平成27年度(2015年度) 情報教育に関する研究Ⅰ

小学校におけるタブレット PC を活用した算数科の朝の学習
－主体的に学習に取り組む態度の育成と基礎的・基本的な知識・技能の定着を目指して－
内容の要約
文部科学省は、平成29年度までに各校に設置場所を限定しない可動式コン
ピュータ40台を整備することを目標としている。そのような中、県内におい
ても可動式コンピュータの一つであるタブレット PC の導入が進められてい
る。一方、滋賀県の児童は、基礎的・基本的な知識・技能が十分に定着して
いない現状がある。このような現状を改善するために、学習者用デジタル教
材「ガッテン!!デジタル」を作成し、それをダウンロードしたタブレット PC
を活用して算数科の朝の学習を展開した。その結果、主体的に学習に取り組
む態度の育成や基礎的・基本的な知識・技能の定着につながった。
キーワード
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学びを支える三つの機能
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研究構造図

主体的に学習に取り組む態度の育成
基礎的・基本的な知識・技能の定着

朝の学習の時間にタブレット PC を活用して取り組む
① タブレットPCの準備
② 課題を選択して学習
③ 答え合わせ
④ 学習履歴把握ワークシートの記入
⑤ タブレットPCの片付け

学習者用デジタル教材「ガッテン!!デジタル」の作成
学びを支える三つの機能
課題選択機能

自らの習熟度に応じて、取り組
みたい課題を選択し、主体的な学
びにつなげる

正答表示機能

時間をかけずに解答の正誤判断
を行い、つまずきを把握したり、
繰り返し学習を行ったりする

ヒント機能

取り組んでいる問題の解き方を
ヒントとして提示し、つまずきの
自力解決につなげる

滋賀県の現状
○ タブレット PC の導入が進められており、有効な活用方法が求められている
○ 滋賀県の児童は、基礎的・基本的な知識・技能が十分に定着していないⅰ）
○ 一人ひとりの課題に応じた学力の定着を目指し「ガッテン‼プリント」に取り組んでいる

先行実践より
○ 教科等でタブレット PC を活用して個別学習を行うことで知識・技能の習得が可能ⅱ）
○ 朝の学習で全国学力・学習状況調査の正答率が向上ⅲ）
ⅰ）滋賀県教育委員会「平成26年度全国学力・学習状況調査結果の概要‐第３回公表‐」平成26年(2014年)
ⅱ）文部科学省「学びのイノベーション事業 実践研究報告書」平成26年（2014年）
ⅲ）文部科学省「全国調査の結果分析を活用した指導改善の実践例」平成23年（2011年）
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小学校におけるタブレット PC を活用した算数科の朝の学習
－主体的に学習に取り組む態度の育成と基礎的・基本的な知識・技能の定着を目指して－
Ⅰ 主

題

設

定

の

理

由

文部科学省の「教育の IT 化に向けた環境整備４か年計画(2014年)」によると、平成29年度までに、各
校に設置場所を限定しない可動式コンピュータを40台整備することが目標とされている。そのような中、
滋賀県内でも可動式コンピュータの一つであるタブレット PC の導入が進められており、有効な活用方
法を探る研究が進められている。
一方、滋賀県教育委員会の「平成26年度全国学力・学習状況調査結果の概要‐第３回公表‐(2014年)」
では、滋賀県の児童は、主に知識を問う A 問題で、学年ごとに身に付けておかなければならない基礎的・
基本的な知識・技能が十分に定着していないと分析している。そして、これらを改善するには、児童の
学習状況を改善し、主体的な学びの姿勢を育成する必要がある(学ぶ力向上

滋賀プラン、滋賀県教育委

員会、2015年)としている。滋賀県総合教育センターでは、これらの課題に対する具体的な手立てとし
て、朝の学習等の学力補充の時間に使用することで、一人ひとりの課題に応じた学力の定着を図ること
ができる「ガッテン!!プリント(学び直しプリント)」i ）を作成している。
学力の定着については、
「学びのイノベーション事業 実証研究報告書」(文部科学省、2014年)におい
て、タブレット PC 等を活用した個別学習で、習熟の程度や誤答傾向に応じたドリルソフトを用いて学
習を進めることで知識・技能を習得することが可能になるとされている。また、
「全国調査の結果分析を
活用した指導改善の実践例」(文部科学省、2011年)では、全国学力・学習状況調査の正答率を向上させ
る効果的な取組の一つとして、朝の学習の充実が挙げられている。朝の学習は、主に個別学習で行われ
るため、タブレット PC を用いることで、より効果的に知識・技能を習得することができると考えられ
るが、タブレット PC を用いた朝の学習の研究はほとんど行われていない。
このような現状から、「ガッテン!!プリント」のデジタル版として「ガッテン!!デジタル」を作成し、
タブレット PC を活用した朝の学習を行うことにより、児童が主体的に学習に取り組む態度の育成や基
礎的・基本的な知識・技能の定着を図りたいと考え、本主題を設定した。
Ⅱ 研

究

の

目

標

学習者用デジタル教材「ガッテン!!デジタル」を作成し、タブレット PC を活用した朝の学習に取り組
むことを通して、児童が主体的に学習に取り組む態度の育成や基礎的・基本的な知識・技能の定着を図
る。
Ⅲ 研

究

の

仮

説

朝の学習において、タブレット PC を活用して学習者用デジタル教材「ガッテン!!デジタル」に取り組
み、児童一人ひとりの習熟度に応じた学習を行えば、主体的に学習に取り組む態度の育成や基礎的・基
本的な知識・技能の定着を図ることができ、ひいては、児童の学ぶ力を育むことができるであろう。

ii) 「学び確認テスト」から明確となった児童・生徒一人ひとりの課題に応じた学力の定着を図ることを目的に作成した学習教材。
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Ⅳ 研究についての基本的な考え方
１

本研究における朝の学習の目標と窓口となる教科
前述したように、滋賀県の児童は、基礎的・基本的な知

0

識・技能が十分に定着しておらず、これらを改善するには、

-1

主体的な学びの姿勢を育成する必要がある。そのため、本

-2

研究での朝の学習の目標を、主体的な学びの姿勢を育成し、
基礎的・基本的な知識・技能の定着を図ることとする。
また、全国学力・学習状況調査の滋賀県の平均正答率と
全国の正答率との差の推移(図１)を国語 A と算数 A で比
較すると、算数 A の方が全国の正答率との差が開いている
傾向にある。そのため、算数科を窓口として研究を行う。
２

国語A

算数A

-3
-4
-5
H21

H22

H24

H25

H26

図１ 全国学力・学習状況調査の滋賀県の
図１ 平均正答率と全国の正答率の差の推移

主体的に学習に取り組む態度、基礎的・基本的な知識・技能
滋賀県教育委員会では、
「主体的に学ぶ姿勢、学び方、学習規範など『学びの基礎』を身に付けさせ
ることを目的とした『学びの基礎体験型学習プロジェクト』を実施する」１）(学びの基礎指導の手引
き、平成27年)としている。これによると、「主体的に学ぶ姿勢」の三つの要素の一つを「意欲的に学
習をする能力や態度」とし、六つの能力や態度を示している。本研究では、それらの中から朝の学習
での検証が可能となる、
「わからないことは、自分で調べる」「新たな問題に果敢にチャレンジしよう
とする」という項目に焦点をあて、研究を行う。
また、滋賀県の児童は、主に知識を問う A 問題で学年ごとに身に付けておかなければならない基礎
的・基本的な知識・技能が十分に定着していないとされている。このことから、本研究では、基礎的・
基本的な知識・技能を全国学力・学習状況調査の A 問題の内容として示されている「身に付けておか
なければ後の学年等の学習内容に影響を及ぼす内容」とし、研究を行う。

３

タブレット PC を活用した朝の学習
「学びのイノベーション事業 実証研究報告書」(文部科学省、2014年)では、ICT 活用の留意点とし
て、ドリル学習の際は「反復練習は紙のノートを活用する等、ICT の効果的な使い分けが必要」２）と
している。さらに、タブレット PC へのペン入力の反応が悪かったり、細かな字が書けない場合があ
ったりすることや、タッチペンによる操作の際、画面とポイントとがずれると児童がいらいらするこ
とが報告されている。このようなことから、児童が慣れ親しんでいるノートを利用した方が、児童に
ストレスを与えず、スムーズに学習が進められると考えられる。さらに、ノートに解答が残ることで、
振り返り等の学習も行うことができる。そのため、本研究ではタブレット PC とノートを併用し、問
題提示等をタブレット PC で行い、解答をノートに行う形で朝の学習を展開する。

４

タブレット PC を活用した朝の学習のための教材の作成

(１)

「ガッテン!!デジタル」
学習者用デジタル教材「ガッテン!!デジタル」を作成し、それをダウンロードしたタブレット PC

を活用して朝の学習を行う。デジタル教材については、プレゼンテーションソフトを用いて作成し、
汎用性の高いものにし、
「ガッテン!!プリント」同様、
「学び確認テスト」と対応した学習ができるよ
うに、３～６年生の算数科全領域の問題(各学年50枚程度)を作成する。なお、デジタルの特長を生
かし、児童の学びを支えるための以下の機能を含める。
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ア

課題選択機能
児童が自らの習熟度に応じて課題に取り組めるように、課題
が選択できる機能を含める。
まずはトップページで「学年」と「内容」の２項目から選択で
きるようにする(図２)。
「学年」を選んだ場合は、３～６年生の
各学年の項目から、また「内容」を選んだ場合は、
「整数」や「図
形」等、４領域で示された内容を、児童が授業で慣れ親しんだ文
言に置き換えた項目から選択できるようにする。なお、小学校
学習指導要領解説算数編で示されている算数科の内容を参考に
選択項目を構成する。

イ

正答表示機能
「学ぶ力向上

滋賀プラン」(滋賀県教育委員会、2015年)で

図２ 「ガッテン!!デジタル」
図２ トップページ

は、子どもの学ぶ力を育むためには、つまずいた箇所を繰り返
し学ばせ、基礎的・基本的な知識・技能の定着を図り、ねばり強
くやりきる姿勢を身に付けさせる必要があるとしている。この
ような姿勢を身に付けさせるには、まずはつまずいた箇所を自
ら把握できるようにする必要がある。
そこで、タブレット PC に触れるだけで、正答が表示される機
能(図３)を含め、時間をかけずに、児童が自ら解答の正誤判断

触れるとめくれて
答えを表示する

をして、つまずいた箇所の把握ができるようにする。
ウ

ヒント機能
教員が、児童のつまずきや習熟度に応じた指導・支援を行う

図３ 正答表示機能

ことで、一人ひとりの課題に応じた学力の定着を図っていくこ
とができる。しかし、限られた時間内では、一人の教員が全ての
児童に指導・支援を行うことが難しい場合もある。
そこで、
「ガッテン!!デジタル」にヒントが提示される機能(図
４)を含め、児童自らがこれを活用することで課題を解決し、学
力の定着が図れるようにする。なお、ヒントの内容については、
「全国学力・学習状況調査解説資料 小学校算数」(国立教育政
策研究所)等を参考に作成する。
(２)

「ガッテン!!ノート」
前述したように、今回はタブレット PC とノートを併用する形

で朝の学習を展開する。そのため、児童がノートとして使えるよ

図４ ヒント提示画面

うに、一般的に３年生以上が使用している12mm のマス目に合わ
せたワークシートを作成する。また、グラフの問題にも対応できるように、グラフ用のワークシー
トも作成する。そして、それらを書類とじでとじたものを学習者用ノート「ガッテン!!ノート」とし
て利用する。
(３)

学習履歴把握ワークシート
一目で学習の足跡が分かるように、学習履歴が把握できるワークシートを作成する(p.4の図５)。
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プリントの番号と併せて各領域の内容を示し、児童自身がどの学
習に取り組んでいるのかが理解できるようにする。また、自己評
価を記入できる欄を設け、自分が得意としている領域や苦手とし
ている領域を把握できるようにする。
図５ 学習履歴把握ワークシート

Ⅴ 研
１

究

の

進

め

方

研究の方法
研究の対象は研究協力校２校で、ともに小学校第５学年とする。

（１） 研究協力校において、
「ガッテン!!デジタル」試作版を用いた実践や、児童を対象に朝の学習の
取組についての質問紙調査を実施し、「ガッテン!!デジタル」に必要な要素を探る。
（２）

「ガッテン!!デジタル」試作版を用いた実践や質問紙調査の結果から、
「ガッテン!!デジタル」

を改善する。
（３） 研究協力校において、「ガッテン!!デジタル」をダウンロードしたタブレット PC を用いて朝の
学習を行い、主体的に学習に取り組む態度の育成や基礎的・基本的な知識・技能の定着を図るこ
とができたか検証する。なお、朝の学習については、研究協力校２校の指導計画での位置付け通
り（一校については週２回各10分間、もう一校については週３回各15分間）行うこととする。
２

研究の経過
４月
５～12月

研究構想、推進計画の立案

11～12月

研究の成果と課題の分析

「ガッテン!!デジタル」の作成と改善

研究紀要原稿執筆

６月

第１回専門・研究委員会(研究構想、計画)

１月

研究発表準備

７月

事前調査、試作版による実践

２月

研究発表大会、研究報告会

８月

第２回専門・研究委員会(教材の検討)

９～12月
11月

改善版による実践、事後調査

研究のまとめ
３月

次年度研究構想

第３回専門・研究委員会(参観、考察)

研究成果物の公開

Ⅵ 研 究 の 内 容 と そ の 成 果
１

「ガッテン!!デジタル」の作成と改善

(１)

問題の作成
問題の作成にあたっては、小学校学習指導要領解説算数編

で示されている内容や全国学力・学習状況調査の結果から、
滋賀県の児童が苦手としている問題を含めた。例えば、小学
校学習指導要領解説算数編の第５学年の「A(３)小数の乗法、
除法」では、
「内容」として「小数の乗法及び除法の意味につ
いての理解を深め、それらを用いることができるようにす
る」３）と示されている。そして、「小数の乗法の意味」とし
て、図６の数直線を示しながら、「整数や小数の乗法の意味

図６ 「小数の乗法の意味」で示され

は、B を『基準にする大きさ』、P を『割合』
、A を『割合に

図６ ている数直線

当たる大きさ』とするとき、B×P＝A と表せる。数直線を用いることによって、乗数 P が１より小
さい場合、積は被乗数 B より小さくなることも説明できる」４）としている。このように、小数の乗
法や除法の計算ができるだけでなく、内容や意味についての理解を深めることも示されている。そ
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のため、数量や図形についての意味や性質についても理解が深まるような問題が必要になると考え
られる。そこで、図７のように問題を作成した。
また、児童の算数科の朝の学習の取組に
ついての質問紙調査の結果をもとに問題数
の調整を行った。表１は、各質問項目間の
相関係数の値

i ）を示している。この結果か

ら「朝の学習で問題を解く時間が十分ある」
と回答した児童ほど、
「集中して朝の学習に
取り組めている」「諦めずに取り組めてい

表１ 算数科の朝の学習に関する質問紙調査の
表１ 質問項目間の相関
１ 朝の学習で問題を解く時間は十分ありますか
２ 集中して朝の学習に取り組んでいますか
３ 難しい問題があっても諦めずに取り組んでいますか
４ 朝の学習にもっと取り組みたいですか
５ 朝の学習で算数科の力が付いていると思いますか
(回答総数 35)

る」「朝の学習にもっと取り組みたい」「算

質 問

数科の力が付いている」と答えていること
が分かる。このことから、朝の学習の時間
内に余裕を持って解答できる問題数の方
が、児童の学習意欲が高まる傾向があると
考えられる。そのため朝の学習の時間内で
問題を終えられるように、問題数の調整を
行った(図７)。

*

１

２

３

４

５

１

1

0.630*

0.609*

0.516*

0.504*

２

0.630*

1

0.311

0.429

0.630*

３

0.609*

0.311

1

0.080

-0.081

４

0.516*

0.429

0.080

1

0.615*

５

0.504*

0.630*

-0.081

0.615*

1

相関が強い項目

問題数を調整

学習指導要領解説算数編や
全国学力・学習状況調査の
結果を参考に問題を作成

図７ 「ガッテン!!デジタル」の問題
(２)

「ガッテン!!デジタル」の改善
前述したように、
「ガッテン‼デジタル」にはデジタルの特長を生かした三つの機能を含めている。

しかし、試作版の実践を行う中で、児童や教員から様々な意見が出された。そのため、以下のよう
に「ガッテン‼デジタル」の改善を行った(p.6の図８、p.6の図９)。なお、改善の詳細についてはア
～エで述べる。

ii) 「二つの量的変数の直線的関係の方向と強さ（明確さ）を表す指標」５）。相関係数の値は、－１から１の範囲におさまる。また、

相関係数の値の絶対値は関係の強さを表しており、１に近いほど関係が強い（明確である）ことを意味している。
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表示された正答を再度隠す

一斉に正答を表示する

ヒント画面へ移動する

触れるとめくれて正答を表示する

各メニュー画面へ移動する

学年をまたいで習熟度に応じた
課題が選択できる
図８

「ガッテン!!デジタル」 問題提示画面

触れるとアニメーションがスタート
する

アニメーションでヒントを提示する

キャラクターがヒントを話す

問題提示画面へ移動する

間違いやすいポイントを説明する

図９

「ガッテン!!デジタル」 ヒント提示画面

- 6 -

情報教育に関する研究Ⅰ

ア

アイコン化
教員から「画面上に問題以外の情報量が多いと、児童によって
は集中できない」という意見が出された。そこで、当初は文字で
「ヒント」や「もどる」等と示していたものを図10のようにアイ
コン化して提示することにした。
児童は「アイコンの方が見ただけで分かりやすい」と答えてお
り、改善を行ったことで、児童にとってより使いやすい教材にな
ったと考えられる。ただし、アイコンだけではリンク先が把握し
にくいものについては、文字で補足した。

イ

課題選択機能の追加
児童が自らの習熟度に応じて課題に取り組めるように課題選
択機能を含めた。当初は、選んだ課題が自らの習熟度に合わなか
った場合、一度メニュー画面に戻って課題を選択し直さなければ
ならなかった。そこで、学年をまたいで、習熟度に応じた課題を

図10 アイコン

クリック一つで選択し直せる機能を加えた(図11)。
この機能を含めたことで、課題を選択し直す時間を短縮できた

簡単な課題へ移動する

だけでなく、
「習っていないところもチャレンジしてみよう」
「次
の学年では、どんなことをするのか見たい」等、より難しい課題
や予習に取り組もうとする姿が見られるようになった。
ウ

正答表示機能の改善
当初は、１問ずつ答え合わせをすることを想定していたが、児
童によっては１問ずつではなく、全ての問題を終えてから答え合
わせをする様子が見られた。そのため、一斉に全ての正答を表示

難しい課題へ移動する

できる機能も含めた。また、教員から「間違えた問題にもう一度
チャレンジできるようにしてほしい」という意見が出されたた

図11 課題選択機能の追加

め、表示された正答を再度隠す機能も含めた(図12)。
児童は、２種類の答え合わせの方法があるため、自分に合った

表示された正答を再度隠す

形で答え合わせを行うことができていた。また、間違えた問題の
正答を隠して再度問題に取り組む姿も見られ、
「学ぶ力向上

滋

賀プラン」(滋賀県教育委員会、2015年)で目指している、ねばり
強くやりきる姿勢を身に付けるための一助になったと考えられ
る。
エ

ヒントの改善
当初は、問題の解き方をヒントとして提示していた。しかし、
教員から「解き方全てを示すのではなく、考えるきっかけになる

一斉に正答を表示する

図12 正答表示機能の改善

ものを加えてほしい」「間違いやすいポイントを示すことで誤答
を減らせるのではないか」という意見が出された。また、児童から「ヒントが文字ばかりで読む
気がしない」
「キャラクターがいると楽しく勉強できる」という感想があった。そのため、ヒント
によっては、解き方全てを示すのではなく児童に考えさせるものにしたり、間違いやすいポイン
トを示したりするようにした。さらに、それらをオリジナルのキャラクターに説明させるように
した。
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２

タブレット PC を活用した朝の学習

(１)

学習環境の整備
研究を進める中で、タブレット PC を活用した朝の学習を展開する際の望ましい学習環境が明ら

かとなった。それらを以下に示す。
ア

タブレット PC の保管方法
朝の学習は10～15分程度の限られた時間で行われることが
多いため、タブレット PC の出し入れに多くの時間を割くわけ
にはいかない。時間を短縮するために配慮したいのが、タブレ
ット PC の保管である。図13のように、20台未満の収納ケース
にすることで、児童が集まりすぎず、タブレット PC を容易に

図13

タブレット PC 保管例

図14

スタンドを利用した状態

取り出したり片付けたりすることができる。
イ

タブレット PC の配置
本研究では、タブレット PC を問題提示用として利用した。
当初は、ノートの横にタブレット PC を寝かせた状態で利用し
ていたが、画面をのぞき込まなければならず、利用しづらそう
にする児童の姿が見られた。そのため、図14のようにタブレッ
ト PC を起こして利用できるスタンドを用いた。このようにす
ることで、画面が見やすくなって姿勢もよくなり集中して学習
できるようになった。タブレット PC をドリル形式の学習で用
タブレット PC の準備

いる場合、スタンドの利用が望ましいと考えられる。
(２)

タブレット PC を活用した朝の学習の展開

課題を選択して学習

本研究におけるタブレット PC を活用した朝の学習の展開をま
とめたものが図15である。

答え合わせ

タブレット PC については、朝の学習が始まる前にログイン等
の準備をしておく方が時間をかけずに朝の学習に取り組むこと
ができる。
課題の選択については、当初は、児童自身に課題を選択させて
いたが、どの課題を選べばよいか分からない児童の姿も見られ

学習履歴把握ワークシート
の記入

た。そのため、教員が取り組む課題を「金曜日のテストに向けて
分数の復習！ 学年→５年→分数→たし算」のように黒板に示し

タブレット PC の片付け

たり、迷っている児童に「何をすればよいか分からないなら、得
意なところか不得意なところのどちらかをするとよいよ」と声を
かけたりしながら実践を継続した。すると、課題を選べなかった
児童も「テスト前だから復習しよう」
「苦手
なところをやってみよう」
「前の学年の簡単

図15 タブレット PC を活用
図15 した朝の学習の展開例

プリントでの朝の学習と比べて
自分のやりたい問題に取り組むことができていますか

な問題からしよう」と、自ら課題を選び学習

44

に取り組めるようになっていった。その結

34
(単位は％

果、図16にあるように、78％の児童がプリン
トでの朝の学習と比べて自分のやりたい問

11

11

回答総数 35)

できている

どちらかといえばできている

どちらかといえばできていない

できていない

題に取り組めていると答えている。課題を選
図16

べるようになった児童に聞いてみると、「前
- 8 -
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は、何をすればよいか分からなかったけど、今度のテストのために復習をするとか、めあてを考え
たら選びやすくなった」「苦手なところをやるようにした」等の返答があった。このようなことか
ら、目標を設定したり、自らの学習課題を把握したりすることが自ら課題を選んで学び進めること
につながったと考えられる。
学習については、本研究ではタブレット PC とノートを併用し、問題提示をタブレット PC で行
い、解答をノートに行う形で展開した。児童は、教科書や計算ドリルの問題を解く場合もノートと
併用する形で行っていることが多いため、戸惑いを感じることなく学習に取り組むことができてい
た。
ノートについては、ワークシートを束ね、そ
れを書類とじでとじ、ノートとして利用した
(図17)。３年生の児童も使用できるようにし
たため、５年生の児童にとっては少し大きめ
のマス目にはなっているが、問題なく利用す
ることができていた。また、通常のノートと違

書類とじを利用

い、学習を終えるたびにワークシートの枚数
が増えるためノートの厚みが増していく。そ

図17

朝の学習でのガッテン!!ノートの利用

れを見た児童は、
「先生見て、こんなに勉強したんやで」と嬉しそうに話していた。ワークシート形
式のノートにしたことで学習の積み上げを視覚的にも実感することができ、学習意欲の向上につな
がった。
答え合わせについては、正答表示機能に、１問ずつ答え合わせをする機能と全ての問題を終えて
から答え合わせをする機能の二つの機能を含めていた。そのため、答え合わせの時間を設けていた
が、１問ずつ答え合わせをしていた児童については、その間も続けて問題を解く時間とした。
正答表示機能については、答え合わせ以外にも活用された。それが、問題の解き方の確認と繰り
返し学ぶことである。ある時、分からない問題があった児童が答えを見て解き方を確認していた。
その際、教員が「解き方を身に付けるために、もう一度同じ問題にチャレンジしてみよう」と声か
けを行った。すると児童は、表示された答えを隠し、再度問題に取り組んだ。正答表示機能をこの
ように活用することで、繰り返し学ぶことも可能になる。ただし、このような学習を行う場合は、
「正答が見える」ことの意義をきちんと指導して学習に取り組ませることが大切になる。
答え合わせを終えた後は、図18のように学習履歴把
握ワークシートで自己評価をする。記入する欄を極力
少なくしたため、どの児童も負担なくかつ手早く記録
することができていた。また、記録したワークシート
を見て「約数が苦手だから、家に帰ってから自主学習
でしてみよう」と、朝の学習から自己の課題を把握し、
家庭学習へつなげる姿も見られた。
タブレット PC の片付けについては、前述したよう

図18 児童が記入した学習履歴把握ワークシート

に、収納ケースに片付けをしていく。その際、充電ケーブルを接続する。なお、翌日にも朝の学習
を予定している場合は、スリープ状態にしておき、すぐに起動できるようにした。
３

タブレット PC を活用した朝の学習の効果(児童)
タブレット PC を用いて朝の学習を行うことでどのような効果があったのか、本研究でねらいとし
ている以下の２点について検証を行う。
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(１)

主体的に学習に取り組む態度の育成
検証については、児童質問紙調査と朝の学習中

分からない問題があったらどうしますか

の児童の観察から行った。なお、前述したとおり、
46

本研究では「主体的に学習に取り組む態度」につ

34
(単位は％

いては、
「わからないことは、自分で調べる」
「新
たな問題に果敢にチャレンジしようとする」とい
う項目に焦点をあてて、研究を行った。そのため、
これらの姿を見取ることにより検証を行う。
図19は、朝の学習に関する質問紙調査の結果で
ある。分からない問題があった場合、
「そのままに

答えを見る

先生に尋ねる

そのままにしている

図19

童が、なぜその答えや解き方になるのかを考えた

友達に尋ねる

朝の学習に関する質問紙調査結果②

タブレット PC とプリント
どちらの朝の学習がよいですか

77

トを見る」が46％、
「答えを見る」が34％となって
らは、ヒントを見たり、答えを見たりしている児

6 5

回答総数 35)

ヒントを見る

している」と回答した児童はわずか５％で、
「ヒン
いる。図20の「タブレット PC を選んだ理由」か

9

23
(単位は％

タブレット PC

回答総数 35)

プリント

タブレット PC を選んだ理由
・答えを見てなぜそうなったかを考えられる。

りしていることが分かる。また、答え合わせ後に

・ヒントを見て解き方が考えられる。

誤答があった場合、再度考えていることも分か

・答え合わせがすぐにできて、間違っているとこ

る。これらの姿から、分からなかったり、間違っ

・ろを考えることができる。

たりした問題をそのままにせず、自分で調べよう

・みんなが集中できている。
・途中で終わっても、違う時間に続けてできる。

としている姿がうかがえる。これらの姿と併せ

・上の学年の問題ができる。

て、前述した、自分の習熟度に応じて課題を選択

・難しいと思ったときに簡単な問題を選べる。

する姿や朝の学習で自らの課題を見つけて家庭

・計算ドリルとは違う問題ができる。

学習につなげている姿から、児童が新たな問題に

プリントを選んだ理由

取り組もうとしている様子がうかがえる。また、

・みんなと一緒の問題がしたい。

これらの姿は、
「学ぶ力向上 滋賀プラン」(滋賀

・みんなで丸付けがしたい。

県教育委員会、2015年)で目指している、つまずい

・タブレット PC に答えを書きたい。

た箇所を繰り返し学び、ねばり強くやりきろうと
する姿と重なっており、学ぶ力を育むことにもつ
ながっていると考えられる。

・国語や理科の勉強もしたいのに、算数しかない
のがいや。
・タブレット PC だと、どの問題をしたらよいか

・分からないから。

以上の結果から、タブレット PC を用いた朝の

図20 朝の学習に関する質問紙調査結果③

学習を行うことにより、
「わからないことは、自分
で調べる」
「新たな問題に果敢にチャレンジしようとする」等の姿が見られるようになったことか
ら、児童が主体的に学習に取り組む態度を育成することができたと考える。
ただし、中にはプリントの方がよいと回答している児童もいる。図20の「プリントを選んだ理由」
からは、
「みんなと一緒に勉強がしたい」
「算数科以外の教科の学習もしたい」と思っている児童が
いることがうかがえる。みんなと一緒に勉強がしたい児童については、学級全体で同じ課題に取り
組むことで解決が図れると考えられる。教員が児童や学級の実態を把握しながら、常に工夫ある指
導や支援をしていく必要がある。また、他教科の学習がしたい児童については、タブレット PC で
の朝の学習を望んでいないわけではないため、今後、算数科以外の教科についてもデジタル教材の
開発を行い、提供することで解決が図れると考えられる。
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(２)

基礎的・基本的な知識・技能の定着
基礎的・基本的な知識・技能の定着について検

証を行うために、過去の全国学力・学習状況調査
の算数 A の問題の中から、５年生で学習したもの
を事前と事後に各15問実施した。

2

1.1

1

1.3

0

図21は、実施した問題の中から同じ領域・内容

-1

の問題について、全国の正答率と研究協力校の正

-2

答率の差を事前と事後で比較したものである。問

-3

題１・問題２ともに事後の方が、正答率が向上し

-4

-2
-2.7
問題１
小数のかけ算

ている。
図22は個々の児童の事前と事後の正答率の変

事前

化を比較したものである。事前よりも事後の方
が、正答率が上昇あるいは変化なし(事前・事後と

61

これらの結果から、タブレット PC を用いた朝
能の定着につながると考えられる。

事後

図21 研究協力校の正答率と全国の正答率との差

もに全問正解)の児童が64％いる。
の学習を行うことは、基礎的・基本的な知識・技

問題２
小数のわり算

3

36
(単位は％

上昇

図22

変化なし

総数 35)

下降

事前と事後の児童の正答率の変化

しかし、36％の児童は成績が下降していた。下
降した児童の中には、プリントでの朝の学習を望んでいる児童もいた。本研究で作成したデジタル
教材の問題については、印刷をしてプリントとして取り組むことも可能である。そのため、プリン
トでの朝の学習を望んでいる児童のためにプリントとタブレット PC を併用しながら朝の学習を行
うなど、
学級や児童の実態に応じて柔軟に取り組み方を変えていくことも必要であると考えられる。
４

タブレット PC を活用した朝の学習の効果(教員)
タブレット PC を活用した朝の学習について、教員に聞き取り調査を行った。
児童の学習については「集中して学習できる児童が増えた」
「プリントでは学習できなかった児童も
学習するようになった」と児童の学習意欲が向上している様子がうかがえる一方、
「課題が選べない児
童は、目標が持てず学習に向かえていない」という意見も出された。そのような児童も、教員の声か
けや課題の選び方を提示することで学習に取り組めるようになることは前述したとおりである。自ら
課題が選べるようになるまでは、教員の継続した支援が必要になると考えられる。また、昨年度から
取り組んでいる「学び確認テスト」と「ガッテン‼プリント」の実践では、児童が「学び確認テスト」
から明らかとなった課題を知ることで自己の課題が明確になり、学習の目標も持ちやすくなると考え
られているため、今後は「学び確認テスト」と関連させた「ガッテン‼デジタル」の活用の在り方につ
いても研究を進めていく必要があると考えられる。
また、教員からは「以前まで朝の学習のプリントを印刷していた時間を、授業の準備や指導の時間
に充てることができるようになった」
「児童がタブレット PC を特別なものと感じなくなり、授業で利
用しやすくなった」
「算数科の授業で練習問題が早く解けた児童に利用させると、次々と課題を選んで
学習を続けることができた」という意見も出された。タブレット PC を活用した朝の学習を行うこと
で、校務の効率化や授業でのタブレット PC の有効活用にもつながっている様子がうかがえる。
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Ⅶ 研究のまとめと今後の課題
１

研究から明らかになったこと

(１) 「ガッテン‼デジタル」の三つの機能を用いることで、児童がつまずいた箇所を繰り返し学んだり、
分からないことを自分で調べたりするようになった。その結果、主体的に学習に取り組む態度の育
成や算数科の基礎的・基本的な知識・技能の定着を図ることができた。
(２) タブレット PC を用いて朝の学習を行うことで、教員が校務を効率的に遂行できるようになり、児
童の指導・支援等に対してより多くの時間を割くことができるようになった。
２

今後の課題

(１) 本研究は、小学校算数科を窓口として行ったため、作成したデジタル教材は小学校算数版の「ガッ
テン‼デジタル」となっている。今後は、他教科や中学校版を作成していく必要がある。
(２) 「ガッテン‼デジタル」を用いた個別学習は、家庭学習や放課後等の補充学習等においても可能で
ある。朝の学習と併せて、複数の場面で継続した取組を行うことで、更なる成果が期待できる。
(３) 本研究を通じて、主体的に学習に取り組むことができる児童が増えたものの、依然として、取り組
む課題を選んで学習することを苦手としている児童もいる。
「学び確認テスト」と関連させるととも
に、児童が一層活用しやすいデジタル教材として工夫し、自ら課題を選んで学習が行えるようにし
ていく必要がある。
文
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