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新学習指導要領では、教員がコンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段に加え視聴

覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を図ることが示されている。これは、教科指導

の中でＩＣＴ活用の必要性を述べたものであり、授業の中でＩＣＴを効果的に活用し、指導方法

の改善を図りながら、児童生徒の学力の向上につなげていくことが重要であることを示したもの

である。川崎市では、2009 年度に 50 インチテレビがどの教室にも整備された。しかし、実態調

査からそれらがまだ十分に使えていないことがわかった。そこで、ＩＣＴ活用が児童生徒の学力

向上につながり、その効果を実感できればもっと積極的に活用できるのではないかと考えた。 

本研究では、学習過程を知識・技能を習得する「土台づくりの場」とそれらを活用する「交流

の場」の二つに分け、この二つを意識した授業づくりを試みた。 

授業を通して、それぞれの場の中でＩＣＴを効果的に活用することで、よりわかりやすい授業

が可能となり、話し合いに深まりがうまれることがわかってきた。いつもの授業にＩＣＴをプラ

スした授業を通して、確かな学力を育むことをめざした。 
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Ⅰ 主題設定の理由 

１ はじめに 

 2008 年 1 月の中央教育審議会答申では、社会の変化への対応の観点から教科等を横断して改善すべ

き事項の一つとして情報教育が挙げられた。そして、効果的・効率的な教育を行うことにより確かな

学力を確立するとともに、情報活用能力など社会の変化に対応するための子どもの力をはぐくむため、

教育の情報化が重要であることが提言された。1)これらを踏まえて、今回の学習指導要領では、情報

教育と教科指導におけるＩＣＴ活用についての充実が図られた。 

また、情報教育及びＩＣＴ活用の充実等については次のように示された。「基礎的・基本的な知識・

技能を習得させるとともに、それらを活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力

等を育成し、主体的に学習に取り組む態度を養うためには、児童生徒がコンピュータや情報通信ネッ

トワークなどの情報手段を適切に活用できるようにすることが重要である。また、教師がこれらの情

報手段や視聴覚教材、教育機器などの教材・教具を適切に活用することが重要である」2)つまり、こ

れは教科指導の中でのＩＣＴ活用の必要性を述べたものであり、指導方法の改善を図りながら、児童

生徒の学力の向上につなげていくことが重要であることを示したものである。 

 2005 年度と 2006 年度に文部科学省委託事業により実施された「ＩＣＴを活用した指導の効果の調

査」の分析評価では、ＩＣＴを活用して授業を行った教員の 98.0％が「関心・意欲・態度」において

効果を認め、それ以外の観点でもＩＣＴの活用によって児童生徒が集中して取り組めるようになった

と認めていた 3)。また、児童生徒に対する調査によれば、学習に対する積極性や意欲、学習の達成感

などすべての項目について、ＩＣＴを活用した授業の方が、評価が高かったという。これらのことか

らも、ＩＣＴを活用した授業による学力の向上には期待が高まっている。 

2009 年に出されたスクール・ニューディール構想 4)を活用して、市内の小・中・高・特別支援学校

の各教室に 50 インチテレビモニタ（以下 50 インチテレビとする）とコンピュータ、各学校一台の電

子黒板が整備された。ＩＣＴは身近なものとなり、その活用例も様々な形で紹介されている。 

２ 市内のＩＣＴ活用調査から 

川崎市では、2010 年にＩＣＴ活用の

調査を行っている。この調査は市内全

公立学校の情報教育担当職員を対象と

している。 

「ＩＣＴの利用状況」（図１）につい

てみると、授業に“よく使っている”

“ある程度使っている”を合わせても、

まだ全体の 35.8％である。すべての普

通教室に配置されているコンピュータ

で 47.5％。 も利用率の高い 50 イン

チテレビでも 61.1％という結果であった。 

                             
1) 文部科学省中央教育審議会答申「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善に

ついて」において、「社会の変化への対応の観点から教科等を横断して改善すべき事項」より 
2) 小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領解説総則編「教育課程実施上の配慮事項」より 
3) 文部科学省『教育の情報化に関する手引』2010 年 10 月 p.47 
4) 文部科学省 「スクール・ニューディール」構想の推進に関するお願い 

図 1 ＩＣＴ利用状況（2010 年） 
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授業におけるＩＣＴの活用上の問題点について調べると、「ＩＣＴに係る準備に時間がかかり過ぎる」

「教員のＩＣＴ操作スキルが足りない」という意見が多かった。それに対して「授業のどのような場

面でＩＣＴを活用すればよいかわからない」という問いには、７割が“あてはまらない”“全然あては

まらない” と答えている。つまり、教員の多くはＩＣＴ活用する場面がわかっているにもかかわらず、

準備に時間がかかることや活用する上での不安感からなかなか活用が進んでいないように読み取れる。 

３ 主題設定について 

ＩＣＴはあくまでも道具である。その効果を実感し、児童生徒の学力向上につながることがわかれ

ばもっと積極的な活用が進むのではないかと考えた。実態から考えると、あまり難しい技術を必要と

せず、従来の授業に合わせた形で提案できるとよい。そこで本研究会議では、まず教室に配当された

50 インチテレビを中心に、一斉授業の中でそれを効果的に活用していこうと考えた。そして、子ども

たちが確かな学力を身に付けていく上で、どの場面で、どのようにＩＣＴを役立てていくことができ

るのか、授業づくりの面から探っていきたいと考え、以下のような主題を設定した。 

 

４ 児童生徒の実態から見えてきたこと 

学校の状況を把握するために、市内 3校の小・中学校の児童生徒に対してＩＣＴを活用した授業に

ついての調査を行った。「ＩＣＴを使った先生の説明はわかりやすいですか」の問いに、Ａ小学校では

100％、Ｂ中学校では 86％、Ｃ中学校では 85％の児童生徒が“よくあてはまる”“あてはまる”と答え

ている（図 2）。児童生徒はＩＣＴを活用した授業のよさを感じていることがわかる。 

「ＩＣＴを使った先生の説明はわかりやすいですか。」 

Ａ小学校 

 

Ｂ中学校

 

Ｃ中学校

 

よくあてはまる  あてはまる  あまりあてはまらない  あてはまらない  経験がない  無回答

図 2 児童生徒への意識調査１ 

ここで、100％を示したＡ小学校を詳しく調べ

ると、この学校ではＩＣＴ活用の研修が行われ

ており、“よく使う”と答えた教員が 82％にの

ぼった（図３）。50％に満たなかったほかの２校

に比べるととても高い値であった。このことか

ら、ＩＣＴを活用する機会が多いほど、その効 

果が強く感じられるのではないかと考えた。 
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「ＩＣＴを使った友だちの説明はわかりやすいですか。」 

Ａ小学校 

 

Ｂ中学校 Ｃ中学校 

 

よくあてはまる  あてはまる  あまりあてはまらない  あてはまらない  経験がない  無回答

図 4 児童生徒への意識調査２ 

次に、同じ小中学校の児童生徒に「ＩＣＴを使った友だちの説明はわかりやすいですか。」と聞いて

みたところ、やはり使う頻度の高いＡ小学校は肯定的な意見が多かった（図４）。教員のＩＣＴ利用頻

度の高さは、子どもたちの活用にも影響を及ぼしていることが考えられる。 

 では、ＩＣＴを活用すればすべてよい授業になるのだろうか。堀田は「何よりも大切な前提は、Ｉ

ＣＴを活用しても『授業』であることにはかわりないということです。優先されるべきは、情報技術

（スキル）よりも授業技術になります。子どもたちがわかったとかできたとか、あるいは深く思考し

たとかいう状況にならなければ、ＩＣＴを使っても価値はありません。」5)と言っている。このことを

踏まえた上で、いつもの授業にＩＣＴをプラスすることがどのような効果をもたらし、確かな学力へ

とつながっていくのかを明らかにしたいと考えた。 

Ⅱ 研究の内容 

１ 確かな学力とＩＣＴ活用 

確かな学力とは、「知識や技能はもちろんのこと、これに加えて、学ぶ意欲や自分で課題を見つけ、

自ら学び、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決する資質や能力等まで含めたもの」6)であ

り、各学校では、「わかる授業」を行い、「確かな学力」を育むことが求められている。確かな学力を

育むためのわかりやすい授業とはどのようなものだろうか。2008 年 1 月の中央教育審議会の答申の中

で、確かな学力を育成するためには、基礎的・基本的な知識・技能を習得させること、これらを活用

して課題を解決するための思考力・判断力・表現力、その他の能力をはぐくむことの双方が重要であ

ることが示されている。 

 市川は、「教えて考えさせる授業」の大切さを説いている 7)。自分で「考える」ことはとても大切で

あるが、手掛かりの少ない状態から何かを考えだしていくのはとても難しい。考える材料となる知識

や技能をわかりやすくしっかりと教えることが、思考力・判断力・表現力などを育む土台になる。も

ちろん、「教える」というのは、教員が一方的に「教え込む」ことを意味するのではなく、子どもたち

と一緒に今までの学習を振り返ったり、考えたり、繰り返し練習したりすることである。こうした活

動は、従来の学習の中でも行われてきており、大切であるが故に様々に工夫もされている。 

 

                             
5) 高橋純・堀田龍也 編著 『すべての子どもがわかる授業づくり』 2009 年 pp.9-10 
6) 「初等中等教育における当面の教育課程及び指導の充実・改善方策について（答申）」中央教育審議会平成 15 年 10 月 7 日 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/03100701/003.htm 
7) 市川伸一 『教えて考えさせる授業』を創る 2008 年 p.11 

「知識があってこそ、人間は考えることができる」という認知心理学の視点に立ち、学習や発達の過程に「教えられ

て、理解し、さらに、その先を考えていく」ことを入れることの大切さを述べている。 
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ＩＣＴは多様な活用方法が考えられ、扱える教材も多い。ＩＣＴを効果的に活用することで従来の

方法よりもさらにわかりやすい授業をすることができ、しっかりとした学びの土台をつくっていくこ

とができるのではないか（土台づくりの場）と考えた。また、同じようにＩＣＴを活用して、自分や

周りの人の意見をもう少しわかりやすく伝え合うことで、さらに考えを深めていくこともできるので

はないか（交流の場）と考えた。そこで本研究会議では、これら２つの場（表１）を授業に位置づけ、

そこにＩＣＴを活かすことを通して確かな学力の育成へとつながる授業づくりをしていくこととした。

（図５）。 

表 1 「土台づくりの場」と「交流の場」について 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 期待されるＩＣＴ活用の効果 

 ＩＣＴを活用するとどのような効果があるのだろうか。「ＩＣＴを活用した指導の効果の調査」では、

多くの教員が「関心・意欲・態度」だけでなく、それ以外の観点についても効果があると感じている

ことは「はじめに」の中で述べた。また、高橋の調査では、同じ内容を指導するのにかかった時間は

ＩＣＴを使わない指導より、使った指導のほうが短いという結果が出ている 8)。ＩＣＴを効果的に活

用することで、限られた時間で指導内容をわかりやすく指導することが期待できる。 

 授業づくりにおけるＩＣＴの役割を明らかにしていくには、まず、期待されるＩＣＴの効果を意識

し、目的を明確にして活用することが大切である。そこで、本研究会議では、期待される効果を４つ

                             
8) 高橋純・堀田龍也 編著 『すべての子どもがわかる授業づくり』 2009 年 pp.30-34 

 学力を均等に分けた２つのグループに同じ教員がＩＣＴを使った授業と使わない授業を行った。ＩＣＴを活用すると

教員の説明が短くなるだけでなく、指示がよく通るのでその後の子どもの活動の時間も短くなる結果が得られた。 

 

知識・技能を習得する 

「土台づくりの場」 
話し合いを通して学びを深める 

「交流の場」 

確かな学力 

考える材料となる知識や技能を 
しっかりと教える。 

時間を有効に 

伝える方法を豊かに 
交流しやすい環境づくり 

＋ＩＣＴで 
わかりやすく 

＋ＩＣＴで 

伝え合う 

 授業づくり 

図 5 確かな学力とＩＣＴ活用 

土台づくりの場： 

主に、基礎的・基本的な知識・技能を習得する場。ＩＣＴを活用してわかりやすい授業をすることで考える材料と

なる知識や技能をしっかりと教えることが可能になると考える。また、ＩＣＴを活用して効率よく指導することで時

間を有効に使い、考えたり、作業をしたりする時間を確保しやすくできると考える。 

交流の場： 

主に、教師や友だち、様々な人との話し合いを通して、学びを深める場。課題によっては、思考力・判断力・表現

力を培う場となることも考えられる。ＩＣＴを使って情報を共有したり、伝える方法を豊かにしたりすることで、他

者と交流しやすい環境づくりができると考える。 
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に整理し、それに対応する「ＩＣＴ活用の目的の例」を以下の表にまとめた（表２）。 

ＩＣＴ活用の目的については、数多くの実践例から目的を 11 種類にまとめた「“ＩＴ授業”実践ナビ」

10)の分類を参考にした。この表をもとに、ＩＣＴ活用の目的を明確にして授業づくりに取り入れ、期

待通りの効果を得られるか確かめることとした。 

                        表 2 授業で期待されるＩＣＴの効果 

授業で期待されるＩＣＴの効果 ＩＣＴの活用の目的の例 

(1)学習活動に対する関心や意欲を高める効果 

1-① 課題の提示 

1-② 動機づけ 

1-③ 体験の代行 

(2)知識や技能の習得を促す効果 

2-① 教員の説明資料 

2-② 繰り返しによる定着 

2-③ モデルの提示 

2-④ 失敗例の提示 

2-⑤ 体験の想起 

(3)意見の交流を促す効果 

3-① 振り返り 

3-② 比較 

3-③ 学習者の説明資料 

(4)困り感のある児童生徒に対応する効果 分類をしない 

（１） 学習活動に対する関心や意欲を高める効果 

 ＩＣＴを使って大きく拡大して見せることで教材に注目させることができる。また、教室の中では

なかなか体験できないことを映像で見せることで、身近でない学習対象や学習内容にも興味や関心を

持たせることができる（表３）。 

表 3 「学習活動に対する関心や意欲を高める効果」に対応する活用の目的の例 

主な活用の目的の例 期待される効果 
1-① 

課題の提示 
・たくさんの文字や図形が含まれていても素早く提示することができるので、学習の流

れに合わせて課題に注目させることができる。 
・課題を画面で共有し、言葉や図を具体的に指示しながら説明することで、わかりやす

く指示できる。 
1-② 

動機づけ 
 

・資料や映像から問題意識を喚起することができる。 
・課題を共有する中で問題を発見するきっかけにすることができる。 
・視覚的に働きかけ課題をわかりやすく示すことで、授業に参加する意欲を高める 

1-③ 

体験の代行 
・実際には体験できないことを映像で体験することで興味を持たせる。 
・体験・実験・観察の代用が可能になる。 

（２） 知識や技能の習得を促す効果 

 ＩＣＴを使い視覚に訴えることによって、課題の提示や作業の指示がよりわかりやすくなる。また、

資料を拡大して細部まで読み取ったり、言葉だけではイメージしにくいものを映像で見せたりするこ

とで知識や技能の習得を促す効果が期待できる（表４）。 

 

 

 

                             
10) 「“ＩＴ授業”実践ナビ」http://www2.japet.or.jp/itnavi/ ＩＴを活用した授業（小学校・中学校・高等学校・

特別支援教育）の実践事例約４００件を動画で提供するもの。ＩＣＴ活用の目的を 11 種類（課題の提示、動機付け、

教員の説明資料、学習者の説明資料、繰り返しによる定着、モデルの提示、失敗例の提示、体験の想起、比較、振り返

り、体験の代行）とその他に分類している。平成 23 年３月で運用が停止された教育情報ナショナルセンター（ＮＩＣ

ＥＲ）に変わり、社団法人日本教育工学振興会が、文部科学省からの要請を受け掲載をしている。 
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表 4「知識や技能の習得を促す効果」に対応する活用の目的の例 

（３） 意見の交流を促す効果 

 意見を言うときに、言葉だけでなくＩＣＴで文や絵を示すことで伝えたいことを視覚に訴えること

ができ、よりわかりやすく話すことができる。同時に聞く側もよく理解できるので話し合いに参加し

やすくなる（表５）。 

表 5「意見の交流を促す効果」に対応する活用の目的の例 

（４） 困り感のある児童生徒に対応する効果 

子どもたちは同じように座って話を聞いていても、同じように学んでいるとは限らない。教師の話

を聞いてすぐに理解して反応できる子もいれば、話を文字にしてあげたり、絵や図でイメージを与え

たりすることではじめて理解できる子もいる。一斉授業の中でＩＣＴを活用することには、このよう

に聞いただけでは理解しにくいことから困り感のある児童生徒に対して効果があると考える（表６）。 

（前述「“ＩＴ授業”実践ナビ」の様々な活用の目的にかかわっているので、分類はしないこととする。） 

表 6「困り感のある児童生徒に対応する効果」 

 

 

 

 

 

 

主な活用の目的の例 期待される効果 
2-① 

教員の説明資料 

・資料を拡大して共有することで、視点を明確にして説明することができる。 
・抽象的な事象をデジタルコンテンツ等の活用を通して、具体的に説明しやすくなる。

・資料や児童の作品等を示すことで必要に応じて多様な事例を提示することができる。

・活動中に手順やヒントを提示しておくことで、ねらいを意識しやすくする。 
2-② 

繰り返しによる

定着 

・記録してある学習の成果をたどることで、学習の見直しをしやすくする。 
・フラッシュ教材や、ドリル型問題を提示して繰り返し練習することで、定着を図りや

すくする。 
2-③ 

モデルの提示 

・作業の様子を具体的な映像で示すことで、作業の仕方をわかりやすくする。 
・例を提示することで、作業やものづくりのヒントにすることができる。 

2-④ 

失敗例の提示 

・失敗した例をあらかじめ見せておくことで注意を喚起することができる。 

2-⑤ 

体験の想起 

・探検した場所、見つけたもの、活動したことの資料や映像を見ることで活動を思い出

すきっかけとすることができる。 

主な活用の目的の例 期待される効果 
3-① 

振り返り 

・活動の様子を撮影して共有することで、客観的に振り返ることができる。 

3-② 

比較 

・事象や概念を表す資料を提示し比較できる。 
・実験前、実験後の様子のちがいを並べて比較できる。 

3-③ 

学習者の説明資料 

・ノートやワークシートを直接示しながら、自分の考えを伝える道具として使うことが

できる。 
・学習者の説明資料を拡大提示することができる。 

・何をすればいいのかわかりやすい。視覚的に情報を示すことで、言葉だけではわかりにくい情報を目

で見て具体的・直観的に理解することができる。 

・どこを見ればいいのかわかりやすい。実演等で着目する部分を決められない児童に、画面で切り取る

ことによって着目部分を具体的に示すことができる。 
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３ ＩＣＴを効果的に活用するための留意点 

 ＩＣＴの効果を期待して、授業で活用しても必ずしもその効果を得られるとは限らない。以下のこ

とを授業づくりの設計段階で留意することが大切だと考えた。 

・扱う教材の吟味 

ＩＣＴを活用することで、今まで教材化が困難であったものも教材化できるようになった。授業の

ねらいや指導事項を明確にした上でその教材で何がねらえるか、何を教えられるのかをしっかりと考

えて活用していく。 

・ＩＣＴを意識した板書計画 

ＩＣＴを活用すると教材を多様な視点で提示することができる。一方で、いくつもの資料を継続的

に見せるのにはあまりふさわしくない。「板書をみれば、授業がわかる」とも言われるように、黒板は

思考の整理をしたり、振り返りをしたりするのに有効である。ＩＣＴの活用も意識して板書計画を考

える必要がある。 

・ＩＣＴの効果を十分に発揮するための準備・環境づくり 

 ＩＣＴを実際に使ってみたら思ったほどの効果

がなかったり、準備に時間がかかったりしたとい

う声を聞くことがある。前述のアンケートで「Ｉ

ＣＴをあまり使っていない」と答えた人の理由で

一番多いのが「準備に時間がかかる」（図６）であ

る。確かに、授業の時間を削ってまでＩＣＴの準

備に時間をかけていたのでは意味がない。すぐに

使える工夫をする必要がある。また、どの席から

も画面が見えているか、活動にあった配置になっ

ているかなどにも配慮する必要がある。 

 

 このほかに、指導力の重要性があげられる。ＩＣＴを活用したから児童生徒の学力が向上するので

はなく、授業の中に効果的にＩＣＴが組み込まれることが学力の向上につながることを認識すること

が大切である。「教育の情報化に関する手引」第３章の「４．授業での教員によるＩＣＴ活用の効果を

高めるために」では、「学習指導の効果を高めるＩＣＴ活用のためには、ＩＣＴ活用と教員の指導力と

の関連を意識することが重要となる」11)と示されている。 

指導力として重要となることの一つは、教材提示（ＩＣＴ活用）のタイミングである。タイミング

よくＩＣＴ活用することで子どもたちに意欲を持たせたり、考えさせたりするきっかけをつくること

ができる。もう一つは、ＩＣＴを活用するときの発問・指示・説明である。発問や指示、説明により、

児童生徒の思考が促されたり、深まったりしていくと考えられる。 

これらは、従来の授業でも行われてきていることである。ＩＣＴを使うときにもこれらのことを意

識することで、その効果が高まると考える。 

 

 

                             
11) 文部科学省 「教育の情報化に関する手引」 平成 22 年 10 月 p.48 

25%

24%
19%

12%

11%

6%

3%
ＩＣＴをあまり使わない理由

教材準備に時間がかかる

トラブルに対応できない

ＩＣＴは苦手である

活用方法が難しい

その他

使いたいＩＣＴがない

どんな授業で使うかわからない

図 6 ＩＣＴをあまり使わない理由 
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４ いつもの授業にＩＣＴをプラスした授業づくり 

以上のことを踏まえ、次のような手順でいつもの授業にＩＣＴをプラスした授業づくりに取り組んだ

（図７）。 

【手順１】授業場面の位置づけをする。 

授業の活動場面を「土台づくりの場」「交  

流の場」のどちらにあたるのかを考え、位置づ

ける。 

【手順２】ＩＣＴ活用の効果と目的の明確化を図る。 

 その場面でＩＣＴの効果を活かせるかどうか

を考える。活かせるならばＩＣＴ活用の目的を

明確にして活用を図る。 

【手順３】ＩＣＴ活用の留意点に配慮する。 

 学習活動に十分にＩＣＴの効果を活かせるよ

うに教材の吟味や板書計画、環境づくりなどを

行う。また、提示するタイミングや投げかける

言葉を考えておく。 

 

 以上の手順で授業づくりを行い、３回の検証

授業を行った。 

 検証授業では、「土台づくりの場」「交流の場」

において、ＩＣＴ活用の効果が実際にどのよう

に表れていたのかを子どもたちの様子を通して

検証する。また、それによっていかに「土台づ

くりの場」がわかりやすくなったか、「交流の場」

での伝えやすさが深まりにつながったかを視点

に考察していく。 

尚、ＩＣＴ活用の留意点については、ＩＣＴ活用の効果にからめて触れていくこととする。 

 

５ 授業の実際 

（１）検証授業１ 

①本時について 

 
②ＩＣＴを効果的に活用するための留意点 

 

中学校 2年数学「平行と合同～証明のすすめ方～」 

本時の目標：根拠となる事柄を明確にしながら，図形の性質を証明することができる。（数学的な見方や考え方）

いつもの授業 

【手順 2】ＩＣＴ活用の効果と目的の明確化 

いつもの授業にＩＣＴをプラスした授業づくり

【手順 1】授業場面の位置づけ 

ＩＣＴをプラスした授業へ 

1. 関心や意欲を高める 

2.知識や技能の習得を促す 

3.交流を促す 

4.困り感のある児童生徒に対応する 

【手順 3】ＩＣＴ活用の留意点 

知識・技能を習得する

土台づくりの場 
＋ＩＣＴで 

わかりやすく 

指導力 

知識・技能を活用した

交流の場 
＋ＩＣＴで 

伝え合う 

準備・ 

環境づくり
板書計画 

教材の 

吟味 

ICT 活用の目的 

の明確化 

図 7 いつもの授業にＩＣＴプラスをした授業づくり 

【教材の吟味】 

・証明の問題は、問題・仮定・結論・証明で構成される。そのすべてが一画面で見えることで、見

通しをもった説明をすることができると考えた。そこで、テレビ画面の中に見やすく収まるよう

にワークシートを設計した。 
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③授業の様子とＩＣＴ活用の効果 

場 学習場面と ICT 活用の目的 学習の様子 

 1.前時の課題を振り返る。 
 

2-②繰り返しによる定着 

 

4 困り感のある生徒への対応 

 

ワークシートを拡大提示して手順を示すこと

で前時と同じ課題を効率よく確認できた。 
前時の学習での定着が不十分だった生徒は 

ここで学び直しの機会を得られた。 
手元のワークシートと同じものが画面にある

ので、確認がしやすかった。 
2.本時の課題を提示する。 
 

2-①教員の説明資料 

証明の根拠となる定理を黒板でしっかりと押

さえた上で、本時の課題を提示した。 
1.で行った課題を 50 インチテレビで示し参照

させることで、定理の使い方を確認すること

ができた。定理をうまく使って証明をするこ

とが明示できた。 
3.仮定と結論をはっきりさ

せ証明をする。 

3-③学習者の説明資料 

課題に取り組む際、友だちに相談してよいことを伝えた。 
 
生徒たちは互いのワークシートを覗き込むだけでなく、50 インチテレビ

や黒板の資料を指さしながら根拠をもとに考え方を伝え合っていた。 

 4.証明したことを説明する。 

 

3-③学習者の説明資料 

生徒が証明の仕方を説明した。教師の説明よりも集中力が高まっているよ

うに感じられた。 
ワークシートを拡大提示して説明をした。誤

った部分をその場で訂正できたので自席に

戻って直す必要がなかった。また、そのワー

クシートをもとに書き方についてのアドバ

イスをしあえた。さらに、それを参考に自分

のワークシートを訂正する生徒が多く見ら

れた。 
5.本時の振り返りをワーク

シートに記入する。 

1 時間の学習を振り返り感想をワークシートに書いた。 

 

交
流 

土
台
づ
く
り 

交
流 

土
台
づ
く
り 

一番下の 

定理が使え

るよ。 

証明の流れ

を確認して。

【板書計画】 

・黒板には参照したい事柄（定理）と学習の流れがわかること（二つの問題）を示し、証明の説明

（ワークシート）はテレビ画面に映すようにした。 

 

 

 

 

 

 

 

【準備・環境づくり】 

・この教室は、廊下側からも光が差し込むため反射で見えにくい席が多い。50 インチテレビを使う

ときは、窓側の机を内側に寄せてどの席も光の影響がでないようにしている。 

 ・50インチテレビや教材提示装置は授業ごとに準備することになっている。コンセントを1本に集

約したり、教材提示装置専用の机を用意したりしておくことで準備の時間短縮を図った。 

問題を提示。

学習の流れが

つかめる。

定理を 

いつでも参

照できるよ

うにする。

ワークシートを

そのまま映して

説明をしやす

く。 

50 ｲﾝﾁﾃﾚﾋﾞ 黒板 
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④授業の考察 

 この授業では、前の授業までに積み上げてきた学習内容を土台とし、新しい課題に取り組む学習と

なっている。 

《土台づくりの場》 

・ワークシートを拡大提示して前時の学習を繰り返し行うことで、短時間で学びなおしの機会を与え

ることができた。すでに理解している生徒の中には若干つまらなそうな生徒もいたが、前時の学習

で定着が不十分な生徒には効果的であった。また、このワークシートを提示し続けることで、既習

の定理を確認する際に使い方の例とすることができた。 

・留意点にもあるが、ワークシートの文字が一番後ろの生徒まで見えるかどうかが重要である。事前

に確認をしたことで、困った様子の生徒は見られなかった。また、説明する際にペンの先で、参照

する辺や角を指示することがとても有効であった。一方で、教材提示装置が生徒用の机の上にある

ため説明する教師の視線が低くなり教室全体の把握をしにくくなるのが難点だった。 

《交流の場》 

・思っていた以上に課題を解決するヒントとして 50

インチテレビに映し出されたワークシートが効果を

発揮していた。学んだことを振り返る手がかりとし

て、とても有効であった。 

・考える時間を十分に確保したため答えを共有する時 

間は短くなったが、板書せずに生徒が自分のワーク 

シートを拡大提示することですぐに話し合いができ 

た。また、説明をしている生徒が赤ペンで直接訂正 

を加えていくこで、証明の仕方のポイントをクラス 

全体で考えることができた（図８）。 

《授業全体から》 

 授業後、クラス 35 名のワークシートを分析した。一斉

指導の中で「正しく書けた」「正しく直せた」生徒が問題

１では 32 人、問題２では 31 人になった（図９）。「辺」

を示すアルファベットの順番に気を付けること、つなぎの言葉への注意など、1 時間の授業で気付い

たことを書き込んでいる生徒が複数いた。多くの生徒が友だちのワークシートを見ることで、自分の

書き表し方の違いに気付くことができた。また、「画面に映してあるので、どうすればよいのかわかり

やすい」という声も多く聞かれた。 

 

（２）検証授業２ 

①本時について 

 
②ＩＣＴを効果的に活用するための留意点 

 

 

 

 

 

正しく書けた  正しく直せた  訂正が必要

中学校 2年技術「身近な物を整理するものを作ろう～木材を正確に切断しよう～」 

本時の目標：正しい切断の姿勢をとれるようにする。（技術に関する技能） 

図 8 授業で共有したワークシート 

図 9 ワークシートの分析 

問題２ 問題１ 

20 人 

（57.1%） 

12 人 

(34.3%) 

3 人(8.6%) 
4 人(11.4%) 

8 人 

(22.9%) 
23 人 

(65.7%) 

【教材の吟味】 

・デジタルカメラで撮影した姿を教材として使う。グループでの交流にはデジタルカメラの画面を、

全体での交流には50インチテレビの画面を使う。机間指導中に全体で取り上げたい画像を見とり、

話し合いに活かすようにする。 
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③授業の様子とＩＣＴ活用の効果 

場 学習場面と ICT 活用の目的 学習の様子 

 1.本時の課題を提示す

る。 

前時の学習をもとに、本時ではのこぎりの使い方について学習することを

確認した。課題は黒板に提示した。 

 2.班ごとに椅子を利用し

て切断する。 

3-①振り返り 

安全確認の後、木材を切断する課題に取り組んだ。 
 
自分や友だちの作業の様子をデジタルカメ

ラの画像を活用して客観的に見ることで、生

徒同士の関わり合いがうまれた。画像を覗き

込みながら、アドバイスをする声が聞かれた。

デジタルカメラを持つことで、互いの様子を

よく見るようになった。 
 3.材料を固定しやすいイ

スの使い方について話

し合う。 

3-①振り返り 

 

 

 

2-③モデルの提示 

作業をとめ、撮った写真を示しながら、イスの使い方がどうであったかを

生徒たちに問いかけた。 
画像の様子をもとに、生徒たちはどこが悪くてど

こが良いのかを話し合い、椅子のふちを利用する

とよいことに気付いた。 
 
 

教師はテレビ画面と実物を示しながら、板を切

断するときの、台（椅子）の使い方を押さえた。 

 4.まっすぐ切断するため

の姿勢ができているか

撮影しながら確認する。 

3-①振り返り 

さらに姿勢を意識しながら、作業を続けた。 
 
 
目的意識をもって撮影することで、自分が作

業をするときものこぎりの角度や姿勢に気を

付けて作業に取り組むことができた。 
 5.まっすぐ切断できた時の

ポイントを発表しあう。 

3-③学習者の説明資料 

 

まっすぐに切断するポイントを、画像を活用して

わかりやすく説明する。 
生徒たちはテレビ画面を示しながら自信をもっ

て話していた。教師は、生徒の気付きを活かせる

ように助言していた。 

【板書計画】 

 ・黒板では課題を提示し、作業のポイントを確認できるようにする。50 インチテレビでは、作

業の様子や参考資料を提示する。 

 

 

 

 

 

 

 

【準備・環境づくり】 

  ・デジタルカメラは、話し合いをするという観点から、班（４名） 

で１台を使うようにする。特別教室で他教科が使用することが 

ないため、50 インチテレビと教材提示装置は常設している。 

  ・机の上に教材提示装置を置く位置やターゲットの印をつけておき、 

  映したいものがすぐに映るようにしておく。 

 ・資料を見せるときは静止画保存をして、説明の途中で資料がずれないようにする。 

土
台
づ
く
り

交
流 

交
流 

黒板 50 ｲﾝﾁﾃﾚﾋﾞ 

作業の様子や

参考資料を 

提示する。 

両刃のこぎりで切断しよう 

イスを利用 

・イスを倒す。→高さの調節 

・手前に座面。→引くときに切れる。 

動きを考えて固定。 

 まっすぐに切断 

 ・「のこ身」を真上から見るように。 

課題と作業の

ポイントを示

す。 

交
流 

交
流 
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 6.学習のまとめ 

2-①教員の説明資料 

 

切断の仕方についてまとめをした。 
交流場面での生徒の気付きをいかしなが

ら、教科書の図でもう一度、のこぎりの引

き方のポイントを確認した。実際に試して

いるため頷きながら聞いている生徒が多か

った。 

④授業の考察 

 この授業は、交流する中から課題を解決し、技能を習得する流れになっている。 

《交流の場》 

・ＩＣＴが友だち同士の関わり合いのきっかけとなった。のこぎりを持っていない生徒が自分の番に

なるまで待つのではなく、デジタルカメラを持つことで主体的に友だちに関わろうとするのである。

また、撮影のチャンスを狙うことで、互いの動き方を意識するようになった。よく見ることでアド

バイスが的確になったり、気付きが多くなったりしていた。また、意識的に撮影したことで失敗す

る使い方、うまくいく使い方について考えるきっかけにもなった。 

・授業をしたクラスは、以前にもデジタルカメラを活用した経験があったため、その操作で困った様

子は見られなかった。一方で、木工室には机やイスがあるため、思った通りの方向から写真が撮れ

ずに困るグループもあった。 

《土台づくりの場》 

・生徒たちの気付きを教師の説明資料として取り上げた。撮影した資料をその場で臨機応変に示した

り、具体物とともに話したりすることで、よりわかりやすい説明ができた。また、教科書の資料と

照らし合わせて解説することで学びを確かにすることができた。 

《授業全体から》 

 後日、実際にものづくりに入り木材を切断したところ、まっすぐに切れずに困る生徒は数名にとど

まっていた。指導者から「例年よりも、作業が正確に行われている。さしがねの使い方やかんなの使

い方の指導も同じように行っているので、一つ一つの作業の質があがり作品にもあらわれている。」と

いう感想を得た。 

（３）検証授業３ 

①本時について 

 

 

 

②ＩＣＴを効果的に活用するための留意点 

 

土
台
づ
く
り 

小学校 6年理科「大地のつくり～地層のでき方を調べよう～」 （2時間授業） 

本時の目標：・大地のようすやその構成物と川原の石の形などから推論して，地層のでき方を考え，自分

の考えを表現することができる｡ 

・水槽に土を流し込む実験を通して，地層のでき方を調べることができる。 

【教材の吟味】 

・視聴前後の活動をしやすいように内容構成された NHK 学校放送番組を用いることで、野外観察で

得られる体験の代行とし、課題への見通しを持てるようにした。 

・教材提示装置と液晶プロジェクタを用いて実験の様子を拡大提示することで、演示実験をより観

察しやすくするだけでなく、観察すべき箇所が焦点化されるようにした。 

・堆積層の境界線を模造紙に投影した画像に直接書き込むことで、実験結果を容易に図化すること

ができるようにした。 
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③授業の様子とＩＣＴ活用の効果 

 学習場面と ICT 活用の目的 学習の様子 

 
 
 
 

1.『ＮＨＫ しま模様の

ひみつ』の視聴をする。 

1-③体験の代行 

 

 

1-②動機付け 

 

理科室で 10 分の番組を視聴した。 

 

教材として適当な地層や川原の石を

見に行くことは難しいので、番組を見

ることで体験の代行をした。 

前時の内容を振り返るとともに、地層

ができるのには川の流れが関係して

いることを意識させるのには効果があった。答えのない番組なので、問題

意識をもつ動機づけとなった。 

 2.大地に見られる層を地

層とよぶことと、地層に

含まれている小石を礫

とよぶことを知る。  

2-①教員の説明資料 

礫、砂、泥はこの実験のキーワードなので紙に書き、ホワイトボードに提

示したままにした。 
 
 
教科書の図を 50 インチテレビに映すことで、クラ

ス全員で資料の川原の石、地層の石を確認すること

ができた。また、写真を指し示すことで何に注意し

て観察をしたらよいのか明確に示すことができた。 

【板書計画】 

・ホワイトボードには、授業の間、児童に意識させたいことや時系列で表すもの（めあて，ポイン

ト，まとめ）を提示する。液晶プロジェクタには、拡大提示と画像への書き込みを要するものを

映す。50 インチテレビには、拡大提示が必要な画像（学校放送番組，資料の写真，ワークシート）

を提示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【準備・環境づくり】 

・理科室には 50 インチテレビにＤＶＤプレーヤーが接続された状態で設置されている。 

・教材提示装置は、児童の視線と同じ向きにするために中央前の実験台に設 

置した。映したいところが、すぐに映せるように実験台の上にターゲット 

になる台紙を準備した。また、教材提示装置の機能を使って、実験の録画 

をしたり２画面表示をしたりする。スムーズに操作を行えるよう、ワイヤ 

レス・ペンタブレットを準備した。 

・プロジェクタの映像は、模造紙に投影する。書き込みができるようにマーカーを準備する。 

・50 インチテレビにはＨＤＭＩケーブルで、プロジェクタにはＲＧＢケーブルで接続。安全配慮の

面から、ケーブル等は養生テープで固定しておく。 

土
台
づ
く
り 

50 ｲﾝﾁﾃﾚﾋﾞ 
拡大提示が必

要な画像を提

示。 

土
台
づ
く
り 

黒板 

児童に意識させた

いこと 

時系列で示すこと 液晶ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ
拡大提示と画像への書き込みを要するもの
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3.課題の提示 

『しま模様のひみつ＝地

層のでき方』について考

えよう。 

授業の間中、気にしておくべき内容なので、課題はホワイトボードに書い

て示した。 

 4.視聴した番組内容と提

示された資料をもとに

予想を話し合う。 

3-③学習者の説明資料 

 

ワークシートをクリップボードに挟み、実験装置の周りに集まった状態で

予想をした。 
 
ワークシートを使い、言葉だけでなく図で具体

的に予想を伝えることができた。自分と同じ考

えかどうかを視覚でも確認できたので意見の交

流がしやすくなった。 
 5.実験の実施と観察 

2-①教員の説明資料 

 

 

 

 

4 困り感のある児童への対応 

 

実験装置が一つだけしかないので、教師の演示による実験をした。 
ＩＣＴを活用して中継することで、実験の

様子をしっかりと子どもたちに見せること

ができた。ほとんどの子どもたちは実物を

中心に見ていたが、確認のために拡大され

た画面も活用していた。 
この実験装置は大きいので、困り感のある

児童にとってはどこを見ればよいのかわか

りにくい。画面で切り取ることで、見るべ

き場所を明確にすることができた。また、拡大提示された実験結果を具体

的に読み取ることでさらに視点を明確にすることができた。 
 6.実験から地層のでき方

について話し合う。 

3-①振り返り 

 

 

 

 

2-①教員の説明資料 

 

 

 

 

4 困り感のある児童への対応 

 

実験をもとに、地層のでき方を話し合った。 
 
結果を提示したままにしておくことで話し

合いの根拠とすることができた。グループで

の話し合いでは、ホワイトボードにある映像

を指し示すのでは物足りず、直接映像を指さ

しながら友だちに説明する児童もいた。 
実験結果は、礫・砂・泥が幾重にもなり、

読み取りづらかった。そこで、教師が投影

された地層に線を引くことで結果をどのよ

うにみるとよいのか、子どもたちに視点を

示すことができた。 
投影をやめるとワークシートと同じ、「図」になる。困り感のある児童に

実験結果の読み取り方を示すことができた。 

 

7.実験２の様子を実験 1 の

画像と比較して話し合う。 
3-②比較 

 

実験①の結果だけでは、地層のでき方がとらえにくいので、水を入れた試

験管の中に土を落とす実験②を行った。 
実験①と実験②の結果を関連付けて考え

ようとする子どもはいなかったようだ

が、大画面に並べて表示することで地層

の重なり方に関係があることに気付かせ

ることができた。さらに、実験１の結果

をマスキングすることで、実験２の結果

が幾重にも重なった状態であることにも

気付くことができた。 
8.地層がどのようにして

できたのかをまとめる。 

3-③学習者の説明資料 

 

話し合いをもとにして、地層のでき方をワークシートにまとめた。 
 
ワークシートを拡大表示し、視覚的にも考えを示すことで、わかりやすく

伝えることができた。 

 

交
流 

土
台
づ
く
り 

交
流 

土
台
づ
く
り 

交
流 

交
流 
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④授業の考察 

 この授業は 2時間続きの実験の授業である。ＩＣＴの活用場面は、「土台づくりの場」と「交流の場」

が交互にあらわれている。 

《土台づくりの場》 

・地層や川原の石を見に行く体験を映像で代行した。学習をしていくきっかけにするので地層のでき

方について答えのない番組を選んだ。前時の内容も含んでおり、振り返りを兼ねて本時の内容への

動機づけとして有効であったが、10 分の番組はちょっと長い印象も受けた。 

・実験装置が一つしかないので実験は教師が演示をした。教材提示装置で実験の様子を映し出すこと

でしっかりとその様子を見せることができた。実験中はほとんどの児童が実物を見ていた。ＩＣＴ

で拡大することで、見えにくいところにいても実験の様子を確認することができた。また、画面に

おさめることで困り感のある児童にも見るべきところをわかりやすく示すことができた。土には白

（礫）、橙（砂）、緑（泥）と色がついていたが、機器のもつ色調補正が原因で色が不安定になった。

背景を白にすることでそれが解消できることがわかった。 

・実験結果は礫・砂・泥が幾重にも重なったためわかりにくかった。模造紙に投影した地層に線を引

くことで結果をどのように見たらよいのか視点をもたせることができた。また、投影をやめると線

が残ることで困り感のある児童に、実験結果の読み取り方を示すことができた。 

《交流の場》 

・予想やまとめの場面では、ワークシートを見せながら話すことでわかりやすく説明できた。 

・実験の結果や二つの実験の比較などをヒントとして提示した。具体物を示すことが子どもたちの思

考を促し、意見の交流を活発にできることがわかった。 

《授業全体から》 

 授業者によるとＩＣＴの準備よりも実験の準備が大変であったという。やや高度な操作が必要なＩ

ＣＴ活用をしたが、慣れればそれほど負担のないことだという。その後の授業で、ボーリングテスト

から地層の広がりを確かめたり岩石標本を調べたりするときに、この実験とつなげた意見が多くみら

れたそうである。また、「実験がよくわかって、楽しかった」という子どもたちの感想も聞かれた。 

（４）検証授業を通して 

【「土台づくりの場」において】 

① 学習活動に対する関心や意欲を高める効果 

《体験しにくいことへの動機づけとなる》 

 身近でないことを学習問題として取り上げるのは難しい。実際に出かけて見て触れることが理想だ

が、地層の学習では映像によって 1-③体験の代行を行った（検証授業３）。番組の視聴を通して体験

の代行をすることで、学習すべき内容に具体的なイメージをもって取り組むことができた。一方で番

組自体にも意図があるので、本時とのすり合わせは大切なことであると感じた。教師が事前に視聴し、

どのように視聴させるかを吟味することはもちろん必要である。 

《学習意欲の向上につながる》 

予備授業の際に「見えなくてよくわからなかった」という感想があった。児童生徒にとって、「見え

るか見えないか」は、「わかるか、わからないか」につながることである。ＩＣＴの活用が児童生徒の

「やる気」につながることがたくさんあった。例えば、2-①教員の説明資料をよりわかりやすく提示

することで「もっとよく見よう」と実験装置や画面にもどったりする子どもたちがいたり（検証授業
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３）、2-③モデルの提示により「次はあのようにやってみたい」と考えたりした（検証授業２）。「見て

わかる」ことが学習意欲につながるように感じられた。 

② 知識や技能の習得を促す効果 

《活動の見通しをもたせることができた》 

子どもたちは小さな理由でつまずいていることが多い。例えば、ワークシートの問題を黒板に写し

変えただけで、ワークシートとの照合が難しくなることもある。数学の授業では、2-②繰り返しによ

る定着を目的として、証明の仕方を確認した（検証授業１）。多くの生徒が画面を見ながら自分の答え

を見直すことができた。手元の資料と全く同じワークシートを拡大したからである。ＩＣＴを使うよ

さは拡大の効果だけでなく、作業をする目線でモデルを示すことができることにもある。ＩＣＴを使

って具体的に指示することで、少なくとも課題がわからないままでいる児童生徒が少なくなった。こ

のことは学習を進めるうえで大変重要なことである。今までの授業で全員が課題をつかめていないの

に作業に入ってしまったことはなかっただろうか。今、ワークシートのどこをみているのか、どうす

ればいいのか、などをＩＣＴで確実に伝えることにより見通しをもたせることができ、一斉学習でも

全員を同じスタートラインに立たせることが容易になった。 

《作業の効率アップで時間の余裕がうまれた》 

地層の学習では、番組視聴をもとに課題に取り組んだ（1-③体験の代行、検証授業３）。実地調査を

して学習問題につなげることは大切だと思う。しかし、そこを映像に置き換え、「地層のでき方」に視

点を置いてしっかりと考える時間を確保するという考え方があってもよいのではないだろうか。数学

では、2-②繰り返しによる定着を図るため、教師がワークシートを拡大提示しながら前時の問題の説

明をした（検証授業１）。これによって、本時の課題を考えるための時間を長く確保できた。ＩＣＴを

活用して効率よく説明することで、じっくりと考えたり作業をしたりする時間が保障できた。 

【「交流の場」において】 

③ 意見の交流を促す効果 

《児童生徒に寄り添った教材提示》 

 ＩＣＴを使うことで、今まではできなかったような教材提示のしかたが可能になってきた。例えば、

技術の授業では 3-①振り返りとして「のこぎりをひく様子」を写真に撮り、それを教材として活用し

た（検証授業２）。理科の実験では、3-②比較のために、今行ったばかりの「実験２」の結果と先に行

った「実験 1」の結果を拡大してその場で比較することができた（検証授業３）。しかし、教材化が簡

単であるが故に目的が曖昧だと授業が思わぬ方向に流れてしまうこともある。目的を明確にして授業

に活かすことで臨機応変に教材を差し替え、より児童生徒に寄り添った授業が可能になった。 

《先生が教える授業から、みんなで考える授業へ》 

 数学の授業では、証明の仕方を生徒が説明するときに、3-③学習者の説明資料として、ワークシー

トの拡大提示をした（検証授業１）。教師ではなく友だちが説明することで、疑問に思うこと、いいと

思うことが素直に他の生徒の口からこぼれた。友だちのアドバイスをもとにワークシートの答えを修

正することで、他の生徒も自分の考えを見直し修正をすることができた。子ども同士が学び合う場面

にＩＣＴはとても効果的である。また、ＩＣＴを活かしてみんなで考える授業をすることで思考力・

判断力・表現力を育む足掛かりになる可能性がある。 

《よい教材がよい交流を生む》 

理科の授業では、子どもたちは話し合いながら常に黒板やテレビの資料を意識していた。3-①振り
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返りとして、話のよりどころとしているのである（検証授業３）。これは従来の授業でも行われてきた

ことである。しかし、ＩＣＴを活用することで実験結果の画像やワークシートなども、その場で拡大

して提示することができるようになった。よりよい資料を選んで提示できたことで、子どもたちがそ

れを根拠としながら自分の考えを一生懸命友だちに語り、考えを深める様子を見ることができた。考

えるのに適切な素材が共有されていることが交流活動の中では大切なのではないかと思う。 

【全体を通して】 

④ 困り感のある児童生徒に対応する効果 

視覚的に情報を示すことで、具体的・直感的に理解することができた。この効果は他の児童生徒へ

の助けにもなった。たとえば、数学の前時の課題の振り返りの場面でも、該当する生徒だけでなく多

くの生徒にとって復習となり、本時の活動の土台を確認する機会となった(検証授業１)。また、理科

の授業では、見るべきところを画面で焦点化したが、他の多くの児童にとっても視点を明確にするこ

とができた（検証授業３）。困り感のある児童生徒への対応を意識して活用することが、授業のわかり

やすさにつながっていた。 

Ⅲ 研究のまとめ 

１ 研究から見えてきたこと 

（１）確かな学力とＩＣＴ活用 

○「土台づくりの場」では、ＩＣＴ活用を通して、見通しをもって活動を進めたり、見落としてもま

た見ることができたりすることで、より多くの子どもたちが安心して学習に取り組めるようになっ

た。今までみんなが何をしているのかわからないまま授業時間を過ごしてきた子どもたちも、「教科

書のどこの部分を見ているのか」「ワークシートにどのように書けばいいのか」ということが具体的

にわかるのである。「わかる」ことは、学習活動に対する意欲へとつながることが確認できた。さら

に、ＩＣＴで示された教材を、説明を聞きながらよく見たり、丁寧に読み取ったりすることで、考

える材料となる知識や技能を習得しやすいことも明らかになった。このことは困り感のある子ども

たちだけでなく、ほとんどの子どもたちの助けになることがあらためて確認された。これらのこと

から「土台づくりの場」でのＩＣＴ活用は、「学力をのばす」ということよりもクラス全員に「知識・

技能」を丁寧に習得する機会を与える、という部分への寄与が大きいといえるだろう。 

○「交流の場」では、黒板とともに大きな画面で話のよりどころとなる資料を提示することが、思っ

ていた以上に思考を促し、話し合いを活発にするきっかけを作ることが確認された。今回の検証授

業では、ＩＣＴの活用で手軽にワークシートや写真などを示しながら考えを伝える場面があった。

このような使い方は、「授業中話を聞いているだけ」という受動的な姿勢から、「自分の考えを伝え

て学びあう」という主体的な姿勢に転じるきっかけとなった。思考力・判断力・表現力を育むこと

の大切さが言われている今、その学習活動を支える手立ての一つとしてＩＣＴをもっと活用すべき

だろう。 

（２）いつもの授業にプラスＩＣＴをした授業づくり 

《手順１について》 

手順１では、確かな学力を育成するためにＩＣＴを活用できる場面として、「土台づくりの場」「交

流の場」を位置づけることを提案した。このことは、「知識・技能を習得させる」「互いに考えを伝え

合う」というねらいを意識する上で有効であった。 
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《手順２について》 

ここでは、ＩＣＴの効果を具体的に意識し、さらに具体的な目的を考えることとした。今回の授業

では「土台づくりの場」には、「1 関心や意欲を高める効果」「2 知識や技能の習得を促す効果」があ

ることがわかり、「交流の場」には「3 交流を促す効果」が見られている。また、「4 困り感のある児

童生徒に対応する効果」は場面を超えて全体に効果が見られることもわかった。このことを踏まえる

と、効果は手順 1 の場面と同時に考えてもよいかもしれない。また、どちらの場面であっても「4 困

り感のある児童生徒に対応する効果」を活かせることを念頭において、その上でＩＣＴ活用の目的を

考えるとわかりやすいように思う。 

ＩＣＴはあくまでも道具なので、活用の目的を具体的に考えておくことで役割を明確にして使うこ

とができた。効果と 11 種類の活用の目的との関係を表で示したが、複数の効果がある「活用の目的」

もあった。例えば、検証授業の考察にもあるように、2-①教員の説明資料が「知識・技能の習得を促

す効果」だけでなく、「学習活動に対する関心や意欲を高める効果」にもつながっていた。学習の流れ

に合わせて効果や目的を考えることがまずは大切である。また、それに関わって他の効果も得られる

ことも確認された。 

《手順３について》 

手順３では、活用する前の留意点について述べた。ＩＣＴの効果を活かすために、この部分は大変

重要である。ＩＣＴで教材を提示するときには、教材そのものを吟味するとともに、見せ方について

も配慮が必要である。例えば、地層づくりの実験では、水槽の前は児童が集まるので反対側から撮ろ

うと考えた。そうすると当然映像は逆になる。わかりやすさを考えると児童と同じ向きで撮ることが

効果的であることから、安全性を確認したうえで児童側に教材提示装置を配置した。このように、ま

ず子どもの目線を大切にして、機器の置き場所を考えるとよい。 

 次に、ＩＣＴを意識した板書の必要性についても触れた。授業から、黒板だけでなくその横に（あ

るいは前に）あるテレビ画面が思考のヒントや交流の手掛かりになっていることがあらためてわかっ

た。テレビ画面は見せておくのか、消しておくのかも含めて情報を上手に示すことで、児童生徒が頭

の中を整理しながら学習していけるように配慮する必要がある。 

 また、50 インチテレビは場所をとるし、教材提示装置は置く台が必要である。常に使うことを前提

にすると今までの教室レイアウトを見直していく必要がでてくる。黒板同様、教室になくてはならな

い道具としてＩＣＴを受け入れた教室環境づくりをしていくことが大切である。 

 後にＩＣＴを効果的に活用するためには、それをどの場面でどのように使うのか、それを考える

教師の指導力が重要である。当たり前のことではあるが、教師がしっかりと学習のねらいをもってＩ

ＣＴを授業づくりに活かしてはじめて確かな学力につなげることができる。効果を考えながらＩＣＴ

活用の経験を積み重ねることで、さらに確かな学力の育成につながる使い方を見いだすことができる

と考える。 

２ 今後の課題 

今回の研究では、いつもの授業に効果的にＩＣＴをプラスすることで、知識・技能の習得や学習意

欲の向上が可能なことがわかった。しかし、思考力・判断力・表現力を育むことに関しては、今回の

研究は十分ではなかったと思う。今後、これらを育むことについて研究する際には、子どもたちの主

体的なＩＣＴ活用といった視点があげられると思う。教師がＩＣＴを活用し始め、ＩＣＴが教師の手

に馴染んでいくと様々な活用方法、場面がでてくる。それと同時に、子どもたちの中にも「体験でき
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ないことを 50 インチテレビで見て確かめたい。」「友達のノートをもっと見て考えを深めたい。」「私た

ちも使って発表したい。」といった意欲が出てくると思う。どの教室でも 50 インチテレビや教材提示

装置がごく普通に活用されるようになることで、子どもたちの主体的な活用が進み、思考力・判断力・

表現力を育むことが可能になるのではないかと考えている。 

ＩＣＴ活用の現状の把握をもとに授業を進めてきたが、各教室に配置された 50 インチテレビやＰＣ

はいつでも使える状態にしないとＩＣＴを活用する気にはならないであろう。環境を整えることは、

教師にとっても、児童生徒にとっても授業に対するモチベーションにかかわる重要なことなので、こ

れらについても今後考えていく必要があるだろう。 

 

 後に､研究を進めるに当たり、ご支援、ご助言をいただきました講師の先生方､また、校長先生を

始め学校教職員の皆様に､心より感謝し厚くお礼申しあげます。 
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