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平成26年度文部科学白書(平成27年８月)では、教育におけるICTの活用は、子

どもたちの質の高い学びを実現させるうえで効果的であることを示し、また、特

別な支援を必要とする子どもたちにとっても極めて有用であるとしている。そ

こで、本研究では、授業におけるICTの効果的な活用に関する研修と実践の往還

を通して、授業力の向上を図る取組を進めた。研修での学びを授業づくりに生か

し、新たに作成したICT活用プランシートを用いて、ICT活用の意図を明確にし

た授業実践に継続して取り組んだ結果、授業改善が行われ、指導者の授業力の向

上につながった。
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・授業分析や協議、学習指導案の検討等の授

業づくり支援

・アプリや周辺機器の提案・貸出等のICT活用支援

・校内研修の支援

・授業づくりにおける課題の分析と実践の

方向性について共通理解

・ICT活用プランシートの作成

・公開授業実施に向けた支援体制
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講義・演習 研究協議 

ICTの操作方法や活用方法 

ICTを活用した教材づくり 

先進的な事例に学ぶ

各学習場面での効果的な活用 
導入・展開・まとめ等 

様々なねらいに即したICTの活用
・課題を設定する
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・次時の課題を見つける
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ICT活用プロジェクト研究

授業力の向上を実感できるタブレット端末等のICTを活用した授業実践 

Ⅰ 研 究 の 目 標 

ICTを活用した授業づくりに関する研修と、研修での学びを生かした実践の往還を通して、タブレッ

ト端末等のICTを効果的に活用した授業のあり方を追究する。ICTを効果的に活用する授業づくりの視点

から日々の授業改善を進め、指導者の授業力の向上を目指す。

Ⅱ 研 究 の 仮 説 

授業におけるICTの活用について先進的な研究や実践事例に学ぶ研修と、研修で得た学びを生かした

授業実践の往還を進めれば、学習のねらいにせまるタブレット端末等のICTを効果的に活用した授業が

行われ、指導者の授業力が向上するだろう。

Ⅲ 研 究 の 進 め 方 

１ 研究の方法 

(１) 実践校のICT活用に関する実態を把握する。

(２) タブレット端末等のICTの活用方法を習得し、先進的な授業実践の事例を学ぶ。

(３) 研究委員の授業実践から課題を共有し、実践の方向性について共通理解する。

(４) 授業分析と協議を通して、研究委員の授業づくりに参画する。

(５) 各研究委員の取組内容および成果や課題をまとめる。

２ 研究の経過 

４月 
５月 

６～７月 

８月 
９月 
10月 

研究構想、研究推進計画の立案 
学校訪問(実態把握) 
第１回研究協議会 
学校訪問(授業分析・協議) 
児童生徒・研究委員質問紙調査の実施・分析 
第２回研究協議会 
学校訪問(授業分析・協議) 
第３回研究協議会 

10～11月 

12月 

１月 
２月 

３月 

学校訪問(授業分析・協議) 
第４回研究協議会(公開授業・授業研究会) 
児童生徒・研究委員質問紙調査の実施・分析 
第５回研究協議会 
研究報告書原稿執筆 
第６回研究協議会 
研究発表大会準備 
研究発表大会 
研究のまとめ 

Ⅳ 研 究 の 内 容 と そ の 成 果 

平成27年８月に出された平成26年度文部科学白書では、「教育におけるICT(情報通信技術)の活用は、

子供たちの学習への興味・関心を高め、分かりやすい授業や子供たちの主体的・協働的な学び(いわゆる

「アクティブ・ラーニング」)を実現する上で効果的(一部抜粋)」であることが示されている。さらに、

「特別な支援が必要な子供たちに対して、障害の状態や特性等に応じて活用することは、各教科や自立

活動等の指導においても極めて有用(一部抜粋)」であるとしている。 

しかし、ICTの効果的な活用には、学習のめあての明確化、児童生徒の実態把握、発問や指示の精選等
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といった従来の指導技術に加え、ICTを授業のどの場面で、どのような意図をもって活用するかという

教師の創意工夫が不可欠であり、このことは、教師の授業力に包含されるものであると考える。 

そこで、本研究ではICTを効果的に活用した授業実

践の追究を通して授業改善を進め、授業力の向上を目

指す。そのため「授業分析と協議」を重ねながら、研

究委員と協働で授業づくりを進めていくこととした

(図１)。 

なお、本研究の取組を前期(６月～８月)と後期(９

月～12月)に分け、前期には、センターでの研修を生

かしてICTを活用した授業実践を積み上げる「チャレ

ンジ期間」を設けた。そして後期は、「チャレンジ期

間」の授業実践から見えてきた課題に対する手立てを

示し、ICTを効果的に活用した授業の実現に向けて、

研修と実践の往還による授業改善に取り組む期間とした。 

 

１ 研修の概要 

  本研究に関わって、教育の情報化研修を全６回実施した。当センターでの実施を５回、実践校での

公開授業の実施および授業研究会を１回として構成した(表１)。 
表１ 研修の主な内容と様子 

第
１
回 

「ICT活用プロジェクト研究の計画・年間の見通しの確認」 
「授業におけるICTの有効活用について」 
「書画カメラやタブレット端末等の機器活用の手法」 

第
２
回 

「『チャレンジ期間』の実践交流によるICT活用のアイデアの共有化と課題把握」 
「研究後期に向けた授業づくりと実践の方向性について共通理解」 
「タブレット端末等のICTを活用した実践事例から学ぶ」 
「デジタル教材作成の手法(１)」 

第
３
回 

「これまでの実践交流と公開授業に向けた学習指導案の検討」 
「教育の情報化について」 
「デジタル教材作成の手法(２)」 

第
４
回 

「授業力の向上を実感できるタブレット端末等のICTを活用した授業実践(公開授業)」 
「タブレット端末等のICTを活用した授業づくりについて有効な手立てを探る(授業研究会)」 

＊12校で適宜開催(10月下旬～11月下旬) 

第
５
回 

「授業におけるタブレット端末等のICT有効活用に向けて」 
「校務における情報セキュリティの向上」 

第
６
回 

「タブレット端末等のICT活用実践研究 研究発表会」 
「ICTを効果的に活用した授業実践のさらなる充実に向けて」 

 

２ 研究開始時の実態把握 

ICTを効果的に活用した授業づくりに向け、質問紙調査、第１回教育の情報化研修の振り返りシー

ト、センター研究員による参加校訪問時の協議記録等を分析することから実態把握を行った。 

 

(１) 研究委員が本研修に期待していること 

第１回の研修では、授業でICTを効果的に活用するために、主にICTの接続や操作等に関わる研修

を行った。研修後の感想からは、研究委員が本研修に期待していることとして、ICTの操作方法や具

各校での 

授業実践 
 センターでの 

研修 

研
修
と
実
践
の
往
還
に
よ
る 

授
業
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の
向
上 

センター研究員による 

授業づくりに向けた支援 

図１ 研究の基本的な考え方 

 

講義の様子 

演習の様子 

協議の様子 
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体的な活用事例の提供等に関することが多く、

研究開始時では、ICTを効果的に活用した授業実

践のために、実践事例を含む具体的な情報を得

る必要性を感じていることがうかがえた(図

２)。 
 

(２) ICTを活用する環境 

研究開始時において、タブレット端末が学校に

導入されている実践校は12校中３校であった。ま

た、実践校のICT環境も、「端末の画像を投影する

等の周辺機器の有無」「教室におけるインターネ

ット環境の有無」等、整備状況は様々であった。

そのため、タブレット端末等のICTを授業で活用

できるように、各校の実情に合わせて機器を貸し

出した(表２)。 
また、図３に示すように、ICTを授業で活用す

る際の準備・後片付けに負担を感じている研究委

員が全体の60％以上であった。研究委員からも

「タブレット端末を教室へ持ち運ぶことや周辺

機器との接続等に手間がかかる」といった声があり、ICTの活用をス

ムーズに行うためには、環境面での手立てが必要なことが分かった。 
そこで、「タブレット端末の準備・後片付けの時間短縮」「安全な活

用に向けた児童生徒への指導」等への支援を行った。また、タブレッ

ト端末等のICTを活用した授業実践を重ねる中で、ソフト面・ハード

面に関する要望も出てくるようになり、実情に合わせてアプリや周辺

機器を選定し、提案することも行った。 
ア 「持ち運びBOX」や「ICT教室」の提案 

ICTを教室等で活用するためには、タブレット端末に加え、アクセ

スポイントや無線画面投影機、接続ケーブル等の周辺機器も必要と

なる。これらを教室へ運び、接続する際に、手間や時間がかかると

いう課題が見られた。図４に示す「持ち運びBOX」は、大型テレビ

等への接続とAC電源への接続だけで済むように各種機器と配線を

まとめたものである。また、多目的教室等を、ICTのケーブルを接続

したままの状態にしておく「ICT教室」として利活用することを提案

した(図５)。これらによって、ICTを活用するためにかかる手間や時

間を軽減できるようになった。 

イ ICT導入時の指導に役立つルールづくり 

「タブレットパソコン利用の約束」の見本を各実践校に配付し、

児童生徒の発達段階等に応じて文言等を編集したうえで使用して

もらうこととした(図６)。教室に掲示したりタブレット端末の保管

庫に貼り付けたりし、日々の指導に利用することで、児童生徒に対

して、機器を安全に扱うことへの意識付けができたと考える。 

研究開始時に貸し出したタブレット端末の配備状況 

グループ(３～４人)に 

タブレット端末１台 
４校 

ペアに 

タブレット端末１台 
４校 

(うち、１校は自校で準備） 

１人に 

タブレット端末１台 
４校 

(うち、２校は自校で準備） 

・授業での活用事例をたくさん知りたい。 

・授業での効果的な活用方法を一緒に考えたい。 

・授業内での具体的な活用の仕方などの相談。授業実践

の振り返り。 

・タブレットのいろいろな活用方法について教えてもら

いたい。 
・もう少し具体的な実践例があると、イメージしやすい。 

図２ 研究委員が本研修に期待していること 

(第１回研修感想より一部抜粋、下線は筆者) 

表２ タブレット端末等のICT環境 

持
ち
運
び
時
の
注
意
点
等 

図６ タブレット端末利用の 

約束 

片
付
け
時
の
注
意
点
等 

図４ 持ち運びBOX 

AC電源へ 

大型テレビやプ

ロジェクターへ 

図５ ICT教室 

普通教室と同じ机配置 

ICTのケーブルは常

に接続した状態 

図３ タブレット端末等のICTの準備・後片付けについ 

ての意識(質問紙調査７月実施) 

43 21 36
当てはまる どちらかといえば、当てはまる

どちらかといえば、当てはまらない 当てはまらない

（数字は％ 回答総数１４ 当てはまらないの回答はなし）

タブレット端末を教室で使うための準備・後片付けに負担がある
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ウ 授業支援アプリやその他アプリの追加インストール 

複数の画像を分類・整理して提示できる機能を備えた授業支援アプリや、動画比較再生アプリ

等をタブレット端末へ新たにインストールした。これらの活用により、複数の画像等を容易に提

示できるようになり、共に学び合う学習活動の充実につなげることができた。 

エ 活用の幅を広げるタブレットホルダー 

屋外でタブレット端末を使用する場合でも、機器を安全に扱うた

めの補助となるタブレットホルダーや、タブレット端末をビデオカ

メラの三脚に固定するタブレット三脚ホルダーを貸し出した。特に、

タブレット三脚ホルダーによって、タブレット端末のカメラアプリ

が効果的に活用され、運動や音読、発表等の表現活動では、試行錯誤

を伴う主体的な学びの姿が見られた(図７)。 

 
３ 研修と実践の往還 
(１) 研修で学んだことを試みた研究前期「チャレンジ期間」 

第１回の研修では、「書画カメラやタブレット端末等の機器活用の

手法」や「タブレット端末を有効に活用した授業づくり」について講

義・演習を行った。図８は、この研修での学びを実践した授業の一部

である。タブレット端末のカメラアプリを使って、発表の姿を相互に

撮影している場面、タブレット端末の「黒板」というアプリを使って、

画面上に直接メッセージを書き込んで発表資料を作成している場面

である。他にも、タブレット端末に取り込んだ画像を大型テレビに投

影し、注目させたい部分を拡大する等の実践が見られた。このように

研究前期の「チャレンジ期間」では、センターでの研修を生かして、

ICTを活用した授業実践の積み上げが見られた。 

また、「チャレンジ期間」に実施した質問紙調査の結果から、研究

委員は、タブレット端末等のICTを活用した授業は「児童生徒の表現

や技能を高める」ことや「児童生徒の理解を深める」ことに効果的だ

ととらえていることがつかめた(図９)。 

一方で、タブレット端末を活用した授業に効果

を期待しているものの、実践を重ねる中で、研究

委員から、「ICTを活用しようとするあまり、学習

のテンポが悪くなることがあった」「授業でタブ

レット端末を使ったが、どのような効果があった

のか明確でない」等の課題が出てきた(図10)。 

これらのことから、

「チャレンジ期間」の授

業実践を分析・協議し、

ICTを効果的に活用した

授業の実現に向けて、課

題の共有と授業づくり

の方向性を第２回の研

修で協議していくこととした。 

発表の姿を撮影している場面 

タブレット端末にメッセージを書 

き込んでいる場面 

図８ 研修で学んだことを実践 

している様子 

・ICTを活用しようとするあまり、学習のテンポが悪くなることが課題だと感じた。 

・授業でタブレットを使ったが、その結果どんな教育的効果があったのかが一つひと

つの授業で明確でないことが課題である。 

・みんなの考えを共有したり、自分の思考を助けたり深めたりする場面で活用できた

らよいと思うが、設定や操作等、難しいこともある。 

・活動を撮影するための用途でしか活用できていないため、タブレット端末の使用に

対して、疑問を感じている生徒もいる。 

図10 タブレット端末等のICTを活用した授業実践について課題と感じたこと 

(質問紙調査７月実施より一部抜粋、下線は筆者) 

図７ タブレット三脚ホル 

ダーを活用した授業 

の様子 

図９ タブレット端末等のICTを活用した授業につい

ての意識(質問紙調査７月実施） 

43

43

57

50 7

当てはまる どちらかといえば、当てはまる

どちらかといえば、当てはまらない 当てはまらない

（数字は％ 回答総数14 当てはまらないに回答者なし）

タブレット端末を活用した授業は、児童生徒の表現や技能を高めることに
効果的だと思う

タブレット端末を活用した授業は、児童生徒の理解を深めることに効果的
だと思う
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(２) ICT活用プランシートの作成 

タブレット端末等のICTを活用した授業について、研究

委員と共通理解を図るために、第２回の研修では、授業づ

くりに焦点をあてて研修を行った。「チャレンジ期間」を総

括するために、研究委員の授業実践から実践報告３例を基

にして、どのような成果と課題があったのかを協議した。

協議の中では、「ICTの活用で子どもの興味・関心を引き出

すことができた」という意見が出た一方で、「可視化しただ

けでは、内容のとらえ方に個人差があり、それを補う支援

が必要であった」という意見も出された。 
そこで、児童生徒の興味・関心を生かし、理解を確かなものにするために、ICTの活用場面では

「ICTによって児童生徒の思考や動きを可視化し、可視化した内容を基にして、指導者は本時のね

らいに関するポイントを児童生徒と共有化する」ことを共通理解した。また、有識者による「タブ

レット端末を活用した授業実践から学ぶ」と題した講義・演習を通して、「単元を見通したうえで、

ICTの活用によって、子どもにどのような

力を付けたいかを明確にする」ことを確認

した。これらを通して、研究委員それぞれ

が感じていた授業づくりの課題を共有す

ることができた(図11)。 
そこで、確認した課題に対する支援とし

て、新たにICT活用プランシートを作成し、

研究後期からの授業づくりに活用するこ

ととした(図12)。このシートは、単元を見

通したうえで、ICTを活用した授業を設計

する時に使用し、①本時のねらい、②まと

めの具体、③ICT活用の具体で、授業づくり

をしていくものである。 

活用の手順として、まず本時のねらいを

明確にして、次にまとめの姿を具体的に設

定する。最後に、まとめへの到達に向けてICTの活用が効果的な場面を考え、活用の具体を設定す

る。その際、ICTの活用において可視化した内容をどのように共有化するのかを具体的に記述する。

このように、学習展開の「まとめ」から授業設計をし、ICT活用の意図を明確にするために、ICT活
用プランシートを用いた授業づくりを行うこととした。 

 

(３) 授業におけるICTの効果的な活用を追究した研究後期 

ア ICT活用の意図を明確にした本時の授業づくり 

    研究後期からは、第２回の研修を生かした授業づくりを行ってきた。研究委員は、単元の流れ

を見通したうえで、ICTを活用することにより、児童生徒の学びが深まる活用場面を見極めて、

ICTを活用する時間を単元の中に位置付けるようになった。 
    本時の授業づくりでは、ICT活用プランシートに沿って、本時のねらいや本時で達成したい児

童生徒の学びの姿を見据えた板書計画等を研究委員が具体的に書き出した。ICT活用の具体につ

いては、特に第２回の研修で共通理解した「可視化した内容を児童生徒と共有化する際に、指導

図12 ICT活用プランシート 

①ねらいの設定 

②授業のまとめを具

体的に記述 

ワークシートや 

板書計画等も記載 

③ICTをどの学習場面で活

用するか、その活用の意

図は何かを明確に記述 

右シートは高等学校英

語科の学習指導計画の

において作成された 

活用場面の様子 

図11 第２回教育の情報化研修の様子 

子どもに付けたい

力を検討して交流 
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者はどのような支援を行うか」について考えた。 

    また、研究委員は「デジタル教材作成の手法」等、これま

での演習で学んだことを生かして、プレゼンテーションソフ

トや動画編集ソフト等を用いて授業の導入時や課題解決等

の場面で使用する教材作成も行い、授業実践を積み重ねた

(図13)。 
  イ ねらいにせまるICT活用を熟考した学習指導案の検討 

第３回の研修では、当センターの研修指導主事も交えて、

公開授業に向けて作成した学習指導案を検討した(図14)。協

議では、ねらいの達成に向けて、教科の指導として大切にし

たい点と、ICTの活用時における効果的な支援について話合

いが進められた。研修後の研究委員からは、「新たな視点で

教材研究を進めることで、教科の本質を大切にすることや学

習のねらいをより明確にもつことができた」等の感想が見ら

れた。 

ウ 授業の実際 

    第４回の研修では、これまでの学びを生かしてICTを活用

した授業を公開し、相互に参観した(全12校で公開）。以下に、小学校第５学年理科「ふりこのき

まり」の単元での実践を取り上げ、授業の実際を示す。指導者は、表３に示すように、児童の実 

 

 

１ 単 元 名   
２ 単元目標 

  「ふりこのきまり」(全８時間) 
ふりこの動きの変化を、それらにかかわる条件に目を向けながら調べ、見いだした問題を計画的に
追究したり、ものづくりをしたりする活動を通して、物の変化の規則性について見方や考え方をも
つことができる。 

次 時 学習内容 主な学習活動 主なICT活用場面 

１ １ 

ふりこの運動の変化に興
味・関心をもち、学習の見通
しをもつ。 

指導者の作ったふりこのおもちゃを見
て、学習意欲をもつ。 
２人がブランコで遊ぶ写真を見て、それ
ぞれがこぐ速さについて考える。 

 
 
ブランコの写真を提示して生活体
験を想起させ、ふりこを速く動か
す方法について意見を集約する。 

２ 

２ 
３ 

ふりこの運動の変化とその
要因について、条件に着目
して実験計画を立てる。 

ふりこに関する基本用語について知る。 
ふりこを使って遊び、気付いたことを出
し合い、ふりこの条件に注目する。 
条件に着目して実験計画を立てる。 

タブレット端末でふりこの資料を
提示する。ペンツールを使って補
足説明をし、基本用語を定着させ
る。 

４ 

ふりこの運動の規則性につ
いて条件を制御して実験
し、振れ幅と１往復の関係
について理解する。 

振れ幅の条件を変えて、ふりこが１往復
する時間のきまりを見つける。 

カメラアプリを使って児童のノー
トを撮り、大きく提示する。考察
の記述内容の違いについて話し合
い、自身の考察を深める視点に気
付かせる。 
 
 
動画比較アプリを使って条件の異
なる２つのふりこが往復する様子
を見せ、ふりこのきまりを確認し、
次時の学習に見通しをもたせる。 

５ 
 

ふりこの運動の規則性につ
いて条件を制御して実験
し、おもりの重さと１往復
の関係について理解する。 

おもりの重さの条件を変えて、ふりこが
１往復する時間のきまりを見つける。 
 

 ふりこの運動の規則性につ
いて条件を制御して実験
し、ふりこの長さと１往復
の関係について理解する。 

ふりこの長さの条件を変えて、ふりこが
１往復する時間のきまりを見つける。 

７ 
活用問題に取り組み、理解
を深める。 

既習事項を生かして活用問題をする。  

３ ８ 
おもちゃづくりを通して、
ふりこの規則性について理
解を深める。 

ふりこの規則性を利用したおもちゃを作
る。 

 

研究協議では、授業のねらいやICT活用の具

体について話し合い、内容を深めることがで

きました。公開授業に向けて、今回気付いた

点を修正・改善したいと思います。 

図14 学習指導案検討の様子と感想の

一部 

表３ 小学校第５学年理科「ふりこのきまり」の単元指導計画(全８時間) 

図13 動画編集ソフトを用いた自作動

画を提示している様子 

考察を深める視点を共有 

次時の学習課題を共有 

６(

本
時)
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態をふまえ、単元を通して付けたい力を明確

にしたうえで、当センター研究成果物の「お・

ま・か・せ４ステップ」ⅰ)等を参考に、単元

指導計画を作成した。 

これまでのICT活用の実践をふまえ、ねら

いの達成に向け「ICTの活用場面を精選し、

考察を通して自分の考えを深める時間を十

分にとる」こと、「ICTの活用時に可視化した

だけではとらえ方に個人差があるので、共有

化する支援を行う」ことにも留意し、授業づ

くりを進めていった。 

この単元での主なICTの効果的な活用場面

としては、第４～６時において、実験の結果

からふりこのきまりを考察する学習活動の

充実を図るために、カメラアプリを用いて、

児童のノートを全体に紹介し、「考えをスム

ーズに共有化する」ことが挙げられる。また、

学習のまとめにおいては、動画比較アプリを

活用し、条件の異なる２つのふりこの動画を

重ねて提示することで、ふりこの動く様子を

より詳しく分析することを可能にし、ふりこ

のきまりについて考察を深めることにした。 

図15、図16に示すのは、第６時の学習活動

の流れと、ICT活用プランシートである。 

児童は条件制御に留意し、ふりこの長さ

(50cmと１m)を変え、１往復にかかる時間を

調べる実験を進めた。考察の場面では、机間

指導の間に、児童のノートをカメラアプリで

撮影し、全体交流でA児のノートから順に拡

大提示し、内容の共有をしていった。実験結

果から推論したことが記述されたC児の考

察のノートを紹介する時には、下線を引きな

がら注目させ、他の考察との違いをおさえて

共有できるようにした(図17)。このように、

カメラアプリを活用した指導者の意図的なノート提示によ

り、考察を深めるポイントを全体で共有することができた。 

授業の終末では、指導者は、１mのふりこが１往復する時間

についての実験結果が、班によってばらつきがあったことを

取り上げ、「本当にふりこが長いと１往復の時間は長くなるの

か、もう一度確かめてみよう」と全体に問いかけた。その際に

第６時の目標 ふりこの長さを変えたときに、ふりこが１往復

する時間を調べる活動を通して、ふりこが１往復する時間をふ

りこの長さと関係付けて考えることができる。 

１．前時の振り返りから、問題を見いだす。 
２．予想し、交流する。 
３．ふりこの長さと１往復の関係を調べる実験をする。 
４．実験結果を交流し、考察する。(カメラアプリ活用） 
５．長さの異なるふりこの動画を見て、気付いたことを

話し合う。（動画比較アプリの活用） 
６．本時の振り返りをする。 

 図15 第６時の目標と学習活動の流れ 

①A児「ふりこの長さをかえると、１往復する時間が変わ
る。」         本時で気付かせておきたい内容 
 
②B児「前の時間では、おもりの重さやふれはばでは変わ
らなかったが、ふりこの長さだと１往復する時間が変わ
った。また、50cmの方が、１往復するのが速かった。」 

既習事項と関連付けた考察 
 

③C児「ふりこの長さが短いほど、１往復する時間が速
い。ふりこの長さが長いほど、１往復する時間が遅い。」 

発展的な内容につなぐ考察 

 図17 スクリーンで紹介した児童の考察 

(下線は指導者） 

図16 第６時のICT活用プランシート 

ICT活用プランシートを書き進め

る中で、児童に気付かせたい内容

を再考したり、可視化した内容を

全体で共有化する支援をどのよう

に行うのか具体的にイメージした

りして、授業設計をした。 

ⅰ) 平成22年度理科教育に関する研究Ⅰ(滋賀県総合教育センター)において作成された研究成果物「理科ナビハイパー」に示されて

いる問題解決のための学習指導モデルのことである。 

印を付けた

ところまで

戻る時間を

比べよう 

 

図18 長さの異なる２つのふりこの動

きを重ねて投影している様子 



ICT活用プロジェクト研究 

(8) 

は、７ページの図18に示すように、動画比較

アプリを用いて、長さの異なるふりこが往

復する様子を重ねて投影した。児童のつぶ

やきや反応に合わせて、ふりこのスタート

地点にペンツールを用いて印を書き足した

り、動画を繰り返し再生したり、途中で止め

て注目させたりするなど、ICTの特性を生かして、ふりこの長さと１往復にかかる時間の関係に

ついての確認を行った。この明確な資料提示によって、児童からは図19に示すように新たな疑問

が生まれ、次時の学習に向けて意欲をもたせることができた。 

各研究委員による全12回の公開授業を大別すると、ICTの活用意図は、「課題を設定する」「活動

の見通しをもつ」「新たな視点で考える」「次時の課題を見つける」等の内容が見られ、活用場面

や活用意図は多岐にわたるが、「ICTによって可視化した内容を基にして、指導者は、本時のねら

いに関するポイントを児童生徒と共有化する」ことで、授業における効果的なICTの活用を進め

ることができた。 

  エ 授業研究会での学び 

    授業研究会では、ICTを効果的に活用した

授業について、「本時のねらいにせまる学習

展開であったか」「ICTの活用は効果的であ

ったか」の２つを討議の柱とし、KJ法を用い

て協議を行った。協議では、｢考察の深まり

につながる課題設定｣「予想の場面における

手立て｣「新たな疑問が生まれる動画の内容

や提示の仕方」等について意見が出され、次

の実践に向けた改善点を見いだすことがで

きた(図20)。 

全12回にわたる授業研究会において、時に

は有識者や研修指導主事等の指導助言を受

け、教科指導のあり方を深めたうえで、ICT

の特性をふまえた活用、ICT活用時の留意点

等、ICTを効果的に活用する授業づくりにつ

いて研修を深め、図21に示すように、授業研

究会での学びを次の実践に生かそうとする姿も見られた。 

(実践された公開授業の様子等は、研究成果物として総合教育センターホームページに掲載す

る。) 

 

４ 「授業力の向上」に関する検証 

(１) ICTを効果的に活用した授業づくりについて 

研究後期からは、ICT活用プランシー

トによる授業設計によって、図22に示

すように、ICTの活用による児童生徒の

思考や動きの可視化を図った。可視化

した内容を基にして、指導者は、本時の

・ふりこの長さを変えると１往復する時間がこんなに変わ

るのだということにおどろきました。ブランコでも同じ

なのか気になります！！！ 

・50cm以下のふりこの長さにしてやると、どうなるかが気

になりました。 

・もし、ふりこの長さが100mならどうなるのだろうか。 
 図19 学習後の児童の感想の一部 

ねらいにせまるために、ICTをどのように取り入れるかを深

く考えることができました。特に、子どもたちの考えを共有す

る場面でのテレビとタブレットの活用が印象的でした。 

子どものプレゼン能力がさらに伸びれば、子どもが聞き手を

見ながら、タブレットを持って発表ができるようになり、もっ

とよい授業ができていくだろうと思いました。 

今日の学びを、本校、本市にも広めていきたいと思います。 

図21 授業研究会の感想の一部(下線は筆者) 

ICT の活用

意図を明確

にした授業

設計 

ICT 活 用 に

よる思考や

動きの 

可視化 

本時のねら

いに関する

ポイントを 

共有化 

さ ら な る

学 び の 場

面へ 

図22 ICTを活用した授業づくりのモデル図 

図20 授業研究会で話し合った記録の一例 

ねらいにせまる動画の提示の仕方 

課題を設定する時

の留意点 

タブレットのよさが

生き、学びを深める

活用方法を探る 

考察を深める支援 

ICTトラブル時の 

対処 

個に応じた支援 
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ねらいに関するポイントを児童生徒

と共有化する実践を積み重ねてきた。

図23の研究委員の感想からも、「可視

化＋共有化」が学習内容を次の学びに

つなげるうえで効果的なことがうか

がえた。 

また、研究委員のアンケートから

は、授業づくりについて、「全体の流れ

を把握したうえで、ICTの活用方法を

考えることができた」「効果的だと感

じた活用については、他の授業でも応

用して活用できるようになった」「ICT
を使う場面を精選することができる

ようになった」等の記述が見られた(図24)。 

これらの記述は、本研究を通して授業改善を行うことで、研究委員は「タブレット端末等のICTが
使える場面」から授業設計をするのではなく、学習活動全体を見通して「タブレット端末等のICT活

用が効果的な場面」を見極めて授業づくりを行うようになった姿と考える。 

 

(２) タブレット端末等のICTを活用した授業に対する児童生徒の意識の変容について 

次に、児童生徒のタブレット端末等のICTを活

用した授業に対する意識がどのように変容した

かについて検証する。 
図25に示すように、「タブレット端末を使った

授業は、わかりやすいと思う」において肯定的

な回答が全体として上昇した。また、図26の「自

分がタブレット端末を使って発表してみたいと

思う」について、肯定的にとらえている児童生

徒の割合が、全体的に上昇した。 
さらに、研究委員は、児童生徒が話合い等の

表現活動や教え合い等の交流活動に意欲的に取

り組む姿を学びの姿の変容ととらえていること

が確認できた(図27)。 

これらは、ICTの効果的な活用を追究したこ

とによる授業改善の営みが、児童生徒の意識

の変容に一定の成果を示すものであったとと

らえられる。しかし、今後、タブレット端末等

のICTを活用した授業に対する児童生徒のさ

らなる意識の向上につなげるためには、本研

究の成果をふまえ、研究と実践を重ね、ICTの
効果的な活用方法を充実させていく必要があ

ると考える。 
 

・ICTを単元の中でどのように活用するかを意識するようになった。効果的だ

と感じた活用については、他の授業でも応用して活用できるようになった。 

・単元や１時間ごとの目標を確認・設定し、まとめ・振り返りを考え、全体の

流れを把握したうえで、ICTの活用方法を考えることができた。 

・１学期は授業の中でICTをどのように活用できるのかについて焦点を置き

がちだった。しかし、ICT活用プランシートでICTをどのように役立てられ

るか考えるようになった。 

・以前までは、ICTを使う事を前提で授業を考えることが多かったが、使う場

面を精選することができるようになったと感じる。 

図24 研究委員のICTを活用した授業づくりにおける意識 

(アンケートより一部抜粋、下線は筆者) 

・電子黒板に一人ひとりの考えを提示することで、考えを可視化・共有化し、

そこにさらに子どもたちや教師が書き込みをすることで、焦点化すること

ができた。 

・子どもの考えを可視化することで、子どもたちはそれぞれの発表に関心を

示し、質問したり、意見したりできるようになってきた。 

図23 可視化・共有化に関する感想(アンケートより一部抜粋) 

・言語活動に少し苦手意識のある子どもでも、タブレット

端末が補助ツールとなり、アドバイス等の交流が図れた

と思う。 

・タブレット端末は、交流のツールとして効果的で、自分の

考えを進んで発表する子どもが増えた。 

・授業全体に対する意欲が向上した。今では、子どももタブ

レットを十分に扱えるようになった。 

・タブレット端末を活用した授業づくりを通して、生徒同

士で教え合う姿をよく見かけるようになった。 

・授業支援ソフトの活用で、簡単に意見の共有が行え、交流

の場面では、友だちの意見を聞いて参考にして、自分の考

えに取り入れる姿が見られるようになった。 

図27 研究委員が見た児童生徒の学びの姿の変容 

(アンケートより一部抜粋、下線は筆者) 

 

図26 タブレット端末等のICTを活用した授業に対する

児童生徒の意識②(質問紙調査７月、11月実施) 
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図25 タブレット端末等のICTを活用した授業に対する

児童生徒の意識①(質問紙調査７月、11月実施) 
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研 究 委 員 

大津市立下阪本小学校教諭  永井  太一  近江八幡市立桐原小学校教諭  田中  一成 
草津市立老上西小学校教諭  竹 端  淳  高島市立マキノ西小学校教諭  西村 百合子 
東近江市立市原小学校教諭  岡田  直也  豊郷町立日栄小学校教諭  見舘 健太郎 
米原市立柏原中学校教諭  河原林  聡  日野町立日野中学校教諭  水原  祥雄 
滋賀県立河瀬高等学校教諭  久保川 剛宏  滋賀県立草津東高等学校教諭  池永  真穂 
滋賀県立安曇川高等学校教諭  杉浦  悠真  滋賀県立盲学校教諭  内山  亜紀 

 

Ⅴ 研究のまとめと今後の課題 

 

１ 研究のまとめ 

(１) 研修と実践の往還を通して、研究委員は、単元全体を見通したうえで、ICTの活用が効果的な場面

を見極めて授業づくりを行うようになった。その結果、ICTを効果的に活用した授業改善が進み、授

業力の向上につながった。 
(２) ICT活用プランシートを用いた授業づくりによって、指導者がICTの活用意図を明確にもって授業

実践を進めることができた。特に、ICTの活用場面において、「可視化した内容を基にして、指導者

は本時のねらいに関するポイントを児童生徒と共有化する」ことを意識して授業設計したことは有

効であった。 
 

２ 今後の課題 

(１) タブレット端末等のICTがもつ特性を生かし、多様な意見を効率よく整理・集約して練り合う学

習活動のあり方について、研究をさらに深める必要がある。 
(２) 今後、さらなる普及が見込まれる普通教室への無線インターネット環境や１人１台ベースのタブ

レット端末の配備環境において、ICTを効果的に活用した授業実践の事例を探り、支援のあり方を

追究していく必要がある。 
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