名古屋文理大学紀要

第20号（2020年）

〈原著論文〉

ｉＰａｄ利用教育による大学の地域連携講座
―子ども向け英語，プログラミング，コマ撮り動画作成教室―
Use of iPads in Extension Courses for Children

深澤

明利，田中

明子，小橋

一秀，高羽

優希，木村

亮介，長谷川

聡

Akitoshi FUKAZAWA, Akiko TANAKA, Kazuhide KOBASHI,
Yuki TAKABA, Ryosuke KIMURA, Satoshi HASEGAWA

要旨：名古屋文理大学では，全学部全学科で新入生に iPad を無償配布して教育に利用している．また，地域連
携活動のひとつとして，稲沢市役所や名古屋文理大学文化フォーラム（稲沢市民会館）との連携講座である市
民向けの公開講座を実施している．本稿では，2019年度に実施した公開講座のうち iPad を活用して行った「小
学生向け英語教室」，「小学生向けプログラミング教室」，「小学生向けコマ撮り動画作成教室」を紹介し，タブ
レット端末の教育利用や地域連携の観点から報告する．
Abstract: The aim of this paper is to evaluate the use of iPads in education for younger children. It is based on
observations made in extension courses for elementary-school students in 3 subjects English, computer programming,
and making moving pictures. We reach the conclusion that the use of iPads in education for younger children should be
extended.
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を作ろう！！」の4つの講座を中心に iPad 利用教育の面

1. はじめに
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（情報メディア学科は2011年度から
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，健康栄養学科は

タブレット端末の教育利用および地域連携，
から報告し，
地域貢献の観点から考察する．

，
2013年度から6），フードビジネス学科は2019年度から）
毎年，新入生全員に iPad を無償配布して大学教育に活

2. 小学生向け英語教室とｉＰａｄ利用

用している7)-20）．

2.1

iPad で楽しむ「お料理英語教室」の構想

一方，大学の地域連携事業として，大学が立地する愛

名古屋文理大学が地域の子どもたちに向けて iPad を

知県稲沢市を中心に名古屋市や東海地域の高校，自治

利用した英語の公開講座をスタートさせたのは2014年度

体，企業などと連携した活動を行っており，2013年から

のことである．初めの2年間は幼児とその保護者10組を

は学内に地域連携センターを開設し，以前にも増して地

対象とし，電子絵本21) ならではの美しい挿絵を眺めな

域との連携活動を進めている．

がら，保護者による朗読によって親子で英語の物語を楽

本稿では，稲沢市役所と名古屋文理大学文化フォーラ

しむことを目的とする講座を行った．

ム（稲沢市民会館）と名古屋文理大学の連携講座として

この子ども向け英語講座が小学生を対象とするきっか

2019年度に実施した市民向け公開講座「英語って楽し

けとなったのは，2016年度に名古屋文理大学としては初

い！絵本を読もう」
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「英語って楽しい！絵本を話そう・

めて参加した「名古屋市土曜学習プログラム」である．

読もう」，「小学生プログラミング教室」
，「コマ撮り動画

この年，ボランティア活動運営委員会の協力を得て68人
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英文レシピ作成開始
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6月

小学生朗読・歌決定

厚紙工作準備開始
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アプリのイメージ設計

大道具・小道具制作

て作成してきた．ペアワークを促すアプリの作成も検討

工作から写真等選定
ｉＰａｄ利用教育による大学の地域連携講座
アプリ作成の依頼

た．iPad は直感的に操作方法を理解しやすい仕様になっ
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別対応した．画面に触れることによって音声が流れる仕
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両講座において用いた教材は，英国の作家ビアトリク
践する契機を作り出すことができたように思われる．ま
の眼差しによる提案も，iPad アプリ作成に欠かせない要 践する契機を作り出すことができたように思われる．ま
ス・ポターの絵本
The Tale of the Pie and the Patty-Pan であ
素となっている．

た，楽しみながらタブレット端末に触れつつ，操作方法
た，楽しみながらタブレット端末に触れつつ，操作方法

る．本作は猫のリビーの自宅におけるティーパーティに

や英語の発音について分からない点を参加者同士で教え
や英語の発音について分からない点を参加者同士で教え

招待された犬のダッチェスが，自分の苦手なねずみのパ
2.3 iPad を用いた英語教育

合う場面も散見された．iPad
はアクティブラーニングを
合う場面も散見された．iPad
はアクティブラーニングを

イを子牛とハムのパイにこっそりと入れ替えようとした
本講座を通じ，
円滑に促すデバイスであるとも言えよう．
本講座を通じ，
公開講座は2日間にわたって開かれた．1日目の講座は 円滑に促すデバイスであるとも言えよう．
ことから生じる行き違いを描いた作品である．本作に見
iPad
がさまざまな教育的な利用法の可能性を多分に有し
iPad がさまざまな教育的な利用法の可能性を多分に有し
主として小学校低学年 ( 小学1-4年生 ) の児童を対象と
られる紅茶文化，食材，料理，調理法などに関するさま
ていることが再確認された．
した．2日目は主として小学校高学年 ( 小学3-6年生 ) の ていることが再確認された．
ざまな表現，とりわけ声と体をつかって英語で物語を楽
児童を対象とした．いずれの講座も参加者の上限を10名
しむことを主たる目標とした．
とした．両講座とも参加希望者が上限に達した．当日は
講座の運営に参加した名古屋文理大学の学生が作成し
若干の欠席者がいたものの，ほとんどの受講者が参加し
たパペットや作中に出てくるオーブンなどを再現したも
た．
のを用いながら，学生がオリジナル台本による朗読劇を
両講座において用いた教材は，英国の作家ビアトリク
行い，適宜，講師が解説を加えつつ，歌、工作、お料理
ス・ポターの絵本 The Tale of the Pie and the Patty-Pan で
英語でからだを開いた状態を作ることに留意して参加者
ある．本作は猫のリビーの自宅におけるティーパーティ
に発音させる形で講座を展開した．小学校低学年向けの
に招待された犬のダッチェスが，自分の苦手なねずみの
講座では単語の発音に，高学年向けの講座では文の発音
パイを子牛とハムのパイにこっそりと入れ替えようとし
にそれぞれ重きを置いた．
たことから生じる行き違いを描いた作品である．本作に
また，重要な英単語を視覚的かつ聴覚的に学ぶツール
見られる紅茶文化，食材，料理，調理法などに関するさ
として
iPad を用いた．作中に出てくる重要な表現のイラ
まざまな表現，とりわけ声と体をつかって英語で物語を
図 3図3「英語って楽しい！絵本を読もう」(2019)の様子．
「英語って楽しい！絵本を読もう」(2019) の様子

ストレーションを画面上に配置し，それらに触れると単
楽しむことを主たる目標とした．
語や文が表示され，さらにネイティブ・スピーカーによ
講座の運営に参加した名古屋文理大学の学生が作成し

る発音が流れるアプリ教材を名古屋文理大学の学生が製
小学生向けプログラミング教室と
iPad 利用
たパペットや作中に出てくるオーブンなどを再現したも 3. 3.
小学生向けプログラミング教室と
iPad 利用
作した．そのうえで，参加者
1 人につき 1 台，iPad を配
3.13.1
学生プロジェクトの活動とプログラミング教育
学生プロジェクトの活動とプログラミング教育
のを用いながら，学生がオリジナル台本による朗読劇を
布し，
実際に教材に触れさせながら使用方法を学ばせた．
行い，適宜，講師が解説を加えつつ，歌，工作，お料理

名古屋文理大学情報メディア学部情報メディア学科で
名古屋文理大学情報メディア学部情報メディア学科で

iPad英語でからだを開いた状態を作ることに留意して参加者
は直感的に操作方法を理解しやすい仕様になってい
は，アクティブラーニングによる教育活動の一環として
は，アクティブラーニングによる教育活動の一環として
に発音させる形で講座を展開した．小学校低学年向けの

学生プロジェクトを推奨している．たとえば，iOS アプ

講座では単語の発音に，高学年向けの講座では文の発音

リを開発して学外に公開したり26)-30)，前節の英語教育公

にそれぞれ重きを置いた．

開講座用の iPad アプリなどを開発した「アプリ開発プ

3

また，重要な英単語を視覚的かつ聴覚的に学ぶツール

ロジェクト」
，学外コンサートなどを実施している「サ

として iPad を用いた．作中に出てくる重要な表現のイ

ウンド制作プロジェクト」，オープンキャンパスなどに

ラストレーションを画面上に配置し，それらに触れると

おいて学内レイアウトを担当している
「サードプレイス・

単語や文が表示され，さらにネイティブ・スピーカーに

プロジェクト」などが活動している．これらの活動を通

よる発音が流れるアプリ教材を名古屋文理大学の学生が

じ，学年の垣根を越えて学生が主体的に研究活動を行っ

製作した．そのうえで，参加者1人につき1台，iPad を配

ている．学生プロジェクトにおいて，2年以上継続的に

布し，実際に教材に触れさせながら使用方法を学ばせ

活動に参加し対外的な成果を修めて口頭発表を行った場

－ 15 －

の垣根を越えて学生が主体的に研究活動を行っている．
クト」などが活動している．これらの活動を通じ、学年
また，2 年以上継続的に活動に参加し学会等において口
の垣根を越えて学生が主体的に研究活動を行っている．
頭発表を行うことを通じて対外的な成果を修めた場合に
また，2
年以上継続的に活動に参加し学会等において口
図 5 「Ozobot フェスティバル」の様子．

は単位を付与している．本節で紹介する「コード教育プ
頭発表を行うことを通じて対外的な成果を修めた場合に
ロジェクト」も学生プロジェクトのひとつである．
は単位を付与している．本節で紹介する「コード教育プ

図 5 「Ozobot フェスティバル」の様子．

合には単位を付与している．本節で紹介する「コード教
コード教育プロジェクトは，2017 年から活動をはじめ，
ロジェクト」も学生プロジェクトのひとつである．

Choregraphe
を使って行っている場面である．この講座
図 5 は，2019
年 7 月に中央大学（市ヶ谷田町キャンパ

31)

も学生プロジェクトのひとつである．
育プロジェクト」
2020
年度からの小学校でのプログラミングの必修化な
コード教育プロジェクトは，
2017 年から活動をはじめ，

では，Ozobot
をメインに，Pepper
のプログラミングだ
ス）にて開催された「Ozobot
フェスティバル」にコード
図 5 は，2019
年 7 月に中央大学（市ヶ谷田町キャンパ

コード教育プロジェクトは，2017年から活動をはじ
どを踏まえて，日ごろ情報メディア学科でプログラミン
2020
年度からの小学校でのプログラミングの必修化な

けでなく，Viscuit，Scratch
も扱った．
教育プロジェクトから出展したワークショップの様子で
ス）にて開催された「Ozobot
フェスティバル」にコード

め，2020年度からの小学校でのプログラミングの必修化
グを学習している学生たちが，小学生などにプログラミ
どを踏まえて，日ごろ情報メディア学科でプログラミン

図5は，2019年7月に中央大学（市ヶ谷田町キャンパ
ある．
iPad 上でビジュアル言語 OzoBlockly を使ってプロ
教育プロジェクトから出展したワークショップの様子で

などを踏まえて，日ごろ情報メディア学科でプログラ
ングを教育する方法や教材について研究・開発し，実際
グを学習している学生たちが，小学生などにプログラミ

ス）にて開催された「Ozobot
フェスティバル」にコー
グラムを書いて
Ozobot の動きを制御し，Ozobot
にサイ
ある．
iPad 上でビジュアル言語
OzoBlockly を使ってプロ

ミングを学習している学生たちが，小学生などにプロ
に子ども向けのプログラミング講座を開催する活動を行
ングを教育する方法や教材について研究・開発し，実際

ド教育プロジェクトから出展したワークショップの様子
ンペンを装着して紙に図形を描かせた．小学生だけでな
グラムを書いて
Ozobot の動きを制御し，Ozobot にサイ

グラミングを教育する方法や教材について研究・開発
ってきた．コード教育プロジェクトでは，これまでに，
に子ども向けのプログラミング講座を開催する活動を行

である．iPad
上でビジュアル言語 OzoBlockly を使って
く来場した教育関係者の興味を集めた．
ンペンを装着して紙に図形を描かせた．小学生だけでな

し，実際に子ども向けのプログラミング講座を開催する
2017
年から毎年学生メンバーを募って，週に一度の勉強
ってきた．コード教育プロジェクトでは，これまでに，

プログラムを書いて Ozobot の動きを制御し，Ozobot に
く来場した教育関係者の興味を集めた．

31）

．コード教育プロジェクトでは，こ
活動を行ってきた
会の他，東京・長野・新潟とオンラインで結んで行われ
2017
年から毎年学生メンバーを募って，
週に一度の勉強

サインペンを装着して紙に図形を描かせた．小学生だけ
3.2 公開講座「小学生プログラミング教室」(2019）

れまでに，2017年から毎年学生メンバーを募って，週
る講座
CodeEdu/（上越教育大学教育情報システム研究室
会の他，東京・長野・新潟とオンラインで結んで行われ

でなく来場した教育関係者の興味を集めた．
5 「Ozobot フェスティバル」）
3.2前項で紹介した行事（図
公開講座「小学生プログラミング教室」(2019）

に一度の勉強会を実施してきた他，東京・長野・新潟
とキャスタリア株式会社によるプログラミング教育指導
る講座
CodeEdu/（上越教育大学教育情報システム研究室

の他，2017
年度から毎年，65 月の稲沢市こどもフェステ
前項で紹介した行事（図
「Ozobot フェスティバル」）

CodeEdu/（上越教
者養成講座） に参加したり，学外の学会や講習への参
とキャスタリア株式会社によるプログラミング教育指導

3.2
公開講座「小学生プログラミング教室」(2019）
ィバル，8
月の名古屋文理大学公開講座，10
月の大学祭
の他，2017
年度から毎年，6 月の稲沢市こどもフェステ

32)
育大学教育情報システム研究室とキャスタリア株式会

前項で紹介した行事（図5
「Ozobot フェスティバル」
）の
「稲友祭」において，コード教育プロジェクトに参加す
ィバル，8
月の名古屋文理大学公開講座，10
月の大学祭

32)
とオンラインで結んで行われる講座

加を通じてプログラミング教育に関する研究を進めたり，
者養成講座）
に参加したり，学外の学会や講習への参
32)

に参加
社によるプログラミング教育指導者養成講座）
主に小型ロボット
Ozobot によるプログラミング教育の
加を通じてプログラミング教育に関する研究を進めたり，

他，2017年度から毎年，6月の稲沢市こどもフェスティバ
る学生が Ozobot によるプログラミング教室を実施して
「稲友祭」において，コード教育プロジェクトに参加す

したり，学外の学会や講習への参加を通じてプログラ
教材を開発して，小学生向けプログラミング教室を開催
主に小型ロボット
Ozobot によるプログラミング教育の

ル，8月の名古屋文理大学公開講座，10月の大学祭「稲友
きた．特に公開講座は例年
8 月初旬に 2 日間にわたって
る学生が
Ozobot によるプログラミング教室を実施して

ミング教育に関する研究を進めたり，主に小型ロボッ
してきた．
図 4 は，2018 年の 11～12 月に隔週土曜日各 3
教材を開発して，小学生向けプログラミング教室を開催

祭」において，コード教育プロジェクトに参加する学生が
午前中 90 分で実施しており，
2019 年度は，
小学 4～5 年
きた．特に公開講座は例年
8 月初旬に
2 日間にわたって

ト Ozobot 図
によるプログラミング教育の教材を開発して，
時間，連続講座として実施した小学生プログラミング教
してきた．
4 は，2018 年の 11～12 月に隔週土曜日各 3

Ozobot
によるプログラミング教室を実施してきた．特に
の受講生
人（これまでで最多）
大学生がレ
午前中
90 20
分で実施しており，
2019に対して，
年度は，小学
4～5 年

小学生向けプログラミング教室を開催してきた．図4は，
室において，
人型ロボット Pepper のプログラミングを専
時間，連続講座として実施した小学生プログラミング教

公開講座は例年8月初旬に2日間にわたって午前中90分で
クチャー役の他に小学生
2 人に対して
1 人の割合で個別
の受講生
20 人（これまでで最多）
に対して，
大学生がレ

2018年の11～12月に隔週土曜日各3時間，連続講座とし
用ビジュアル言語
Choregraphe
を使って行っている場面
室において，
人型ロボット
Pepper
のプログラミングを専

実施しており，
小学4～5年の受講生20人（こ
担当した（図 62019年度は，
(a)）
． 2 人に対して
クチャー役の他に小学生
1 人の割合で個別

て実施した小学生プログラミング教室において，人型ロ
である．この講座では，Ozobot
をメインに，Pepper のプ
用ビジュアル言語
Choregraphe を使って行っている場面

れまでで最多）に対して，大学生が講師役の他に小学生
担当した（図
6 (a)）
．

ボット Pepper のプログラミングを専用ビジュアル言語
ログラミングだけでなく，Viccuit，Scratch
も扱った．
である．この講座では，Ozobot
をメインに，Pepper
のプ

2人に対して1人の割合で個別担当した（図6 (a)）
．

ログラミングだけでなく，Viccuit，Scratch も扱った．

図6 (a)公開講座「小学生プログラミング教室」(2019）2 日目
図44 回連続「小学生プログラミング教室」（2018）の場面
3回連続「小学生プログラミング教室」
（2018）の場面
図

図 4 回連続「小学生プログラミング教室」（2018）の場面

iOS アプ

(a) iPad 上でプログラミング
図6 (a)公開講座「小学生プログラミング教室」(2019）2
日目

4

は，粘土

4

際の人物

育公開講

いる．また

プロジェ

では，4～

ウンド制

よる動画

いて学内

て iPad を

プロジェ

アメリカ

じ、学年

してアナ

ている．

の映画賞

おいて口

てだけで

た場合に

ド教育プ

図5
フェスティバル」
（2019）への出展の様子
図 5 「Ozobot
「Ozobot フェスティバル」の様子．

図 (b)
6 (b)
公開講座「小学生プログラミング教室」(2019）iPad
iPad
でプログラミングして Ozobot を制御する

った編集

図6 公開講座「小学生プログラミング教室」(2019）
でプログラミングして
Ozobot を制御する小学生の様子．

た，どの

ップロー

る．

をはじめ，

－ 16 － 公開講座 2 日間のうち 1 日目は，
紙の上で Ozobot を走
図 5 は，2019 年 7 月に中央大学（市ヶ谷田町キャンパ

必修化な

ス）にて開催された「Ozobot フェスティバル」にコード

らせてカラーコードシールを貼って動きを制御したり，

グラミン

教育プロジェクトから出展したワークショップの様子で

カード大のマグネットペーパーにラインを印刷しておい

の手順を

ｉＰａｄ利用教育による大学の地域連携講座

公開講座2日間のうち1日目は，紙の上で Ozobot を走

ることができる．

らせてカラーコードシールを貼って動きを制御したり，
カード大のマグネットペーパーにラインを印刷しておい

4.2

iPad を使ったクリエイティブ講座の実施

たオリジナル教材を組み合わせて Ozobot のトレースラ

最近では DELISH KITCHEN など，調理方法とレシピ

インをゲーム形式で完成を目指したり，コンピュータを

が動画で簡単にわかる料理アプリも人気があり，より楽

使わずにプログラミングを学ぶいわゆるアンプラグドプ

しそうに見える料理映像表現や美味しそうに見える撮影

ログラミングを行った．2日目は，図6(a) に示すように，

および加工に対する関心度の高さはメディア制作関係に

iPad を使ってプログラミングを行った．一人一台 iPad

限るものではない．様々な視点からの新しいサービスも

を利用し，OzoBlockly でプログラムを作成して Ozobot

次々に生まれており，フードビジネスの分野においても

に転送することで，まず，紙に印刷されたライン上を指

iPad の可能性は限りない．上記授業での取り組みを踏

定回数だけ移動させたり，分岐点での動きを指定して

まえながら，学生以外を対象としたアニメーション制作

ゴールを目指させるなど，プログラミングの基礎を理

ワークショップ講座を行った．
1つは高等学校の家庭科教諭を対象にしたものであり，

解するのに適した課題に取り組み（図6 (b)）
，その後，
Ozobot の動きを自由に制御して紙に図形を描かせる課

iPad を用いたクリエイティブ制作を通じ，より多くの

題（図5と同様）に挑戦した．受講生は，初めて体験す

分野での応用展開や名古屋文理大学での取り組みについ

る Ozobot のプログラミングに大変興味を持って取り組

ての可能性を受講生が体験的に理解することを目的とし

み，2日間とも熱心に受講していた．

た．内容は，アプリ Stop Motion Studio を使って，調理
器具や素材をプリントアウトした紙で簡単なストップ

4. コマ撮り動画作成教室とｉＰａｄ利用

モーション映像をグループで制作する「ペーパー・クッ

4.1

キング」である．撮影時のカメラ固定や，グループでの

iPad でクリエイティブ

名古屋文理大学情報メディア学科の科目「アニメー

コミュニケーション，ストップモーション撮影での協力

ション」および「マルチメディア」では，iPad による

体制を含め，実際の調理動画を撮影する時にもアイデア

映像制作を行っている．1年生対象の科目であり，アニ

の一つになるのではないかと考えた．各グループは4～

メーション制作の基礎知識習得を目的としている「アニ

5人で構成し，グループごとにそれぞれアニメーション

メーション」では，Apple Pencil を導入した2018年度か

制作用の素材と iPad2台を配布した．iPad の用途として

ら，よりシームレスにアニメーション制作が行えるよう

は，1台は Stop Motion Studio でのアニメーション制作

になった．例えば，アプリ FlipaClip は Apple Pencil を

用，もう１台はアプリ Slide Story にて制作の様子をアー

使うことによる手書きで「パラパラマンガ」の作成を容

カイブ撮影するためである．Slide Story は iPhone 用の

易に行うことができ，アニメーション制作の導入と動き

アプリであるが iPad でも使用でき，ワンプッシュで直

の理解，練習に最適である．また，アプリ Stop Motion

感的に場面を撮影するだけで，フィルタリングやタイト

Studio は，粘土などを使ったクレイアニメ制作だけでな

ル入れ，効果音入れまでの32秒限定のアーカイブ動画を

く，実際の人物を撮影するピクシレーションの制作にも

スムーズに作成することができる．撮影において効果的

適している．また，3年生対象の科目である「マルチメ

な場面の簡単な指導をするだけで，ワークショップの終

ディア」では，4～5人ずつのグループに分かれて共通

わりでは各グループからは，制作したアニメーション本

のテーマによる動画制作を課題としており，撮影・編集

編に加え，
ドラマティックなアーカイブ動画が生まれた．

の機材として iPad を使用している．映画「タンジェリ

もう1つのワークショップは小学生を対象にしたもの

ン」（2015年アメリカ映画／監督：ショーン・ベイカー

である．名古屋文理大学文化フォーラムにおいて，名古
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とができる．また，どのアプリも MP4への書き出しや
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YouTube へのアップロードも簡単に行うことができ，制

施した．内容としては，まず実験①として「〇（まる）
」

作から発表までの手順を iPad はよりスムーズに実行す

をずらしながら描くことによる「動き」から変形による
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