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■2003年：      株式会社コビーアンドアソシエイツ入社 
                保育士としてのキャリアをスタート 
■2012年：        グループ法人社会福祉法人コビーソシオ 
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                       園長に 
                私生活では１児の父 
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Ⅰ.2013年度タブレット試験導入 
 

Ⅰ-ⅰコビーグループ法人概要 
Ⅰ-ⅱ未来を生き抜く5つの力 
Ⅰ-ⅲ2013年度の取り組み 
Ⅰ-ⅳ評価・課題 
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Ⅰ-ⅰコビーグループ法人概要 

 法人名        社会福祉法人コビーソシオ 
 代表者       理事長 小林 照男 
 本部所在地 東京都目黒区上目黒5-5-8 
 設立          2011年1月 
 従業員数   約130名 
 運営施設   認可保育所6園運営 
 
 社名          株式会社コビーアンドアソシエイツ 
 代表者       代表取締役 小林 照男 
 本社所在地 千葉県野田市中野台564番地の2 
 本部所在地 東京都目黒区上目黒5‐5‐5 3Ｆ 
 設立          1996年9月 
 資本金       4000万円 
 従業員数    約350名 
 運営施設   認可保育園１3園運営、その他、病院内保育施設等2園運営 

コビーグループとして21の保育施設を運営 
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Ⅰ-ⅱ未来を生き抜く5つの力 

生き抜く力   

考える力    

育つ力       

表現する力   
おもいやりと優しさ   

ITを使いこなす力も欠かせない能力 

The Power to Create 

The Power to Live 

The Power to Think 

The Power to Growth 

The Power to Love 
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Phase1 Phase2 Phase3 

2013年 2014年 2015年 2016年～ 

試験導入 

       限定導入 
   カリキュラム作成  

検証・改善 

本格導入 

ステージ1 ステージ2 
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Ⅰ-ⅲ【Phase1】2013年度の取り組み 1/3 

園名 
コビープリスクール 

よしかわ 
コビープリスクール 

かみめぐろ 
コビープリスクール 

さくらのさと 

所在 埼玉県吉川市 東京都目黒区 千葉県野田市 

定員 90名 80名 60名 

環境 1978年に建設された園舎で、

設備は古い。 
三方を田んぼに囲まれた自
然豊かな環境。 

2010年開園。 
キッズデザイン賞受賞。 

洗練された都会的な園
のイメージ。 

2012年開園。 

大規模スクリーンやテ
アトロンを備えた最新
技術が詰まった園舎設備。 

 各園iPad2を3台、iPadmini１台ずつを導入。どの場面でどう使

用するか、現場の裁量で自由に取り組むよう指示。 

【導入園の選定】 
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Ⅰ-ⅲ【Phase1】2013年度の取り組み 2/3 

活動形態 回数 活動内容 目的 

コビープリスクール 
よしかわ 

グループ 
  活動 

月1～2回 
「みんなでつなげっ
と」をグループ単位
で行う。 

コミュニケーションを
活発にする。 
一人で遊ばせない。 

コビープリスクール 
かみめぐろ 

自由遊び 月1～2回 
子どもたちに任せ
る。 

玩具として使用。 

コビープリスクール 
さくらのさと 

 
集団活動 

 
月1～2回 

絵本をスクリーンに
映し読み聞かせを
する。 

プロジェクター・スク
リーンなど設備を活
かす。 

【活用状況】 
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Ⅰ-ⅲ【Phase1】2013年度の取り組み 3/3 

 【コビープリスクールよしかわでの実践例】 
   年長児(16名)に対し、文字のおけいこのご褒美として、月1回、 

  30分程度実施。5～6人のグループを形成し、基本操作の獲得、 

  使う姿勢や使用時間のルールを守ることなど7つの活動 
   目的を定め実施。   

目的 導入方法 様子

iPadに触れる。
リズム絵本を使って、沢山
iPadに触れる。

初めてのものに興味を持ち、楽しんで取り組んでいる。

リズム遊びを友だち
と楽しむ。

ゲーム性のあるリズムプラス
を使って、遊び方を知る。
その過程のなかでどうやっ
たらゲームがうまく進むのか
などを考えさせる。

高得点を出すために、楽器の担当を子どもたちで話し合って決める。
毎回結果を発表し、高得点が出たチームの良かった点を子どもたちに伝える
と、次回から協力して行う子の姿が多く見られた。
高得点が出ることを喜び、他のチームに負けると悔しがっている。
負けたチームはどんなところが良かったチームと違うのか考えてみるように話
をしまたの機会を作る。
繰り返し行っていく中で、できる子が2個の種類を行ったり他の子のフォローを
する姿が見られる。
一方では、できていない子に対して強く非難しトラブルになることもあった。

楽器を使ってリズム
プラスを大勢で楽し
む。

映像をプロジェクターで写し、
各楽器ごとの担当を決めて
演奏する。

リズムプラスを何度も行っていたため、楽器での演奏についてはすぐに行うこ
とができた。
今までは、直視しながら指でしかこなっていなかったため映像を見て叩くこと
で音がずれてしまっていた。
何度か繰り返していくうちに、リズムに合わせて叩くことができるようになっ
た。

姿勢に気を付ける。
目が近くなったりしないよう
にと、姿勢を気を付けるよう
に声をかける。

初めは姿勢に気を付けているが、夢中になるとすぐiPadに顔を近づけてしまう
子が多い。
姿勢については、何度注意してもなかなか身につかず、毎回姿勢については
声をかけられる子がいた。

拡大縮小の操作、
つなゲットのゲーム
を学ぶ。

「つなげっと」の町について
「あわセット」を使用し、どん
な人がいるのかを探しなが
ら操作方法を学ぶ。

拡大縮小については、すぐに理解し行っている。
拡大だけで探しているチームや、縮小だけで探しているチームが多い。
あわセットを使うことで町の人に注目でき、この街にはいろいろな人がいると
いう理解を簡単に行うことができた。
あわセットをした後は、グループでどんな人が町にいたかを発表し合い、同じ
人を見つけたグループや、そのグループだけしか見つけられなかったなどたく
さん見つけたことに喜びを感じている子が多く見られた。

つなげっとを使い、社
会学習をしながら友
だちとのコミュニケー
ションを楽しむ。

あわセットから、つなゲットへ
移行する。
iPadを見せながら説明を行
う。

つなゲットのゲームについては、あわセットを行っていたこともありすぐに理解
をし行うことができた様子だったが、ターゲットの人が見つかるまで探そうとす
るため、時間がかかっていた。
ゲーム後には、必ずどんな人を助けることができたかを発表し合い、発表した
チームに対して拍手を行う。他のチームより多く見つけられたチームは嬉しそ
うにしている。

ゲームを楽しみなが
ら、文字を読みイル
カ・ペンギンの生態を
学ぶ。

イルカ・ペンギン300を使用
し、クイズに答える。
わからない文章があったとき
は保育士に聞いて確認す
る。
事前指導として、クイズに答
えた後に政界の分が出てく
るので確認するように伝え
た。

初めてのクイズでは、全く知識のないところからのスタートなので、あてずっぽ
での回答が多く、間違えたあとにしっかりと答えを見るグループもあったが、そ
うではないグループが多かった。
グループで行った後に正解数を発表し合い、今度は保育士が持つiPadにみん
なで答える。
正解したクイズについては自信をもって答えるこの姿が多い。間違えた問題
については、確認していない子も多いためか、答えが出てこない場面も多く見
られた。
2，3回行ったところで、グループの中で助手レベル、博士レベルになるグルー
プも出てきた。
正解できると、グループの中の子たちにも褒めてもらえ嬉しそうにしている。
一方で不正解で文句を言われトラブルになる姿もあった。 10 



Ⅰ-ⅳ【Phase1】評価・課題 1/2 

【園児の反応】 
 ・関心が強く、基本的な使い方にもネガティブな反応は見られない 

  →だからこそ使用時間や姿勢、マナーの徹底が重要 

 ･4台のiPadという限られた条件が、順番を守って使うことや、 

  取り組みごとにリーダーシップを発揮する姿につながった 

 ･皆の前で発表する時間(プレゼン)の増加 
 

【保護者の反応】 
 ･特にネガティブな反応は無い 
 

【保育士の反応】 
  ･基本操作に問題はない 
  ･どのような場面で活用するか戸惑う保育士、積極的に活  
  用する保育士と、個々のスキルの差が大きく保育に反映 
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Ⅰ-ⅳ【Phase1】評価・課題 2/2 

IT環境 
ITに 

活用できる 
外部環境 

本部の 
支援体制 

担当者の 
保育スキル 

担当者の 
ITスキル 

よしかわ × 〇 × 〇 〇 

かみめぐろ △ 〇 〇 × △ 

さくらのさと 〇 〇 × 〇 × 

【3園の導入担当者スキル】 
保育経験 ITスキル 

よしかわ担当者 11年 
元々個人でiPadを使用するなど、普段からスマート
デバイスを活用。 

かみめぐろ担当者 4年 
スマートフォンを普段から使用するも、基本操作程
度のIT知識。 

さくらのさと担当者 11年 
スマートデバイスに興味はあるが、あまり使用経験
はない状況からスタート。 

IT保育の成功には、高い指導者スキルが重要。 

総合 

◎ 

- 

- 
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Ⅱ.2014年度IT保育限定導入 
 

Ⅱ-ⅰ導入園の選定 
Ⅱ-ⅱ環境整備 
Ⅱ-ⅲ保育指導計画の策定 
Ⅱ-ⅳKitSとの連携(日常保育)  
Ⅱ-ⅴ事例紹介 
Ⅱ-ⅵ評価・課題 
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Phase1 Phase2 Phase3 

2013年 2014年 2015年 2016年～ 

試験導入 

       限定導入 
   カリキュラム作成  

検証・改善 

本格導入 

ステージ1 ステージ2 
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Ⅱ-ⅰ【Phase2】導入園の選定 

IT環境 
ITに 

活用できる 
外部環境 

本部の 
支援体制 

保育スキル ITスキル 

よしかわ × 〇 × 〇 〇 

かみめぐろ △ 〇 〇 × △ 

さくらのさと 〇 〇 × 〇 × 

【2園の導入担当者スキル】 
よしかわ： 保育経験12年の三鍋園長が引き続き担当。 
        2013年度試験導入では、IT保育導入の可能性を示す。 
かみめぐろ：保育スキル、ITスキル両方において経験を持つ園長級 
       を人事異動を経て配置。 

15 



Ⅱ-ⅱ【Phase2】環境整備 

【人的環境整備】 
・かみめぐろ園担当者に保育、ITスキルの高いものを配置 

・保育士の事前研修(基本操作、使用APP説明) 1回：2時間半 
 

【物的環境整備】 
・iPadを年長児1人1台準備 
  (かみめぐろ  iPadmini 16台/ よしかわ ｉＰａｄ2 23台) 

 ※重量に配慮 

・園外活動に向けキャリーケースを手配 

 ※耐久性、ポータビリティーに配慮 

・年長児保育室のwifi増強 
 ※全員がネットにアクセスした際、DLが遅延しないよう配慮 

・よしかわに大型モニター、かみめぐろにスクリーンの配置 
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Ⅱ-ⅲ【Phase2】保育指導計画案の策定 1/2 

【指導計画作成時の留意点】 
 

・自発的意欲を持ってＩＴ保育に関われる環境構成をする 

 強制的なものにならないよう留意 
 

・１人ひとりが同じように体験できるよう留意 
 

・遊びへの取り組みやお友だち、保育士との関わり  
 が発展的に変化するような仕組みを取り入れる 
 

・子どもたちの興味関心を広げる工夫を 
 

・日常保育に加え、園外保育や行事保育での活用場面も想定 
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IT ×  

日常保育 

行事保育 

園外保育 

他園との連携 

食育 

健康・保健 

Ｘ 
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Ⅱ-ⅲ【Phase2】保育指導計画案の策定 2/2 

【1年間のねらい】 
1.タブレットの使い方(基礎・基本・ルール)を学ぶ 
2.タブレットを活用し、様々な表現、創造活動ができることを知る 
3.チームワークを醸成する 
4.個々の特性を生かし、リーダーシップを育む 
5.物事を順序立てて考える、論理的思考を養う 
6.意思を他者に伝達するための表現・提示手段を身に付ける 

期

月 3月

レッスン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

基本操作

表現・創造活動

チームワーク

リーダーシップ

論理的思考

プレゼンテーション

10月 11月 12月 1月 2月4月 5月 6月 7月 8月 9月

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

【年間スケジュールイメージ】 
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■KitSと連携した、年間カリキュラムの作成 

 （週1回40分程度、年間30回を想定） 

■各園で、年間のねらい、指導計画作成の留意点に配  

   慮した1回ごとの保育指導計画を作成 

■学識経験者らと、評価項目を設け効果測定 
 
 
  

 

10:00～ あいさつをする 
10:02～ IT保育の話を聞く 
10:05～ IT保育の約束事を決める 
10:07～ 電源を入れる 
↓ 
10:18～ ピンチイン、ピンチアウトなど 
      基本操作を学ぶ 

各活動内容に細かく配慮事項を明記。 
 始まりの挨拶をし、椅子の座り方や、挨拶の仕方、
話の聞き方など礼儀をしっかりと身につけられるよう
にしていく。 

Ⅱ-ⅳ【Phase2】KitSとの連携 1/3 
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4月23日(水)  第1回目のIT保育 
【内容】 
＜iPadの使い方＞IT保育（KitS）の説明。タブレットを使用上の注意事 
            項（姿勢）の説明。電源操作、ホームボタンの説明。 
＜リズムDX＞   「がっきあそび」を使用しiPadにたくさん触れる。 
 

子どもとの親和性の高い音楽を活用したアプリでウォーミングアップ 
 

Ⅱ-ⅳ【Phase2】KitSとの連携 2/3 
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8月27日(水) 第17回目のIT保育 
【内容】 
＜フォトストリーム＞   皆の写真を共有する。 
＜つなげっと園舎版＞ 園舎内の写真を撮って、オリジナルつなげ 
               っとをつくる。 

 写真の「共有」に興味を示す。園舎内撮影時は、着替え中の子、 
嫌がっている子は撮らないなど、約束事を決めて取り組む 
 

Ⅱ-ⅳ【Phase2】KitSとの連携 3/3 
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IT ×  

日常保育 

行事保育 

園外保育 

他園との連携 

食育 

健康・保健 

Ｘ 
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Ⅱ-ⅴ【Phase2】事例紹介1/6 

【園内保育：おまつり遊び、おみせやさんごっこでのiPad活用】 

レジスターとして使用 
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IT ×  

日常保育 

行事保育 

園外保育 

他園との連携 

食育 

健康・保健 

Ｘ 
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【園外保育：1泊2日のコビーサマーアドベンチャーでの活用】 

Ⅱ-ⅴ【Phase2】事例紹介2/6 

キャリーケースに入れたiPadを1人１台持参 
 26 



IT ×  

日常保育 

行事保育 

園外保育 

他園との連携 

食育 

健康・保健 

Ｘ 
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【コビープリスクールかみめぐろとの連携①】 

6月30日(月) 
【内容】 
かみめぐろと交流。 
＜カメラ＞ かみめぐろの子たちがざりがにつりをしている様子を 
        撮影する。 

Ⅱ-ⅴ【Phase2】事例紹介3/6 
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【コビープリスクールかみめぐろとの連携②】 
7月9日(木) 
【内容】 
＜スカイプ＞ かみめぐろのお友だちにスカイプを使って質問する。 
         ざりがにつり大会での交流を振り返る。 

スカイプを使って、遠隔地のお友だちとの会話を楽しむ 
 

Ⅱ-ⅴ【Phase2】事例紹介 4/6 
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IT ×  

日常保育 

行事保育 

園外保育 

他園との連携 

食育 

健康・保健 

Ｘ 
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【食育：稲作体験での活用】 

Ⅱ-ⅴ【Phase2】事例紹介 5/6 
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【食育：田んぼの生育を子どもたちが定点観測】 

 2014年度の総まとめとして、2月の保育表現発表会で、 
稲の生育記録について発表する 
 

Ⅱ-ⅴ【Phase2】事例紹介 6/6 
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Ⅱ-ⅵ【Phase2】評価・課題 1/2 

 

従来の保育の何かを代替するのではなく 
新しい保育やコミュニケーションを作り出す 

創造的なツール 

IT × Ｘ = 新しい保育 
Ｘ= 日常保育、行事保育、園外保育、 

  他園との連携、食育、健康・保健etc. 
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Ⅱ-ⅵ【Phase2】評価・課題 2/2 

【Phase2上半期を終えて 保育指導計画作成時の留意点】 

 ･保育における、スマートデバイス活用の必然性の検証 
 

 ･発達段階や、保育環境に合わせて、導入順位、導入 
 レベルを考慮し、柔軟に対応する必要性 
 

 ･すべての子が、意欲的に関われる環境づくりに配慮し、 

 個々の発達段階に合わせ、ゴール設定や進め方を柔軟に 

 対応する必要性 
 

 ･プライバシーの配慮など、ITリテラシーを確立するための、基本的 
  な使用マナーやルールを指導計画実践に導入する必要性 
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Ⅲ.これからの展望 
 

Ⅲ-ⅰ 2015年度以降の取り組み 
Ⅲ-ⅱ 将来の保育を見据えて 
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Phase1 Phase2 Phase3 

2013年 2014年 2015年 2016年～ 

試験導入 

       限定導入 
   カリキュラム作成  

検証・改善 

本格導入 

ステージ1 ステージ2 
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Ⅲ-ⅰ【Phase2～】2015年度以降の取り組み 

【2014年度下半期】 
・2014年度の検証結果を踏まえ、2015年度の保育指導 
 計画策定 

・保育士のITスキルアップを目指した研修計画の策定 

・限定導入園追加の検討、選定 
 

【2015年度】 
・保育士のITスキルアップ研修の実施 
・限定導入園の追加 
・指導計画の実施と検証 
 

【2016年度以降】 
・コビーグループ全園でのIT保育導入 

・海外提携施設(中国、アメリカ)とのITを活用したコミュニ 
 ケーションの確立 等 
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Ⅲ-ⅱ【Phase3】将来の保育を見据えて 

未来を生き抜く力 

IT ×  X   保育 
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