デジタル教科書奮闘記
最終回

お茶の水女子大学附属中学校教諭

二年間使ってみて見えてきたこと
いよいよ最終回。二年前にデジタル教科書と出会って変わった私の授業に
ついて、そして、これからデジタル教科書を活用していくためのポイントや
課題をまとめました。
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図４ ワーク「登場人物の関係を整理しよう」
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「デジタル教科書奮闘記」は今号が最終回となります。ご愛読ありがとうございました。
なお，本誌バックナンバーは，小社ウェブサイト内の会員専用ページ「光村コミュニティ」にて，PDF 形式でダウンロードすることができます。
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