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「教育の情報化に関する手引」(令和元年12月)では、「単にICT機器を指導に

取り入れれば、情報活用能力が育成されたり、教科等の指導が充実したりする

わけではないということに留意する必要がある」と示されている。そこで本研

究では、児童生徒がICTを適切に活用する学習活動の充実を図る校内研修を「校

内研修プランシート」を用いて実施し、学校の指導者全体で、「授業プランシー

ト」に基づいて授業づくりを行った。このことにより、ICTを教科等の指導に取

り入れるねらいを明確にした授業が行われた。その結果、児童生徒がICTを使用

する目的を意識する姿が見られ、児童生徒の情報活用能力の育成につながった。 
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ICT活用授業づくりプロジェクト研究 

 

小・中学校における児童生徒の情報活用能力を育成する 
授業づくりのあり方 

－児童生徒がICTを適切に活用する学習活動の充実を図る校内研修を通して－ 

 

Ⅰ 主 題 設 定 の 理 由 

 

小・中学校学習指導要領(平成29年告示)(以下、学習指導要領という。)では、情報活用能力を言語能

力や問題発見・解決能力と同様に、学習の基盤となる資質・能力と位置付けている。小・中学校学習指

導要領(平成29年告示)解説 総則編(以下、学習指導要領解説という。)においては、「情報活用能力を

より具体的に捉えれば、学習活動において必要に応じてコンピュータ等の情報手段を適切に用いて情報

を得たり、情報を整理・比較したり、得られた情報を分かりやすく発信・伝達したり、必要に応じて保

存・共有したりといったことができる力」1)2)と示されている。 

「教育の情報化に関する手引」(令和元年12月)(以下、「教育の情報化に関する手引」という。)では、

「情報収集し、試行の繰り返しをして整理・分析し、情報共有を図り、表現をするといったあらゆる学

習場面において、ICT活用の特性・強みを生かすことが期待される」3)と述べられている。同時に「単に

ICT機器を指導に取り入れれば、情報活用能力が育成されたり、教科等の指導が充実したりするわけで

はないということに留意する必要がある」3)とも述べられている。これらのことから、児童生徒の情報活

用能力を育成するためには、指導者がICTを教科等の指導に取り入れるねらいを明確にし、活用場面を

意図的・計画的に位置付けることで、児童生徒がICTを適切に活用する学習活動を充実させる必要があ

る。 

また、学習指導要領では、「各学校においては、児童生徒の発達の段階を考慮し、言語能力、情報活用

能力(情報モラルを含む。)、問題発見・解決能力等の学習の基盤となる資質・能力を育成していくこと

ができるよう、各教科等の特質を生かし、教科横断的な視点から教育課程の編成を図るものとする」4)5)

と述べられている。したがって、児童生徒の情報活用能力を育成するためには、限られた指導者だけで

はなく、学校の指導者全体で、児童生徒がICTを適切に活用する学習活動を充実させる必要がある。しか

し、「平成30年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果(概要)(平成31年３月現在)」(令

和元年12月)において、「教員のICT活用指導力」の「児童生徒のICT活用を指導する能力」に関する項目

では、本県教員の「できる」もしくは「ややできる」と回答した割合は62.0％であり、全国平均70.2％

と比べると低い結果であった。このことから、児童生徒がICTを活用する学習活動を十分に行うことが

できず、情報活用能力の育成が不十分な状況になっていることが考えられる。 

そこで、本研究では、研修と実践を往還させながら、研究委員が中心となって児童生徒がICTを適切に

活用する学習活動の充実を図る校内研修を実施し、学校全体で授業づくりを行う。このような学校全体

の取組を通して、児童生徒がICTを適切に活用する学習活動の充実を図ることで、児童生徒の情報活用

能力の育成を目指すことができると考え、本主題を設定した。 

 

Ⅱ 研 究 の 目 標  

 

校内研修を通して、学校全体で児童生徒がICTを適切に活用する学習活動の充実を図ることで、児童

生徒の情報活用能力の育成を目指す。 
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Ⅲ 研 究 の 仮 説  

 

児童生徒がICTを適切に活用する学習活動の充実を図る校内研修を実施し、学校全体で授業づくりを

行えば、児童生徒の情報活用能力を育成することができるだろう。 

 

Ⅳ 研究についての基本的な考え方 

 

１ 本研究で育成したい情報活用能力 

学習指導要領解説においては、「情報活用能力をより具体的に捉えれば、学習活動において必要に

応じてコンピュータ等の情報手段を適切に用いて情報を得たり、情報を整理・比較したり、得られた

情報を分かりやすく発信・伝達したり、必要に応じて保存・共有したりといったことができる力」1)2)

と示されている。これを踏まえ、児童生徒が目的に応じて必要な情報を様々な方法で収集・選択した

り、情報を整理・比較しながら文章や図、表等にまとめたり、自身がまとめたものをわかりやすく相

手に伝えたりすることができるような姿を目指す。そこで、本研究では、このような情報活用能力の

育成に焦点を当て、授業づくりに取り組んでいく。 

 

２ 児童生徒がICTを適切に活用する学習活動とは 

児童生徒がICTを適切に活用する学習活動(図１)とは、児童生徒が

ICTを使用する目的を意識し活用することで、教科等における学びが充

実し、情報活用能力育成につながる学習活動と捉える。 

このような学習活動にするためには、児童生徒の実態に応じて育成

したい情報活用能力を把握し、各教科等のねらいを踏まえたうえで、

ICTを教科等の指導に取り入れるねらいを明確にし、ICTの活用場面を

意図的・計画的に位置付ける必要がある。これらを意識した学習活動を

充実させることで、児童生徒の情報活用能力育成につながると考える。 

 

３ 本研究における授業づくり 

「教育の情報化に関する手引」において、「ICTを効果的に活用した学習場面は、『一斉指導による

学び(一斉学習)』、『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)』の３つの分類例に分けることができる」3)と述べられて

いる。また、平成30年度研究員派遣による学校支援に関する研究(以下、派遣研究という。)において、

情報活用の実践力育成の三つの観点「集める」「まとめる」「伝える」がICTの活用場面を整理してい

く中で見いだされた。 

そこで、これらを踏まえて、本研究における授業づくり(図２)で

は、「授業プランシート」を用いて、ICT活用の学習場面の三つの分

類「一斉学習」「個別学習」「協働学習」と情報活用の実践力育成の

三つの観点「集める」「まとめる」「伝える」を組み合わせて、児童

生徒がICTを適切に活用する学習活動を取り入れた授業の構想を行い、実践する。実践後は、児童生徒

がICTを適切に活用する学習活動を取り入れた授業であったかを指導者自身が検証できるようにする

ために、「授業振り返りシート」を用いて授業の振り返りを行う。 

(１) 「授業プランシート」について 

各教科等のねらいを踏まえたICTの活用場面を具体的にイメージできるようにするため、単元構

図１ 児童生徒が ICTを適切に 
活用する学習活動 

図２ 本研究における授業づくり 
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想と本時の展開を記した「授業プランシート」を用いる。 

ア 単元構想 

単元を構想する際は、各教科

等のねらいを明確にし、ICTの

活用場面を意図的・計画的に位

置付けることが重要となる。そ

こで、以下の３点をポイントに

単元構想(図３)を行う。①単元

目標については、各教科等の学習指導要領解説編を基に、各教科等で育成を目指す資質・能力と

照らし合わせ、設定する。②単元計画については、単元目標が達成できるよう、児童生徒の学び

の姿を思い浮かべながら学習のねらいと主な学習活動を考える。③児童生徒のICT活用について

は、児童生徒がICTを適切に活用する学習活動となるよう、単元の中にICTの活用場面を意図的・

計画的に位置付ける。 

イ 本時の展開 

児童生徒がICTを適切に活

用する学習活動の充実を図る

ためには、児童生徒がICTを使

用する目的を意識し活用でき

るようにすることが重要とな

る。そこで、以下の４点をポイ

ントに本時の展開(図４)を考

える。④育成したい情報活用能力については、「教育の情報化に関する手引」に示されている「情

報活用能力の体系表例」にある「問題解決・探究における情報活用」の分類の中の情報活用能力

を参考に記入する。⑤情報活用の実践力育成の観点については、育成したい情報活用能力からICT

の活用場面を具体的にイメージして、三つの観点「集める」「まとめる」「伝える」から選択す

る。また、ICT活用の学習場面の分類については、授業において児童生徒がICTを活用する学習場

面を指導者が具体的にイメージできるようにするために、「学びのイノベーション事業実証研究

報告書」(平成26年４月)に示されている学習場面に応じたICT活用事例(図５)を参考にして、三

つの分類「一斉学習」「個別学習」「協働学習」から、取り入れたい学習場面を選択する。⑥ICT

①単元目標 

②単元計画 ③児童生徒のICT活用 

図３ 単元構想(「授業プランシート」の一部) 

⑦児童生徒がICTを使用する 
目的を意識できる発問 

⑥ICTを教科等の指導に 
取り入れるねらい 

④育成したい情報活用能力 

図４ 本時の展開(「授業プランシート」の一部) 

⑤情報活用の実践力育成の観点と 
ICT活用の学習場面の分類 

図５ 学習場面に応じたICT活用事例 
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を教科等の指導に取り入れるねらいについては、本時のねらいと育成したい情報活用能力を踏ま

えて設定する。その際、ICT活用の特性・強みを生かすことができるようにする。⑦児童生徒が

ICTを使用する目的を意識できる発問については、ICTを教科等の指導に取り入れるねらいを踏ま

えて設定する。 

 

(２) 「授業振り返りシート」について 

児童生徒がICTを適切に活

用する学習活動を取り入れた

授業であったことを、指導者自

身が振り返るために「授業振り

返りシート」(図６)を用いる。

この振り返りを基にして、指導

者はICTを教科等の指導に取

り入れるねらいを意識して指

導することができたか、児童生徒の情報活用能力を育成することができたかについての検証を行う。 

 

４ 児童生徒がICTを適切に活用する学習活動の充実を図る校内研修 

本研究では、研究委員が所属校の

情報活用能力育成についての実態と

課題から校内研修のねらいを設定

し、表１のように校内研修と授業実

践を実施する。これらを通して、限

られた指導者だけではなく、学校の

指導者全体で、児童生徒がICTを適

切に活用する学習活動の充実を図

り、児童生徒の情報活用能力の育成

を目指す。 

(１) 「校内研修プランシート」について 

研究委員が研修のねらいを明確にして校内

研修を進めることができるよう、以下の３点

をポイントとした「校内研修プランシート」

(図７)を用いる。①各学校の情報活用能力育

成についての実態と課題には、事前アンケー

トの結果と研究委員による１学期の実践か

ら、児童生徒の情報活用能力育成の実態を把

握し、課題を記入する。②校内研修のねらいに

ついては、各学校の情報活用能力育成につい

ての実態と課題を基に設定する。③校内研修のねらいを踏まえて、第１回校内研修の流れと第２回

校内研修の研究協議のテーマや内容を構想する。その際、校内研修のねらいと計画する校内研修の

内容にずれが生じないように、常に①、②の内容を意識しながら構想する。 

このように、「校内研修プランシート」を用いることで、研究委員は２回実施する校内研修の内

容のつながりを明確に捉えることができ、一貫したねらいで校内研修を実施することができる。 

図６ 「授業振り返りシート」の一部 

教科の学びを深めることができたか 

育成したい情報活用能力を高めることができたか 

児童生徒はICTを使用するねらいを意識できたか 

図７ 「校内研修プランシート」 

①各学校の情報活用能力 
育成についての実態と課題 ②校内研修のねらい 

③第１回校内研修の流れ 

③第２回校内研修の研究協議のテーマや内容 

表１ 校内研修と授業実践の時期とねらい 
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(２) 「ICT活用研修モジュール」について 

児童生徒がICTを適切に活用する学習活動の充実を図るためには、研修のねらいに沿った校内研

修の流れを考え、それをイメージしながら資料を作成する必要がある。また、一貫したねらいで校

内研修を実施するために、開催方法や研修の流れなどを工夫して、研修内容を充実させる必要もあ

る。そこで、第１回校内研修の講義・演習では、当センターの研修で活用している資料や派遣研究

の成果物を参考にした「ICT活用研修モジュール」(表２)を提示する。この研修モジュールは、各学

校の実態や課題に応じて選択したり、変更したりして活用するものとする。この研修モジュールを

用いて研修を実施することで、学校の指導者全体は、児童生徒がICTを適切に活用する学習活動を

取り入れた授業のイメージを具体的にもつことができるようになると考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅴ 研 究 の 進 め 方 

 

１ 研究の方法 

(１) 児童生徒の情報活用能力を育成するという目標を研究委員と共有する。 

(２) 実践校の対象となる児童生徒と指導者に事前アンケートを行い、児童生徒がICTを適切に活用す

る学習活動に関する意識や実態を把握する。 

(３) 年間５回のプロジェクト研究会では、ICTを活用する授業づくりについての研修を通して、研究

委員が授業を計画する。 

(４) 研究委員は、プロジェクト研究会と実践校での取組の往還を進める。 

(５) 研究委員が中心となり、児童生徒がICTを適切に活用する学習活動の充実を図る校内研修を所属

校にて実施する。 

(６) 研究協議等での意見交流、アンケートや振り返りから、対象となる児童生徒と指導者の変容を分

析し、校内研修を通して情報活用能力を育成する授業づくりのあり方についての成果と課題をまと

める。 

 

２ 研究の経過 

４月 
６月 
 
 

７月 
 
 

８月 
 

９月～10月 

研究構想、研究推進計画の立案 
第１回プロジェクト研究会 
第１回児童生徒質問紙調査 
第１回指導者意識調査 
各実践校にて授業構想の打合せ(第２回プ
ロジェクト研究会) 
各実践校での授業実践 
第３回プロジェクト研究会 
各実践校での第１回校内研修 
各実践校の指導者による授業実践 

10月～11月 
 
 
 

11月 
11月～12月 

１月 
２月 
３月 

各実践校での第２回校内研修(第４回プロ
ジェクト研究会) 
第２回児童生徒質問紙調査 
第２回指導者意識調査 
第５回プロジェクト研究会 
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 

 

 

表２ 「ICT活用研修モジュール」 
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Ⅵ 研 究 の 内 容 と そ の 成 果 

 

１ プロジェクト研究会と実践校での取組の往還 

校内研修を通して、学校の指導者全体で児童生徒がICTを適切に活用する学習活動の充実を図るこ

とができるようにするために、児童生徒がICTを活用する授業づくりについてのプロジェクト研究会

と、実践校での取組の往還を計画し実施した(図８)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 児童生徒がICTを適切に活用する学習活動を充実させる授業づくり 

(１) 児童生徒がICTを適切に活用する学習活動を取り入れた授業の構想 

第１回プロジェクト研究会では、児童生徒がICTを活用する授業

についての講義・演習として、小学校算数科第２学年「かけ算」の

単元において、身の回りでかけ算の式で表せるものをタブレット

を使って記録し、伝え合う授業の体験(図９)を行った。 

ここで行った講義・演習を通して、情報活用の実践力育成の三つ

の観点「集める」「まとめる」「伝える」における様々な実践例を

知り、授業を体験することによって、研究委員は児童生徒がICTを

適切に活用する学習活動を取り入れた授業の具体的なイメージをもち、各教科等のねらいを踏まえ

た授業の構想を行うことについての理解を深めることができ、「授業プランシート」を用いて授業

を構想することにつながった。 

 

(２) 授業づくりの実際 

１学期の授業実践では、第１回プロジェクト研究会での学びを生かして、児童生徒がICTを適切

に活用する学習活動を取り入れた授業の構想を「授業プランシート」を用いて行った。 

ア ICT活用の学習場面「個別学習」における情報活用の実践力育成の観点「まとめる」に焦点を当

てた授業実践(実践校Ａ 小学校第３学年 理科「風とゴムの力のはたらき」) 

本時のねらいは「風の力のはたらきについて、実験で得られた結果を比較して考察し、自分の

考えを表現できる」である(p.7の図10)。 

本時の導入では、指導者は児童がICTを使用する目的を教科のねらいに沿って意識できるよう

に工夫した。まず、個々の実験結果の違いに児童が着目できるよう、表計算ソフトを用いて実験

図８ 本研究におけるプロジェクト研究会と実践校での取組の往還  

図９ 児童生徒がICTを活用する 

授業の体験を行っている様子
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結果の数値をグラフ化し児童に示した。次に、「どうして結果に違い

が出たのか振り返る方法はないかな」と発問することで、児童は実験

結果のデータを検証するために、前時の実験で撮影した動画を使えば

よいことに気付いた。児童は、一人１台コンピュータを用いて、気に

なる場面の動画を何度も再生したり、一時停止したりして他の動画と

比べ、実験結果に違いが出た原因に気付いた(図11)。このような実験

結果の整理を基に考察し、風の強さと車が動く距離の関係について自

分の言葉でまとめた。 

授業後の児童からの聞き取りでは、「動画を一時停止したことで、扇風機の風の強さのボタン

を確認することができた」と述べており、児童がICTを使用する目的に気付くことができた。 

授業後の「授業振り返りシート」で、研究委員は「自分の気になる実験結果の動画を何度も見

返し、実験が正しい手順で行われたのかを確かめる姿が見られた。また、検証して気付いたこと

をグラフにかき込み、まとめる姿が見られた」と記述しており、ICTを適切に活用し、個別に検証

する学習場面を確保したことで、実験で得られた結果を比較して考察することにつながった。 

イ ICT活用の学習場面「協働学習」における情報活用の実践力育成の観点「伝える」に焦点を当てた

授業実践(実践校Ｂ 小学校第４学年 日本語指導「この間になにがあった？」) 

本実践は、在籍学級において日本語で各教科等の学習活動に参加できるようにするため、日本

語指導が必要な児童３名を対象に進めた。本時のねらいは、「２枚の写真の間に、『何が起こっ

たか』を想像して考え、話をしたり、聞いたりしながら互いに交流することを通して、使える言

葉を増やすことができる」である(図12)。 

 

本時の導入では、児童は２枚の写真を見比べ、床に落ちたおもちゃ等に着目して、変化したと

ころにペン機能を用いてマークをつけた。大型提示装置に映し出すと、わかりやすく伝えるため

に自然に前へ出て指し示す姿が見られた(p.8の図13)。２枚の写真の間に何が起こったのかの説

図10 小学校第３学年理科「授業プランシート」の一部(実践校Ａ)(囲み枠は筆者) 

図12 小学校第４学年日本語指導「授業プランシート」の一部(実践校Ｂ)(囲み枠は筆者) 

図11 動画を検証する場面 

あれ、風の強さが違うな…
もう一回見てみよう。 
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明を書く際に、タブレット上の写真をクリックすると

物の名前が出てくるよう教材を工夫したことで、分か

らない言葉を知るための手立てとなった。 

大型提示装置を用いた交流の場面では、想像したこ

とがうまく言葉に表せず、みんなに伝えることができ

なかった児童が、他の児童の根拠を指し示す様子を見

たことで、伝えたかったことを視覚的に理解し、自分

と同じ考えをもっていることに気付くことができた。 

授業後の「授業振り返りシート」で、研究委員は「日本語を十分に話したり、書いたりするこ

とができない外国人児童にとって、タブレットの活用は、他の児童に自分の考えていることを伝

えるツールになる」と記述しており、児童がICTを活用することで交流が深まっている様子を見

ることができた。 

授業実践後の研究委員の「授業振り返りシート」には、

「ICT機器を使うことに重点を置いてしまい、教科の学び

が深まらなかった」という記述があった。そこで、第３回

プロジェクト研究会での協議の中で、各教科等のねらいを

踏まえること、ICTを教科等の指導に取り入れるねらいを

明確にすること、指導者と児童生徒がICTを使用する目的

を共有することが大切であることの三つのポイントを確

認し、これを２学期の授業づくりに生かすようにした(図14)。 

 

３ 児童生徒がICTを適切に活用する学習活動の充実を図る校内研修 

(１) 校内研修の構想 

第３回プロジェクト研究会では、「校内研修プランシート」を用いて、各所属校の情報活用能力

育成の実態と課題から研修のねらいを考えた。また、「ICT活用研修モジュール」(p.5の表２)から、

校内研修のねらいに沿った項目を選び、組み合わせて、第１回校内研修の構成を考えた。その中で、

所属校の実態と課題を踏まえて資料の提示順序や校内研修の開催方法などを工夫した(表３)。 

 

(２) 情報活用の実践力育成の観点「伝える」に焦点を当て、研究委員が中心となって取り組んだ校内

研修の実際(実践校Ｃ) 

ア 校内研修の計画について 

実践校Ｃの研究委員は自校指導者対象の事前アンケートの結果から、伝える力の育成に対して

苦手意識をもっている指導者が多いことを把握した。また、指導者に対する聞き取りから、児童

表３ 実践校８校の校内研修のねらい 

図14 第３回研究会での協議の様子 

図13 大型提示装置に映し出して説明する姿 
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生徒はICT機器を使い慣れ

ているため、調べたりまと

めたりする活動はよくでき

ているが、それを相手にわ

かりやすく伝えることに課

題があると感じていること

も分かった。そこで、研究

委員は校内研修のねらいを

設定し、「校内研修プラン

シート」を用いて、校内研

修の構成を考えた(図15)。 

このように、「校内研修プランシート」を用いて校内研修を構成したことで、研究委員は常に

研修のねらいを明確にしながら、見通しをもって取り組むことができた。 

イ 第１回校内研修について 

第１回校内研修では、伝える力の育成に焦点を当てた授業づくりについて知り、授業を構想す

ることをねらいとした。日頃から児童生徒がICTを活用する授業を行っており、多くの指導者が

集める力、伝える力を育成する授業についてのイメージをもっている。そこで、第１回校内研修

では、情報活用能力育成の実態と課題を共有し、伝える力の育成の実践事例を学んだうえで、授

業を構想した。研究委員自身が行った１学期の授業実践の振り返りに見られた「インターネット

検索を用いて調べたことを伝える授業を行ったが、ただ単にICT

を使えばよいのではなく、教科のねらいを達成できるよう、目的

をもってICTを活用し、学びを深めていくことが大切であると感

じた」という声を学校の指導者全体と共有したことで、授業づく

りの方向性を示すことができた。その後の授業づくりでは、学校

の指導者全体が各教科のねらいを踏まえ、「授業プランシート」

を用いて、伝える力の育成に焦点を当てた授業の構想を行うこ

とができた(図16)。 

ウ 第２回校内研修について 

第２回校内研修は、学校の指導者全体で研究授業の参観と研究協議を行った。 

研究授業は、中学校第３学年社会科「地方自治と私たち」の

単元で行われた。前時では、「理想のまちづくりのための政策

を考えることを通して、政治に対する関心を深める」をねらい

とした。架空のＸ市の市長選挙に立候補し、Ｘ市の課題を解決

するためにどのような公約が考えられるのかをペアで考察し、

その公約を相手にわかりやすく伝えることができるようICTを

活用してまとめた。相手にわかりやすく伝えることができるよ

う、「公約がＸ市の課題を基に考えられているか」「公約が公

正であり効果的であるか」「市の政治に対する熱意・思いが伝

わってきたか」という政策を伝えるための三つのポイントを生

徒とともに作成した。本時は、前時にまとめたスライド資料を

見直した後、このポイントを基に発表を行った(図17)。 

スライドを見直す場面(図18)では、ペアで考えた公約をポイントを踏まえて、限られた時間の

図15 「校内研修プランシート」と校内研修の構成(実践校Ｃ) 

図16 「授業プランシート」を
用いた授業の構想の様子 

図17 生徒の発表の様子 

図18 スライドを見直す場面 

このスライドは必要かな？ 

どっちのスライドが相手に
伝わるかな？ 
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中で相手にわかりやすく伝えるために、伝えたいことを明確に

し、スライド資料を厳選する生徒の姿が見られた。このことか

ら、教科のねらいを意識しながら伝えたいことを明確にしてお

り、生徒はICTを使用する目的を意識していたことが分かる。 

研究協議では、「児童生徒がICT機器を効果的に活用するこ

とで、主体的・対話的で深い学びを推進していくには」の視点

を基に成果と課題をグループで整理し、協議内容の共有を行った(図19)。その中で、表４の「大

型提示装置に映すことで、瞬時に情報共有ができた」「グラフ化したことでわかりやすく伝える

ことができた」等、伝える力を育成するためのICT活用のポイントを共有することや、教科のねら

いを踏まえたICT活用であること、

ICT活用の特性や強みを生かした授

業を行っていくことの重要性を、学

校全体で確認し、授業づくりについ

ての理解を深めた。その後、各学年

や教科で取り組んだ「授業プラン

シート」を基にした授業実践の紹介、次の授業に向けて新たな「授業プランシート」を作成する

ために各学年部や教科部での話合いを行った。このように校内研修を実施し、学校の指導者全体

で授業づくりを行ったことで、児童生徒がICTを適切に活用する学習活動の充実を図ることがで

きた。 

 

(３) 情報活用の実践力育成の観点「まとめる」、「伝える」に焦点を当て、研究委員と各学年部の代

表者で取り組んだ校内研修の実際(実践校Ｄ) 

ア 校内研修の計画について 

実践校Ｄの研究委員は自

校指導者対象の事前アン

ケートの結果から、まとめ

る力と伝える力の育成に対

して苦手意識をもっている

教員が多いことを把握し

た。また、第３回プロジェ

クト研究会での研究協議を

通して、指導者と児童が

ICTを使用する目的を共有

することの大切さを実感

し、それがICT活用のよさを児童が感じられる授業につながると考えた。そこで、研究委員は校内

研修のねらいを「研究授業を基に、まとめる力、伝える力の育成に焦点を当て、本校の各学年の

実践を振り返り、ICT活用のよさや楽しさを感じられる授業を考える」と設定し、「校内研修プラ

ンシート」を用いて、校内研修の構成を考えた(図20)。 

実践校Ｄでは、授業で児童がICTを活用する機会がこれまで多くなかったため、授業の具体的な

イメージをもつことのできる指導者が限られていた。そこで、学校の実態に合わせて、第１回校

内研修を実施する前に、それぞれの学年部の代表者１名に対して、事前研修を３回行った。事前

研修を３回行うことで、代表者は、情報活用能力育成の実態と課題を十分把握したうえで、児童

図20 「校内研修プランシート」と校内研修の構成(実践校Ｄ) 

図19 研究協議の様子 

表４ 共有された協議内容(下線は筆者) 
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がICTを活用する授業の体験を通して、授業の具体的なイメージをもち、「授業プランシート」を

用いて授業を構想することができた。 

このように、「校内研修プランシート」を用いて校内研修を構成したことで、研究委員は研修

のねらいを常に意識し、開催方法の工夫を考え、見通しをもって運営することができた。 

イ 第１回校内研修について 

第１回校内研修では、まとめる力と伝える力の育成に焦点を

当てた授業づくりについて知り、構想することをねらいとした。

児童がICTを活用する授業の具体的なイメージを指導者自身が

もつことができるよう、第１回校内研修は、情報活用能力育成

の実態と課題を共有し、まとめる力、伝える力の育成の実践事

例を学んだうえで、代表者が構想した授業の具体的なイメージ

を共有できるようにした。児童がICTを活用する授業を学校の指導者全体が実際に体験したこと

で、児童がICTを活用した授業の具体的なイメージをもつことができた(図21)。また、ICT機器の

操作に慣れていない指導者にとってICT機器を活用する方法を学ぶ機会となった。 

授業づくりでは、代表者自身が作成した「授業プランシート」

を基に、学年部単位で授業についての説明を行ったことで、学

校の指導者全体は、教科のねらいを踏まえ、まとめる力と伝え

る力の育成に焦点を当てたICTの活用について理解することが

できた(図22)。 

第１回校内研修の後、研究委員は代表者が作成した「授業プ

ランシート」の見直しに関わった。学年部ごとの実践後には、

参観した指導者同士で、本時のねらいを踏まえて、児童がICTを活用したことが適切であったの

かを話し合う場面があり、その話合いを基に各自の実践を振り返っていた。 

このように、研究委員が第１回校内研修前に、代表者に事前研修を行い、その代表者と協力し

て研修を実施するという工夫を行ったことで、児童がICTを活用する授業について話題にしたり、

他の実践から学び合ったりする等、授業づくりを学校の指導者全体に広げるきっかけとなった。 

ウ 第２回校内研修について 

第２回校内研修は、学校の指導者全体で研究授業の参観と研究協議を行った。 

研究授業は、小学校第４学年社会科「自然災害から命を守る」

の単元で行われた。前時までに「学校で大きな地震が起こった

時にどのような行動をとればよいのか」について児童がペアで

場所を決め、起こる危険を想定し、危険から身を守る方法を考

え、自分たちで写真を撮影し、ICTを活用してスライドにまとめ

る学習を進めた(図23)。３年生にわかりやすく伝えることがで

きることを目標に、「身の安全を守るための行動となっている

か」「わかりやすく伝わるための工夫がされているか」「簡単

な言葉で書けているか」という地震から安全に身を守る方法を

伝えるための三つのポイントを児童とともに作成した。本時は、

このポイントを基に他のペアと交流し、その後、交流して出た

意見を参考にスライドを見直した。 

この交流場面(図24)では、「危険箇所をわかりやすく示すの

だから、文字にアニメーションをつける必要はない」という発

図22 「授業プランシート」を
基にした授業検討 

図21 ICTを活用した授業の体験 

図23 まとめたスライド 

図24 他のペアとの交流場面 

文字が動くと見づらいなぁ… 
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言があった。このことから交流する目的が明確に伝わっており、児童はICTを使用する目的を意

識していたことが分かる。 

研究協議では、「３年生に地震から安全に身を守る方法を伝えるための三つのポイントを事前

に児童と共有したことは、まとめる力の育成に有効であったか」の視点を基に、成果と課題をグ

ループで整理し、改善策について全体で共有を行った(図25)。その中で、表５の「誰かに伝えた

いという相手意識をもたせることが大切である」「このポイン

トを児童と共有したことで、スライド作成時に意識している姿

が見られた」等、まとめる力と伝える力を育成するためのICT活

用のポイントを共有することや、指導者と児童がICTを使用す

る目的を共有すること、ICT活用のよさを児童が感じられる授

業を行っていくことの重要性を、学校の指導者全体で確認し、

授業づくりについての理解を

深めた。その後、代表者の「授

業プランシート」を基にした授

業実践の紹介と、新たな「授業

プランシート」を作成するため

の各学年部での話合いを行っ

た。「授業プランシート」を基

にした授業実践の紹介では、児

童がICTを活用している姿や児

童が目的を意識している姿を、代表者が具体的に説明したことで、学校の指導者全体でイメージ

の共有が図られ、その後の新たな「授業プランシート」を作成するために行った各学年部での話

合いに有効であった。 

 

４ 研究委員、学校の指導者全体、児童生徒の意識の変容 

(１) 研究委員の意識の変容 

プロジェクト研究会では、研究委員による振り返りを実施した。表６に第１回と第５回の振り返

りを示す。 

表６の振り返りから、児童生徒がICTを活用する授業や校内研修の実施について、初めは何をど

のようにすればよいのか分からず不安を感じている研究委員が多かったが、プロジェクト研究会と

実践校での取組の往還を通じて、児童生徒がICTを適切に活用する学習活動を取り入れた授業を行

うことや校内研修を通して授業づくりを広げることについて、よさや必要性を実感できていること

がうかがえる。 

 

 

図25 研究協議の様子 

表５ 共有された協議内容(下線は筆者) 

表６ 研究委員の意識の変容 
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(２) 学校の指導者全体の意識の変容 

実践校において、指導者意識調査を実施した(図

26)。「①今年度、児童生徒がICTを活用する授業

を行っていますか」の設問について、「行ってい

ない」と回答した指導者の割合は41％から15％に

減少した。また、「②今年度、児童生徒の情報活

用能力を育成することを意識してICTを活用する

授業を行っていますか」の設問について、「行っ

ていない」と回答した指導者の割合は45％から9％

に大幅に減少した。このことから、校内研修を通

して、学校全体で児童生徒がICTを適切に活用す

る学習活動の充実を図ってきたことで、児童生徒の情報活用能力を育成する授業づくりが学校全体

に広がっている様子がうかがえる。 

 

(３) 児童生徒の意識の変容 

実践校８校の児童生徒を対象に６月(事前)と11月(事後)に質問紙調査を実施した。 

調査項目の中で、情報活用の実践力育成の三つの観点「集める」「まとめる」「伝える」に関す

る①から⑤の項目について、「当てはまる」「やや当てはまる」と肯定的に回答した児童生徒の割

合が増加しており、特に、「まとめる」「伝える」について大きく上昇した(図27)。このことから、

研究委員を中心に、実践校で情報活用能力育成の実態を把握し、課題とした観点を基に校内研修を

実施し、学校の指導者全体がねらいを踏まえた授業を構想したことで、課題として捉えた児童生徒

の情報活用能力の高まりが見られ、総合的に育成することにつながった。 

 

Ⅶ 研究のまとめと今後の課題 

 

１ 研究のまとめ 

(１) 各学校の情報活用能力育成についての実態と課題から、校内研修のねらいを設定し、研修を実施

したうえで、学校の指導者全体で授業づくりを行うことにより、児童生徒がICTを適切に活用する

学習活動の充実が図られ、児童生徒の情報活用能力育成につながった。 

(２) 校内研修を通して、学校全体で「授業プランシート」を活用して授業づくりに取り組むことで、

指導者は各教科等のねらいを踏まえ、ICTを教科等の指導に取り入れるねらいを明確にもつことが

でき、児童生徒がICTを適切に活用する学習活動の充実を図ることができた。 

図26 指導者意識調査の結果 

図27 児童質問紙調査の比較 
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(３) ICT活用の学習場面の三つの分類「一斉学習」「個別学習」「協働学習」と情報活用の実践力育成

の三つの観点「集める」「まとめる」「伝える」を組み合わせた授業を「授業プランシート」を用

いて構想したことで、指導者は児童生徒がICTを活用している姿を具体的にイメージすることがで

き、児童生徒がICTを使用する目的を意識し活用することにつながった。 

 

２ 今後の課題 

(１) 児童生徒の情報活用能力を育成する授業づくりをさらに広げていくためには、「ICT活用研修モ

ジュール」の内容をさらに充実させ、これを用いた校内研修をより多くの学校に普及させていく必

要がある。 

(２) 本研究では、情報活用能力の３観点の一つである情報活用の実践力に焦点を当て、授業づくりに

取り組んできたが、今後は、他の観点である情報の科学的な理解と情報社会に参画する態度にも焦

点を当てて取り組んでいく必要がある。 

(３) 児童生徒がICTを効果的に活用する授業づくりを行うために、ICT活用の学習場面の三つの分類

「一斉学習」「個別学習」「協働学習」と情報活用の実践力育成の三つの観点「集める」「まとめ

る」「伝える」を組み合わせた実践事例を多く収集し、活用事例を示す必要がある。 
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