提出してもらいました。

６．みんなで意見の相違を確認

この時点では、ほぼ半分に、きれいに意見が分かれました。
それぞれの生徒が自分なりの意見をしっかりと持つことが大事で、
どっちが正しい、間違っているといった議論は不毛です。
授業後の休み時間には、イギリスの EU 離脱について話し合っている
光景も見受けられました。
こういった授業をすることで、日常的に社会や経済、国際問題などに
興味が広がっているのは、とても喜ばしいことです。



ロイロノート・スクールは、これからの教育に必要とされる、

主体的な学びにマッチしたタブレット用授業支援アプリです。

圧倒的なシンプルさで、先生の授業アイディアをすぐに実現することができます。

簡単に自分の思考をまとめ、発表することができるので、

子供たちが自ら考え表現できる機会をとても増やすことができます。

何度も自分の言葉で説明することで自信が付き、「思考力」「判断力」「表現力」を育てます。

その双方向型授業による成果が、全国で報告されています。

SCHOOLSCHOOL

マルチプラットフォーム対応


