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 中央教育審議会(平成28年12月)では、ICTの特性・強みを「主体的・対話的で

深い学び」の実現につなげ、学びの質を高めていくICTの活用についての実践的

研究が求められた。高等学校の授業において、生徒の資質・能力を育成するた

めに、ICTを授業場面で活用していくことは重要である。 

そこで本研究では、生徒が一人１台のタブレット端末を利用し、思考ツール

による家庭学習と授業をつなげる授業づくりのあり方を探った。その結果、タ

ブレット端末を媒体とした家庭学習と授業の連携を図ることにより、生徒の資

質・能力の育成につながるタブレット端末の有効な活用方法が明らかとなった。 
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情報教育に関する研究 

 

一人１台のタブレット端末活用による家庭学習と授業との学びの連携 
－高等学校における思考ツールの活用を通して－ 

 

Ⅰ 主 題 設 定 の 理 由 

 

平成28年12月、中央教育審議会から出された「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及び必要な方策等について(答申)」(以下、中教審答申(平成28年12月)という。)

では、「ICTの特性・強みを、『主体的・対話的で深い学び』の実現につなげ、子供たちに情報技術を手

段として活用できる力を育むためにも、学校において日常的にICTを活用できるような環境づくりとと

もに、学びの質を高めるICTの活用方法についての実践的研究と成果の普及が求められる」１）と示され

た。高等学校の外国語科の授業についても、中央教育審議会教育課程部会教育課程企画特別部会論点整

理(平成27年8月)において、「中学校で学習した語彙・表現・文法事項等は高等学校で意味のある文脈の

中でコミュニケーションを通して繰り返し触れ、自らの学習活動を振り返って次につながる主体的な学

びができるよう、様々な言語活動を工夫し、言語の運用能力を高めることが必要である。その際、ICT等

を活用した効果的な言語活動を行うよう工夫が求められている」２）と示された。また、「2020年代に向

けた教育の情報化に関する懇談会(最終まとめ)」(平成28年７月)(以下、「最終まとめ」という。)では、

「『教員自身が授業内容や子供の姿に応じて自在にICTを活用しながら授業設計を行えるようにする』

ためには、授業準備の負荷が少ない形で必要な時に、必要なICT機器が活用できるよう整備されている

必要がある。すなわち、国としては、教員が必要なときに、児童生徒一人一台の教育用コンピュータ環

境で授業が行えるよう、ICT環境整備目標を設定していく必要がある」３）と示された。当センターでは

平成29年度のICT活用プロジェクト研究において、ICTを有効に活用するための研修と研究協力校での実

践の往還を進め、学習活動が活性化するICT活用により、協働・双方向型の学習のあり方が追究された。

その中で、教員のICTを活用した授業設計に対する意識が高まり、協働・双方向型の学習活動が充実し、

児童生徒の考えを広げ、深められた。 

そこで本研究では、生徒が一人１台のタブレット端末を使い、家庭学習において、デジタルコンテン

ツを活用して知識・技能の習得を図ったうえで、自分の考えを可視化することができる思考ツールを活

用して学習する。ICTの特性・強みを生かすことにより、その取組を授業に反映させ、積極的に自分の考

えを伝える。また、授業での他者の取組を家庭学習に活用し、自分の考えを広げ、整理する。このよう

にタブレット端末を繰り返し活用する中で、家庭学習と授業との学びの連携が可能になると考え、本主

題を設定した。 

 

Ⅱ 研 究 の 目 標 

 

 生徒が一人１台のタブレット端末を家庭等と学校で繰り返し使う中で、デジタルコンテンツと思考ツ

ールを活用することによる家庭学習と授業との学びの連携を目指す。 

 

Ⅲ 研 究 の 仮 説 

   

生徒が一人１台のタブレット端末を家庭等と学校で繰り返し活用すれば、家庭学習においてデジタル 

コンテンツを活用して知識・技能を習得し、思考ツールを活用して自分の考えを広げ整理し、それを授 
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業において他者に伝え、共有するというように、家庭学習と授業との学びの連携ができるだろう。 

 

Ⅳ 研究についての基本的な考え方 

 

１ ICTの特性・強みを生かすとは 

「最終まとめ」では、ICTの特性・強みが図１の三つに整理

された。この特性・強みは、①については文書の加工・編集

により情報を共有できること、②については時間や空間を問

わず思考を可視化できること、③については双方向のやりと

りができること、と捉えられる。 

このICTの特性や強みを生かし、学校においてICTを活用す

ることは、生徒にとってわかりやすい授業、課題発見・解決

に向けた主体的・協働的な学びを実現するうえで効果的であ

ると考える。 

 

２ ICTを活用した授業づくり 

「最終まとめ」では、次世代に

求められる情報活用能力につい

て、「主体的・対話的で深い学び」

の学習過程の改善の視点から示

された。その中で、解き方があら

かじめ定まった問題を効率的に

解く力を育むだけでは不十分で

あり、蓄積された知識を礎としな

がら、膨大な情報から何が重要か

を主体的に判断し、自ら問いを立

ててその解決を目指し、他者と協

働しながら新たな価値を生み出していくことが求められるとされている。              

また、「学びのイノベーション事業実証研究報告書」(平成26年)でも、「ICTを活用することにより、

学びの場において『一斉指導による学び(一斉学習)』に加え『子供たち一人一人の能力や特性に応じ

た学び(個別学習)』、『子供たち同士が教え合い学び合う協働的な学び(協働学習)』を推進していく

ことが重要である」４）と示されている。また、「ICTを活用した授業では『一斉学習』『個別学習』

『協働学習』それぞれの学習場面が相互に組み合わされた学びの場が形成され、ICTの特長を生かす

ことでよりわかりやすく理解が深まる授業の実現が可能となる」４）とも示されている。特に、生徒同

士が教え合い学び合う協働的な学びでは、ICTを活用し、「お互いを高め合う学びを通して、思考力、

判断力、表現力などを育成することが可能となる」４）とある(図２)。 

そこで本研究では、授業において協働的な学びを遂行していくうえで、自分の意見をため込んだり、

広げたり、整理したりする学習活動を家庭学習と捉え、家庭学習と授業の連携を「授業づくり」と定

義する。さらに、協働的な学びを「グループ単位で課題を解決する学習形態」と考える。授業の中で、

タブレット端末等を用いてグループ内で複数の考えを共有し、話合いを通じて思考を深めながら協働

で意見整理を行う学習活動を行う。協働的な学びを深める授業の中でのICT活用のポイントとしては、

次の２点が挙げられる。①タブレット端末等を用いて、学習課題に対する互いの進捗状況を把握しな

図１ ICTの特性・強み 

①多様で大量の情報を収集、整理・分析、まと

め、表現することなどができ、カスタマイズ

が容易であること (観察・実験したデータ

などを入力し、図やグラフ等を作成するなど

を繰り返し行い試行錯誤すること) 
 

②時間や空間を問わずに、音声・画像・データ

等を蓄積・送受信でき、時間的・空間的制約

を超えること (距離や時間を問わずに児童

生徒の思考の過程や結果を可視化すること) 
 

③距離に関わりなく相互に情報の発信・受信の

やりとりができるという、双方向性を有する

こと (教室やグループでの大勢の考えを距

離を問わずに瞬時に共有すること) 

図２ ICTの効果的活用の例(矢印は筆者) 

「中央教育審議会 初等中等教育分科会 教育課程部会 総則・評価特別部会(第４回)」より 
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がら作業を進めることにより、意見交流が活発になり、学習内容への思考を深めることが可能となる。

②タブレット端末等を用いて互いの考えを視覚的に共有することにより、グループ内の議論を深め、

学習課題に対する意見整理を円滑に進めることが可能となる。 

このように、時間的・空間的な制約を超え、双方向性を有するICTの特性・強みを生かすことで、協

働的な学びを更に深めることが可能になると考える。 

 

３ 高等学校外国語科の授業の方向性 

文部科学省による「平成29年度英語力調査結果(高校３

年生)の概要」(平成30年)では、英語の４技能の力を測定

し、学習状況を検証している。その一部を図３に示す。こ

れを受けて、今後の指導の改善案として、生徒の興味・関

心を考慮した時事問題や社会問題等の幅広いテーマを用

いて、発表や討論・議論等の言語活動を豊富に経験させる

こと、また、複数の技能を統合した言語活動の一層の充実

を図り、主体的かつ協働的に学ぶことのできる学習指導の

改善・充実を図ることが必要であると考える。 

 また、中教審答申(平成28年12月)では、「文法・語彙等の知識がどれだけ身に付いたかという点に

重点が置かれた授業が行われ、外国語によるコミュニケーション能力の育成を意識した取組、特に『話

すこと』及び『書くこと』などの言語活動が十分に行われていないこと」１）、高等学校学習指導要領

(平成30年告示)解説外国語編・英語編(以下、学習指導要領解説という。)では、「読んだことについ

て意見を述べ合うなど複数の領域を統合した言語活動が適切に行われていないこと」５)などが指摘さ

れている。 

このようなことを踏まえ、本研究では高等学校外国語科において、生徒の興味・関心を考慮した時

事問題や社会問題等のテーマを取り上げ、発表や討論・議論等の言語活動を経験させる中でICTを活

用し、家庭学習を授業での協働的な学びへとつなぐために、考えをため込み、広げ、整理したり、読

んだことについて自分の考えを述べ合ったりする授業づくりを行う。 

 

(１) ICTの特性・強みを生かした思考ツールの活用 

学習指導要領解説では、英語コミュニケーションⅠにおける

言語活動の話すこと(発表)について、「話して伝えるための準

備として、伝えたい内容についてブレインストーミングをした

り、伝える内容の順番や展開について構想を練ってアウトライ

ンを作成したりするための時間を十分確保する必要がある」５)

と示されている。 

本研究では、協働的な学びを支えるデジタルツールとして、自分の考えを広げることができるマ

インドマップと、自分の考えを整理できるピラミッドチャートを活用する(図４)。マインドマップ

では、中心の円に書かれた語から連想することを外側の円に書くことで、多様な考えをもつことが

できる。また、ピラミッドチャートでは、自分の考えを主張、理由、具体例の３階層で書き、整理、

構造化できる。これらを活用して、繰り返し構想を練り、容易にカスタマイズできる思考ツールを 

活用する。これにより、自分の考えを整理したり、作成過程を記録して取組を蓄積し学習成果につ 

いて振り返ったりすることができる。さらに、他者の考えにふれ、自分の考えを広げるために、共 

有フォルダを使って思考ツールの送受信も行う。 

図４ 思考ツールの活用 

ピラミッドチャートを活用

し、広がった考えを整理する 

マインドマップを活用し、 

学習したことをもとに 

自分の考えを広げる 

マインドマップを活用し、 

自分の考えをもつ 

 

図３ 「平成29年度英語力結果調査(高校３年生)の 

概要」の一部 

○「話すこと」と「書くこと」に特に課題が大きい 

○英語を聞いて、概要や要点を捉える活動を行ったこ

とがある生徒は半数を上回る 

○聞いたり読んだりした後、英語で話し合ったり書い

たりして意見交換をした生徒は少ない 

○スピーチやプレゼンテーションを行ったことのあ

る生徒は少ない。特に、ディベートやディスカッシ

ョンといった活動経験は非常に少ない 

○「話すこと」の調査結果の得点が高い生徒ほど、授

業の中で英語を使ってスピーチやプレゼンテーシ

ョン、ディスカッションをしていた割合が高い 

○「書くこと」の調査結果の得点が高い生徒ほど、聞

いたり読んだりした後に、その内容を英語でまとめ

たり、自分の感想を英語で書いたりした割合が高い 
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(２) ICTの特性・強みを生かした知識・技能の習得のためのデジタルコンテンツの活用 

   生徒が授業で自分の考えを積極的に伝えるためには、知識・技能を確実に習得する必要がある。

そこで、本研究では、生徒に身に付けさせたい知識・技能を英語本文の内容理解と音読とし、生徒

が家庭学習で知識・技能の習得ができるようにするためのデジタルコンテンツを作成する。これを

活用して、より効果的に知識・技能を習得し、生徒が授業に積極的に参加できることを目指す。 

 

Ⅴ 研 究 の 進 め 方 

 

１ 研究の方法 

(１) 研究協力校の第１学年を対象とし、教科は外国語科とする。 

(２) 対象生徒の実態を把握するために、対象生徒への質問紙調査(第１回)を実施する。 

(３) 単元・授業の計画を立て、タブレット端末を活用するデジタルコンテンツを作成する。 

(４) 一人１台のタブレット端末活用による家庭学習と授業とを連携させた実証授業を実施する。 

(５) 実証授業の実施後、指導者からの聞き取りと、対象生徒への質問紙調査(第２回)を実施する。 

(６) 質問紙調査の結果や指導者からの聞き取りから、ICTを活用することによる家庭学習と授業とを

連携させた授業づくりが効果的であったかを検証する。 

 

２ 研究の経過 

４月 

 

 

６月 

 

６～７月 

 

８月 

研究構想 

研究推進計画の立案 

研究協力校への依頼と挨拶 

第１回専門・研究委員会 

(研究構想の検討) 

生徒への質問紙調査(第１回) 

教材開発 

第２回専門・研究委員会 

(実証授業の検討) 

９月～11月 

 

 

11月 

 

 

１月 

２月 

３月 

実証授業 

指導者からの聞き取り 

生徒への質問紙調査(第２回) 

第３回専門・研究委員会 

(研究の成果と課題の分析) 

研究論文原稿執筆 

研究発表準備 

研究発表大会 

研究のまとめ 

 

Ⅵ 研 究 の 内 容 と そ の 成 果  

 

１ 本研究でのICT環境 

本研究では、生徒がタブレット端末を家庭学習と授業で活用することができるように、一人１台の

タブレット端末を使用した。タブレット端末のOSは、Windows® 8.1Proで、サウンドレコーダー、メデ

ィアプレーヤー、ナレーターを使用した。また、プレゼンテーションソフトとしてPowerPoint® 2013を

使用した。教室内で40台のタブレット端末が同時にデータを送受信できる、IEEE802.11acの無線LAN

アクセスポイントと、ネットワーク対応ハードディスクを用いて、ネットワーク環境を構築した。 

 

２ 家庭学習と授業との学びの連携を目指した単元指導計画 

研究協力校２校の第１学年「コミュニケーション英語Ⅰ」の授業において、協働的な学びにつなが

る全３時間の単元指導計画を作成した(p.5の図５)。 

第１時に向けての家庭学習では、デジタルコンテンツを活用し、日本へ観光に来る人や日本文化の

特徴について学習する。そして、日本文化のよいと思うところを考え、それをタブレット端末の中に

あるワークシートに書く。授業では、始めの説明や家庭学習をもとに、日本文化のよいと思うところ

をペアで伝え合う。次に、「海外から日本へ観光に来る人に、滞在を楽しんでもらうために何ができ

るか」についての自分の考えをタブレット端末に入っているマインドマップにまとめ、他者と伝え合 
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…本時の目標         …ICTの活用 

 

１ 単 元 名   Respecting other cultures 

２ 単 元 目 標  様々な国の文化を知り、海外の人と関わるにあたり大切なことは何かを考えることができる 

３ 生徒の活動 

時 家庭学習 ［活用する思考ツール］ 授業 

１ 

 

 

 

 

 

・日本へ観光に来る人に関する英文を

読解する 

・日本文化の特徴についてのスライド

を視聴し、日本文化のよさについて

自分の考えを書く 

 

[マインドマップ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・家庭学習で考えた日本文化のよさをペ

アで伝え合う 

・授業の始めの説明や家庭学習を基に、自

分の考えをマインドマップに書く 

・マインドマップを示し、互いの考えを伝

え合い、自分の考えを広げる 

２ 

 

 

 

 

 

 

・共有したマインドマップを活用し、

自分の考えを整理する 

・外国の異文化に関する４種類の英文

のうち、一つを読解する 

 

[マインドマップ] 

 

 

 

・同じ種類の英文を読んできた生徒でグ 

ループを作り、内容の確認をする 

・複数の外国の異文化をグループで学び 

合う 

・他者から学んだことを基に、マインド 

マップを編集し、自分の考えを伝え、 

広げる 

・編集したマインドマップを基に、海外の 

人と関わるにあたり大切なことは何か

について考える 

３ 

 

 

 

 

 

・第２時までにマインドマップで広げ

た自分の考えを、ピラミッドチャー

トを活用し、整理する 

 

[ピラミッドチャート] 

 

 

・ペアになり、ピラミッドチャートを使

って、海外の人と関わるにあたり大切

なことついて自分の考えを伝える 

・ペアでの交流を通してピラミッドチャ

ートを編集する 

・全員に自分の考えを英語で伝える 

・ピラミッドチャートに書いた語を使い

自分の考えを英文にする 

 

図５ 家庭学習と授業との学びの連携を目指した単元指導計画 

            

・プレゼンテーションソフトでの

説明を受ける 

・タブレット端末でマインドマッ

プを使う 

・マインドマップを共有フォルダ

に保存する 

・共有フォルダにある他者のマイ

ンドマップと教材をタブレッ

ト端末に複製する 

・動画が入っているスライドを 

見る 

・英文等のデジタルコンテンツ 

を活用する 

海外から日本へ観光に来る人に、滞在を楽しんでもらうために何ができるかを考えよう 

・他者のマインドマップを閲覧 

する 

・英文等のデジタルコンテンツ 

を活用する 

・タブレット端末で取組を示す 

・共有フォルダにある教材をタブ

レット端末に複製する 

・タブレット端末に入っているピ

ラミッドチャートを活用する 

・タブレット端末で取組を示す 

・大型提示装置を使い、ピラミッ

ドチャートを示す 

様々な国の文化を知り、海外から日本へ観光に来る人に滞在を楽しんでもらうために

何ができるかについての自分の考えを広げよう 

 

海外の人と関わるにあたり大切なことは何かについて話したり書いたりしよう 
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うことで、多様な考えにふれることをねらいとした。さらに、マインドマップを共有フォルダに提出

する。提出された全員のマインドマップと次時の教材を自分のタブレット端末に複製する。 

第２時に向けての家庭学習では、他者のマインドマップを見て自分の考えを広げ、自分のマインド

マップを編集する。また、持ち帰ったデジタルコンテンツを使用し、外国の異文化に関する４種類の

英文のうち、一つを読解する。授業では、異なる種類の英文を読んできた生徒でグループを組み、家

庭学習での取組を伝え、内容の説明をする。そして、もとのグループに戻り、自分のもっている情報

をわかりやすく伝える活動を行うことで、話合いをする必然性が生まれることをねらいとした。また、

全ての生徒が話合いに参加することと、学び合いを基に自分の考えを広げることもねらいとした。 

第３時に向けての家庭学習では、それまでにマインドマップで広げてきた自分の考えを基に、「海

外の人と関わるにあたり大切なことは何か」についてピラミッドチャートに整理する。授業では、そ

れを使い自分の考えを伝えることをねらいとした。また、大型提示装置を使い、ピラミッドチャート

を大きく映しながら、自分の考えを全員に伝える。最後に、自分の考えを英文にして提出する。         

 

３ 授業での学びへとつなげるデジタルコンテンツの作成 

(１) 知識・技能の習得のためのデジタルコンテンツ 

ア 英文読解のためのコンテンツ 

家庭学習で、生徒の英文の読解を支援し、自分のペースで

取り組むことができることをねらいとする英文のコンテン

ツを作成した。読解を進めるにあたり難しいと考えられる部

分について、タブレット端末の画面をタップするとヒントが

出るようにした(図６)。また、英文のコンテンツには、内容

に関連する音声や動画を含むスライドを添付した。スライド

を視聴することにより、英文の内容の理解を深め、さらに興味をもたせることをねらいとした。 

  イ 音読練習のためのコンテンツ 

    家庭学習において一人で英文の音読練習をするとき、 

 文字と音声を結び付けることや自分の音読を振り返るこ 

 とは難しい。そこで、発音やイントネーションの上達の 

ために、文字と音声が入っている音読練習ができるコン 

テンツを開発した(図７)。このコンテンツは、再生すると文字の色が変わり、どの部分が読まれ 

ているかが分かることにより、文字と音声を結び付けることができる。 

また、メディアプレーヤーで再生することで、再生速度を変更することができ、個人のレベル

にあわせた音読練習ができる。生徒は家庭学習で、このコンテンツを活用して音読練習をする。

次に、サウンドレコーダーを使い、タブレット端末に自分が音読した音声を録音する。録音した

データを聞き直し、自分の音読を振り返ることができる。タブレット端末では、繰り返し再生・

録音が容易にでき、データの管理も容易にできる。 

 

(２) デジタル化した思考ツール 

   紙媒体で作成した思考ツールは、途中過程の記録、他者との

瞬時の共有、編集が難しい。そこで、プレゼンテーションソフ

トを使い、デジタル化した思考ツールを作成した。デジタル化

することで、自分の思考ツールの途中過程を記録することがで

き、共有フォルダで他者の思考ツールを容易に複製することも

図７ 音読練習用のコンテンツの画面 

図８ デジタル化した思考ツール 
 

文字入力する枠 

 
枠の移動、複製 

マインドマップ 

図６ ヒントが出る英文のコンテンツ 

  
②ヒントが出る 

 
①タップする 

～に基づく 
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できる。また、文字入力する枠は、何度でも複製、移動、再入力できるため、自分の考えを容易に

広げ、整理することができる(p.6の図８)。  

 

４ タブレット端末を活用した実証授業の実際 

(１) 自分の考えを他者と共有し、考えを広げることをねらいとした授業づくり 

ア マインドマップの作成と自分の考えの伝え合い 

第１時の授業の始めに、日本へ観光に来る人の数

や目的、興味のあることについて、プレゼンテーシ

ョンソフトを使い指導者が説明を行った。生徒は家

庭学習での取組やその説明を踏まえて、「海外から

日本へ観光に来る人に、滞在を楽しんでもらうため

に何ができるか」についての自分の考えをマインド

マップに記入した。タブレット端末に配信するマイ

ンドマップには、生徒が取り組みやすくするため

に、最初に基本アイディアとして「food」「sightseeing」

「shopping」「others」の語を与えた。生徒はそれを

基に、自分の経験や知識を使いながら考えを広げ

た。「others」においても様々な考えが見られた。あ

る生徒のマインドマップには「show the season’s nature」と書かれていたが、これは家庭学習で視

聴したスライドの「Four Seasons」を参考にしたものであると考える(図９)。このように、家庭学

習の取組を反映させ、自分の考えを広げている生徒が見られた。その後、グループで自分のマイ

ンドマップを効果的に示しながら自分の考えを英語で他者に伝えていた(図10)。 

イ 家庭学習でのマインドマップを活用した自分の考えの広がり 

自分の考えを伝え合った後、生徒は作成したマインドマップのデータを共有フォルダに保存

し、クラスの生

徒全員分のマイ

ンドマップのデ

ータをそれぞれ

のタブレット端

末に複製した。

これにより、第

１時後の家庭

学習で、自分のペースで他者のマインドップを見ることができるようになった。自分と他者の考

えを比較し参考にすることで、多くの語を追記する生徒が見られた(図11)。共有フォルダを使う

ことで、家庭学習での取組において、生徒は自分の考えにはなかった他者の考えを知ることがで

き、自分の考えを広げることができた。 

 

(２) 生徒同士での学び合いにより自分の考えを広げることをねらいとした授業づくり 

第１時の終末に、文化が違う異なる国の二人の間で起こったトラブルについての動画を視聴した。 

そこで、トラブルが起きないためにはどうすればよいのかを考え、異国の人と関わるときには、互

いの国の文化を知ることが大切だということを知った。そのことを受け、第２時に向けた家庭学習

では、四つの国の文化に関する英文(p.8の図12)の読解に取り組んだ。その英文は、第１時の最後に、 

図９ スライドをもとに書かれたマインドマップ 
(矢印、太枠は筆者) 

図10 マインドマップを示して考えを伝える様子 

We can teach Japanese food, for 
example sushi and washoku. 

(四季について) 

日本の特徴についての

スライドの一部 
マインドマップの一部 

図11 生徒の作成したマインドマップの変化の一例 (太枠は筆者) 

第１時 

海外から日本へ観光に来る人に、滞在を楽しんでもらうために何ができるか 

 
第１時後の家庭学習 
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グループごとにどの英文を読むかを一つ決め、共有フォ

ルダから個別に必要なものをタブレット端末に複製し

た。また、英文の読解後には、内容の確認問題(図13)に

も取り組んだ。 

授業では、まずグループで、読んできた英文の内容確

認と、確認問題の答え合わせをした。正答率が高い生徒

が多く、このことから、家庭学習での知識・技能の習得

ができたと考える。 

次に、家庭学習での取組を、授業での生徒同士が教え

合う協働的な学びへとつなぐために、違う英文を読んだ

生徒４人で新しいグループを作った。グループで読んだ

英文の説明役一人を残し、他の生徒は三つの違う英文を

読んできたグループにそれぞれ移動し、説明役から各文

化について学んだ。その後、もとのグループに戻り、学

んできたことを互いに説明し、四つの国の文化を学び合

った。このとき、生徒がもっている情報は自分しかもっ

ていないものなので、それを他者にわかりやすく伝えよ

うとする様子が見られた(図14)。 

続いて、学んだことを基に、グループで「海外から日

本へ観光に来る人に、滞在を楽しんでもらうために何ができるか」

について話し合った。生徒は、話し合いながらマインドマップを編

集し、自分の考えを広げた(図15)。ある生徒のマインドマップには、

「Make them Japanese traditional foods without beef」と追記されてい

た(図16)。これは牛肉を食べてはいけないという文化を学び、話し

合ったことによるもので、第１時後の家庭学習と第２時の授業での

学びをつなげることにより、生徒は考えを広げることができたと考

える。 

最後に、生徒は広げたマインドマップを基に「海外の人たちと関

わるにあたり大切なことは何か」についてグループで話し合い、考

えをワークシートに書いた。生徒は、家庭学習での取組を授業で生

かし、学び合うことで、異文化を尊重することについて考えることができた(図17)。次時では、ピ

ラミッドチャートを活用して考えを整理すること、クラスで共有することを確認した。そして生徒

は、共有フォルダからピラミッドチャートを自分のタブレット端末に複製した。 

図13 英文③の確認問題の一部 

True or False 
1) You will see some differences if you compare 

 other cultures with your own culture. 
2) “Siesta” is a custom of taking a rest in the 

 afternoon in Spain. 

3) One reason why Spanish people began to have 
 “Siesta” is they got tired in the afternoon. 

 

Key Points: Fill in the blanks. 

In (         ), many people have a custom 
called (            ). They (          ).  
One reason is that (                   ). 
 

図12 外国の異文化についての英文の要約  

英文① Malaysia is an Islamic country and one faith 

is people must not eat pork because pigs are 
 considered unclean animals. 

                      

英文② Many people in Nepal believe in Hinduism 

and one Hindu faith is not to eat beef. The 

reason is they try not to kill animals because 
they believe their ancestors may be reborn 
as animals. 

 

英文③ Many people in China don’t give a 

 handkerchief as a gift because they think a 
 handkerchief is a symbol of sadness. They 

 have an image of handkerchiefs as wiping 
 away tears.   
                

英文④ Many people in Spain have a custom “Siesta”  

which means “afternoon rest” in Spanish. 
One reason they began to have “Siesta” is 
the weather in Spain was very hot and they 

tried to avoid mid-day heat and take a rest. 

              

図17 生徒の考えの一部 

・There are many cultures in the world, so we 
should know and understand each other to 

make a good relationship between people 
from other countries.  

・I think trying to communicate with people from 

other countries is important. We know each 

other through communication. It may be 
difficult to speak with them but 
communicating with them is the first step to 

make a good relationship.  
・We think it’s important not to forget Omoiyari 

spirit and we learn it’s important to know a 

custom. 
 

図16 追記されたマインドマップの一部(太枠は筆者)  

肉や豚肉を使わ

ない料理は何が

ある？ 

図15 話し合い、マインドマップ

の編集をしている様子 

図14 記録したことを互いに説

明している様子 

 

第２時始め 第２時後 

チキンカレーとか？ 
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(３) 自分の考えを表現することをねらいとした授業づくり 

   第３時前の家庭学習において、前時までにマ

インドマップで広げた自分の考えをタブレット

端末に入っているピラミッドチャートを活用

し、整理した。「海外の人と関わるにあたり大切

なことは何か」について、ピラミッドチャートの

１番上の階層に自分の主張、中央の階層に理由、１番下の階層に具体例を記入した。 

第３時では、そのピラミッドチャートを使って話したり書いたりすることで、自分の考えを表現

した。まずペアで作成したピラミッドチャートを示し、自分の考えを伝え合った。説明するときに

自分のピラミッドチャートを拡大してポイントをわかりやすく伝えている様子が見られた。また、

第２時の授業で学習した異文化の他に、家庭学習で自ら他の国の文化を調べ、それをピラミッドチ

ャートに書き込んでいた生徒も見られた。 

ペアを変えて複数回行った後、自分のピラミッドチャートを編

集した。提出されたピラミッドチャートには、間違いに気付き、

適切な表現に書き換えられているものが見られた(図18)。その

後、生徒は大型提示装置に映した自分のピラミッドチャートを活

用し、自分の考えを発表し(図19)、指導者はフィードバックを行

い、全員で確認した。最後に、どのようにまとめれば効果的に他

者に伝わるかを考えながら、ピラミッドチャートに書いた自分の考えを英文にした。 

 

５ 実証授業を振り返って 

(１) 生徒対象質問紙調査より 

図20は、実証授業を終えての事後質問紙調査の結

果である。質問項目(A)の回答から、家庭学習と授業

との連携を通して、自分の考えを伝えたいと、積極

的に授業に臨んでいたことが分かる。また、質問項

目(B)の回答から、家庭学習と授業との連携を通し

て、自分の考えを広げるために他者の考えを積極的

に聞くことができていたことが分かる。 

 自由記述欄には、図21のような回答が見られた。a

から、家庭学習において効果的な知識・技能の習得の

ためにデジタルコンテンツが有効であったことが読

みとれる。またc、d、eから、家庭学習での取組によ

り自分の考えをもち、授業において積極的に自分の

考えを他者に伝えるためにタブレット端末が有効活

用できていたと考えられる。さらにb、fから、自分の

考えを広げるために、家庭学習や授業において共有

フォルダを生かして他者の多くの考えを閲覧することが効果的であったと考えられる。一方、g、h

のようにトラブルが起きる課題も挙げられた。今後は、トラブル解決の手立てを考える必要がある。 

 

(２) 指導者からの聞き取りより 

実証授業での生徒の姿について指導者から聞き取りを行った。その内容を10ページの図22に示す。 

〇タブレットを家庭に持ち帰った学習でよかったところ 

a.音声を聞いてから音読練習ができ、さらに自分の音

読を録音して聞けるので、音読練習がしやすかった 

b.他の人の意見を見て参考にしながら自分の意見を考

えられた 

〇タブレットを使った授業でよかったところ 

c.発表が苦手な私でも、事前に作った意見を使って楽

しく発表ができた 

d.ペアやグループで意見を言うとき、自分のタブレッ

トを拡大して見せたりするとわかりやすかった 

e.マインドマップを活用し、実際に具体例などを見せ

ながら説明できた 

f.全員の学習成果を共有して、それを見ることで自分

の思ってもいなかったような意見が見られたこと 

〇タブレットを使った学習の課題 

g.トラブルも多いから授業が進まなくなる 

h.家でトラブルが起きたときどうすればいいか分から

なかった 
図21 事後質問紙調査の自由記述欄の回答(一部抜粋) 

図18 編集されたピラミッドチャートの一部(太枠は筆者) 

編集前 編集後 

図19  大型提示装置に示されたピラミッ

ドチャートを活用し発表する様子 

図20 事後質問紙調査の結果 
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指導者は、生徒が家庭学習と授業で一 

人１台タブレット端末を活用するこ

とにより、積極的に自分の考えを伝え

たり取組に工夫を加えたりすること

ができたと感じていたことが分かる。

一方、gのようにタブレット端末操作

に個人差があることを課題に挙げて

いた。生徒のICTの基本的な操作スキ

ルの育成に対する手立てを考える必

要がある。 

   

Ⅶ 研究のまとめと今後の課題 

 

１ 研究のまとめ 

(１) 生徒が一人１台のタブレット端末を家庭等と学校で繰り返し使う中で、デジタル化した思考ツー

ルの編集と、共有フォルダから複製した他者の取組の閲覧により、他者の考えを積極的に取り入れ、

自分の考えを広げることができた。  

(２) 家庭学習を授業での協働的な学びへとつなぎ、考えをため込み、広げ、整理したり、読んだこと

について自分の考えを述べ合ったりする授業づくりを進めるうえで、言語活動を充実させるICTの

活用は有効であった。 

 

２ 今後の課題 

(１) 本研究では、一つの単元で実施したが、複数の単元において家庭学習と授業との学びの連携がど

のようにできるか、検証をする必要がある。 

(２) 本研究では、生徒の取組のデータを保存してきたが、今後も蓄積を続けていき、それをどのよう

に活用することができるか、研究を進める必要がある。 
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a.家庭学習で自分の考えをまとめることにより自分の考えの土台ができ

たことで、普段は発表に消極的であった生徒が積極的に自分の考えを伝
えることができていた 

b.自分の考えを伝えるときに、思考ツールを提示することにより自分の考

えの全体像を示すことができ、他者に自分の考えが伝わりやすいようで
あった 

c.家庭学習で生徒がオリジナルの取組を作成することで、積極的に授業に

参加することができていた 
d.思考ツールをコミュニケーションのツールの一つとして活用すること

ができていた 

e.他者の取組を家庭にもち帰ることにより、自分の考えを広げることがで
きた 

f.他者とのやりとりを通して、自分の表現や考えを改善することができて

いた 
g.タブレット端末の操作に個人差があり、作業の進み具合にも差が出た 

図22 実証授業に関する指導者の意見 (下線は筆者) 
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