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【研修の概要】
教育の情報化において、「情報活用能力の育成」と「わかる授業の実現」は重要な目的で
ある。その目的達成のために、IT をどのように活用すべきかについて様々な研究がされてい
る。
本研修では、「わかる授業の実現」に向けて、IT をどのようにして活用していくことが効
果的であるのかを、デジタルコンテンツを活用した教科書準拠型教材を作成し、授業実践を
通して考察・検証した。
【キーワード】IT 活用 デジタルコンテンツ 校内 LAN わかる授業の実現

効果的なＩＴ活用の在り方
〜デジタルコンテンツを活用しながら〜
島根県立松江教育センター研究情報スタッフ
長期研修員

片寄 泰史

（松江市立古志原小学校）
Ⅰ はじめに
政府は、平成 12 年に「ミレニアム・プロジェクト」、平成 13 年に「e‑Japan 戦略」などの国家プロジェクト
を次々に打ち出して、世界でも最高水準の IT※1国家の形成を目指している。これらのプロジェクトによりイン
フラ※2の整備が進み、例えば、携帯電話のインターネット利用が加入者の 80%まで進んだり、光ファイバー
の個人向けサービスも世界で日本が初めて導入したりするなどの成果を上げつつある。また電子政府化や
電子商取引化などの構想も着々と進行している。世界経済フォーラムが示している世界 IT 報告のランキン
グ※3では、日本は平成 12 年が 20 位で、その後 21 位、20 位であったが、平成 15 年には 12 位まで向上し
ており、プロジェクトの成果が現れつつあるといえるだろう。
このような状況下で、学校教育における情報化も進められてきた。例えば「ミレニアム・プロジェクト『教育
の情報化』」では、学校におけるインフラの整備や教育用コンテンツ※4の開発などを掲げ、また「e‑Japan 重点
計画‑2004」の「学校教育の情報化等」※5 では、必要な IT 機器やソフトウェア、コンテンツの充実を図ることで、
子どもたちが情報を主体的に活用したり、すべての子どもたちにとって、理解しやすい授業を実現したりするこ
とが可能になると述べられている。
そして、その実現のためには、学校の IT 環境の整備や教育用コンテンツの充実・普及、更には教員の IT 指導
力の向上などが必要であるとして、様々な施策を打ち出して推進されている。
その中で、文部科学省は「情報教育の実践と学校の情報化」(1)や「IT で築く確かな学力」(２)で、情報教育の
進展について次のように述べている。
「情報教育の実践と学校の情報化」では、「教育の情報化」について触れている。「教育の情報化」とは、「情
報活用能力の育成」と「各教科等の目標達成のために情報機器を活用する」ことでもたらされる「わかる授業の
実現」を目的としている。そしてこれは、子どもたちが21世紀をたくましく生き抜く「生きる力」の重要な要素
であると記されている。また、「教育の情報化の実現」のために、情報化に対応した校内指導体制などの組織づ
くりが必要であることが挙げられている。特に、第４章第１節の１「情報化に向けた教員の心構え」では、「子
どもたちの情報活用能力を育成することや、コンピュータやインターネットを効果的に活用することにより『わ
かる授業』や子どもの主体的な学習を実現しなければならないことを、全ての教員が十分に理解することが必要
である」と述べられている。このことは、今までは特定の教科や教員に偏りがちであったITの活用を、すべての

※1
※2

Information（情報）と Technology（技術）の略で、情報技術の意味。コンピュータやデータ通信に関する技術を総称的に表す語
Infrastructure 基盤・基本的施設のこと。

※3

スイスのダボスで開かれる年次総会。通称 ダボス会議 と呼ばれ、各国の企業トップや各国政府首脳が参加し、世界が抱える政
治、経済などの問題について話し合う会議。ランキングは、IT 関連市場の競争力、インフラ整備や政策規制の状況、個人・企業・
政府各レベルでのネットワーク化の進展状況を総合評価したもの

※4
※5

Contents 「内容」の意味で、コンピュータ関連では、情報サービスの内容を指す。
e-Japan 重点計画-2004「Ⅲ 重点政策５分野」の「２．人材の育成並びに教育及び学習の振興」の（２）に記されている。
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教員があらゆる授業の中で必要に応じて行うべきという展望が示され、より教員に意識の改革を求めているもの
といえる。
また「ITで築く確かな学力」では、「ITは学力向上のために用いるツールである」ことが明記されている。こ
れは、もはやIT活用が特別なことではなく、日々の授業の中で他の教材や教具と同じようにごく自然に活用して
いくことや、その活用によって学習効果を高めていくことを求めている。ITを活用することで、
「子どもの興味・
関心を引き出す」、「学習内容の理解を深める」及び「情報を共有することで質の高い授業を実現する」ことが
可能となり、従来の学習ではできない深まりや広がり、利便性を生み出すことを予想している。そして、このこ
とがひいては「確かな学力の育成」につながっていくと言及している。
以上のように、政府の施策により、具体的かつ明確なビジョンが描かれ、学校における実践や検証が徐々に積
み重ねられている状況であるといえる。
Ⅱ 研修の目的
教科の指導に生かせるデジタルコンテンツ※6 を含む教科書準拠型※７の教材作成や、その教材の効果的な活用
方法について探る。
Ⅲ 研修の基盤
１ 「教育の情報化」と校内 LAN（Local Area Network）の活用
(1)「教育の情報化」
前述したように、「教育の情報化」が実現することによって、「情報活用能力の育成」と「わかる授業の実
現」が可能になる。「ミレニアム・プロジェクト」や「e‑Japan 戦略」などのプロジェクトを基盤にして「教育
の情報化」がもたらされ、２つの目的が達成され、「確かな学力」をはじめとする
「生きる力」にもつながる（図１）。

従来、ITを活用した授業実践は、まずIT機器（主にコンピュータ）やソフトウ
ェアの操作技能の習得に重点をおきがちであった。それは、公立学校におけるコ
ンピュータやその周辺機器の導入が、本格的に全国に整備されたのがここ数年で
あり、その活用を図るには、まず操作技能の習得が必要となるためである。イン
ターネット検索による調べ学習や、ソフトウェアを授業に使用し、それらを通し
て操作技能の習得を行ってきた。このことは、導入間もない時期の実践としては、
確たる授業モデルも少ない中で、そうならざるを得ない状況ではある。しかし、
このような導入時の積極的な取り組みの一方で、「ITで築く確かな学力」によれ

図１ 教育の情報化

ば、「子どもたちにコンピュータを使わせることへの意識が高いあまり、その学習目標の達成との間で、目的
の主従が逆転している授業もある」とか、学習として「習得すべき内容との関連が明確でないインターネットを
用いた調べ学習などによっては、期待される教育効果は達成され難い」などの事例を挙げている。更に「『ミレ
ニアム・プロジェクト』により転機を迎えた『学校教育の情報化』」(3)（以下「転機を迎えた『学校教育の情報
化』」という。）によれば、「コンピュータの整備がコンピュータ教室に限られた」ために、その活用の方法に
偏りがあったり、「総合的な学習の時間に対する過度の期待感」、「知識偏重への反省から生じた知識を過度に
軽視する傾向」があったりしたと指摘している。これらのことは、必ずしもITの活用が学習活動の中で効果的に
※6

インターネット上で流通可能な動画や音楽データ。またソフトウェアなどのデジタルデータのこと。

※７

「教科書」の単元構成にあわせ、目次に沿ったもの。本研修では、教科書の記述内容に即したものと考える。
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行われていたとはいえないことを示している。
そこで、このような傾向を打開する指針として「情報教育の実践と学校の情報化」において、情報教育におけ
る考え方を明確化している。
その中で、まず「情報活用能力の育成」は、体系的な指導を行うことによって、その育成の実現を図ろうとす
るものであるとし、情報活用能力の３つの要素として「情報活用の実践力」、「情報の科学的な理解」及び「情
報社会に参画する態度」を掲げ、これらをバランスよく総合的に育成することを目標としている。情報活用能力
については、従来の「情報教育の手引き」（平成２年）からの見直しの観点として、「教育目標としての明確化」
をすることや、「求められる能力観の
変化」として「操作中心から、問題解
決の道具」としての活用への転換など
が盛り込まれている（図２）。
この見直しによって、例えば初等教
育の場合には「児童の発達段階に応じ
て、徐々にコンピュータに触れる機会
を増やし、基本的な操作などを身に付
けさせながら、問題解決学習や表現活
動などに活用していくことが適当」で
あり、「各学年段階で、およその活用
体験の目安を定め」実施していくこと
が示された。

図２ 情報活用能力の見直し
出典：「情報教育の実践と学校の情報化」 新「情報教育に関する手引き」より

このことは、各学校単位で情報教育全体計画、学年ごとの情報教育目標や情報リテラシー目標などを作成し、
計画的に指導する必要性を述べ、また、操作技能の習得が先に来るのではなく、より学習内容と密接に関係した
問題解決のための道具としての活用を通して、操作技能の習得を求めている。
一方、
「わかる授業の実現」は、各教科の目標を達成するために情報機器を活用することによって、その学習
効果を高めて学力の向上を図ろうとするものである。
「ミレニアム・プロジェクト『教育の情報化』
」の計画によ
れば、2005 年度までには、すべての学校において教育用コンピュータ整備や校内 LAN の整備、教員の情報リテ
ラシー向上プロジェクトや教育資源の開発などが、ひととおり完了する予定である。これによって、各普通教室
(学級)に２台のパソコンが配備されることや、校内 LAN が整備されて全教室からのインターネット接続（通信速
度が動画コンテンツを無理なく活用できる高速回線）が可能となる。そして、この環境で「教員が 15 〜30 秒
程度の動画をふんだんに使って、
『分かる授業』を実現する」
（
「転機を迎えた『学校教育の情報化』
」
）など、IT
を活用した授業形態や授業実践が推進できるようになる。
「わかる授業の実現」は、
「ミレニアム・プロジェクト
『教育の情報化』
」の計画が実現することを前提に展開されることになり、ある面では従来にない全く新しい取
り組みといえる。
「IT で築く確かな学力」によると、
「確かな学力と IT」
、
「IT 活用推進のための基本的な視点」及び「IT 活用
のための条件整備」の３つの柱を据えていて、この３つが密接に関わりながら、確かな学力の育成を図ろうと計
画されている（図３）
。
特に、
「確かな学力と IT」では、IT の発揮し得る教育効果として「基礎・基本の確実な習得」や「子ども一人
一人の力の伸長」など多岐に渡って挙げられている。それだけ IT は様々な学習活動において柔軟に利用できる
特性を持っていて、なおかつその教育効果も大きいことが示されている。このことは、ITが活用できれば、学力
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の向上へつながるという期
待感を表しているといえる。
(2)校内 LAN の活用
校内 LAN は、
ある面から見
た場合、その手軽さはよく水
道にたとえられる。校舎の各
場所で水道の蛇口をひねりさ
えすれば、いつでも自由にほ
しいだけ水を使用することが
できることと同様に校内 LAN
によって各教室から必要な
ときに、必要なだけ情報を取
り出すことができる。水道管

図３ IT で築く確かな学力のイメージ図
出典：初等中等教育における IT の活用の推進に関する検討会議報告書「IT で築く確かな学力」より
http://www.mext.go.jp/b̲menu/shingi/chousa/shotou/021/toushin/020901.pdf

のように LAN ケーブルが校内に張り巡らされることによって、どこの教室からでも自由に情報という「水」を飲
むことができる。このように校内 LAN が整備されれば、いつでもどこでもインターネットが使えたり、情報の共
有ができたりする学習環境が生み出され、また、校務の情報化ももたらされる。
特に、場所や時間の制約を受けない校内 LAN の活用によって、従来は実施が難しかった授業方法や授業形態が
容易になり、より深みや広がりのある授業を行うことも可能になってきた。校内 LAN 未整備の場合、例えば、イ
ンターネットで学習に有効な資料を見せたい時に、それが静止画などであれば、印刷して配布することで提示す
ることも可能であるが、それが動画コンテンツである場合には、実際にパソコンルームか、それに類するネット
ワーク整備環境でしか提示ができにくかった。するとパソコンルーム等使用の事前予約や教室移動など煩瑣とな
り、柔軟に授業実践ができにくい。また、授業の中
で、インターネットによる動画コンテンツなどの資
料提示が授業のごく一部分でしかない場合でも、そ
のためにわざわざパソコンルーム等に行く必要があ
る。これらのデメリットが、校内 LAN が整備される
ことによって解消されると考えられる。ネットワー
クに接続されているコンピュータが教室に１台ある
だけで、教室にいながらに簡単にネットワークを使
って、離れた場所にあるデジタルコンテンツを提示
することができる。教員が、授業の流れの中で事前
に準備していなくても、ふと、ある資料を提示した
いと思ったときにも、すばやくインターネットで検
索し、提示が可能となる。このメリットを有効に活
用することで、IT 活用をより一層普及させることが
でき、ひいては各教科の目標を達成し「わかる授業
の実現」につなげることも可能になるといえる。校
図４ 所属校ネットワーク概要図（例）

内 LAN は、2005 年度からの新しい学校での IT 環境
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を語る上で、欠くことのできない重要なインフラである。
筆者が所属している学校も、平成15年度に市内小中学校すべてに校内LANが整備され、一足先に環境が整った
（図４）。このインフラを生かした実践が可能な状況である。
２ 学校でのIT活用の実態
しかし、現状において、必ずしも前述したような授業実践やその検証が、順調になされているわけではない。
平成 16 年に文部科学省が発表した「学校における情報教育の実態等に関する調査結果」によれば、全国で高速
回線接続をしている学校の割合は 71.6%に上昇してきたが、校内 LAN の整備率は 37.2%に過ぎない。また、コン
ピュータを使って教科指導等ができる教員の割合は 60.3%にとどまっている(平成 15 年度)。つまり国家プロジ
ェクトが 2005 年度までに到達するとして掲げていた目標（LAN の整備や、おおむねすべての公立学校教員がコ
ンピュータを使って指導ができる）とは、かなりの開きがあることが浮き彫りになっている。インフラの整備の
遅れも、IT 環境が整わないために「コンピュータを使
って指導ができる教員」の割合が伸びない一因にはな
っていると考えられるが、その原因は他にもあると思
われる。
「ポスト 2005 年に向けた『教育の情報化』の課題と
提言」(4)（以下「『教育の情報化』の課題と提言」と
いう。）によれば、IT の活用が進まない原因として、
いろいろな要素の課題が複雑に絡んでいることを指摘
している(図５)。
この中でも特に注目したいのは、
「教師の IT スキル」
についてである。「『教育の情報化』の課題と提言」

図５ 利活用が進まない多くの課題

によると、利用や活用で一番鍵となるのは「教師の IT
出典：「ポスト 2005 年に向けた『教育の情報化』の課題と提言」

スキル」であると指摘している。そして「IT の利活用

JAPET「e-Japan 構想Ⅱ」検討委員会報告より

効果に疑念」をもつ教師が多くいること、また「IT に

対する評価が低い」ことも実態としてあり、これが IT の利用や活用の「停滞」を招いている主要因であると述
べ、これらは「教育現場での IT 利用に対する認識の低さ」に起因しているとしている。
そこで、詳細に教員の IT 活用の意識について探るために、「教育情報の収集と提供に関する研究（Ⅱ）」(5)
を参考にする。この研究によれば、IT の利用状況についてのアンケート結果より、次のような実態があること
がわかった。（調査対象 島根県内の公立小・中学校【抽出調査】 県立学校【全数調査】）
IT を利用する情報収集に感じる問題点

IT を利用する情報提供に感じる問題点

・ 検索や収集に費やす時間がない

・

コンピュータや機器のトラブルが不安

・ 有用な内容がない・期待できない

・

準備しても効果が期待できない

・ コンピュータが不足

・

機器の準備や片付けが手間

・ インターネット接続の不足

・

パソコンや機器が不足

この調査結果からも、確かに、インフラ整備の遅れが問題点として挙がっている。しかし、これ以外に、時間
の不足や、IT を活用することに費やす時間とその効果の比較についての問題点を挙げる意見が多いことに注目
したい。「検索や収集に費やす時間がない」や「機器の準備や片付けが手間」など、多忙な中で IT 利用に十分
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に時間を割くことができない現状であることはもとより、
「準備に費やす時間に比べて効果が十分期待できない」
や「有用な内容がない・期待できない」といった利用効果に対してのマイナスの認識がうかがえる。これは、ま
さに「IT の利活用効果に疑念」や「IT に対する評価が低い」という「『教育の情報化』の課題と提言」の指摘
する実態と一致する結果であるといえよう。
特に「効果が十分期待できない」や「有用な内容がない・期待できない」というのは、IT を利用した授業の
モデルに対するイメージが弱いことに起因していると考えられ、前述の「教育現場での IT 利用に対する認識の
低さ」と重なっている。その原因としては、次の３つ
の要因が考えられる。
まず１つ目には、従来の IT の活用方法の特異性が挙
げられる。前述したように「コンピュータを使わせる
ことへの意識が高いあまり、その学習目標の達成との
間で、目的の主従が逆転している授業」や「習得すべ
き内容との関連が明確でないインターネットを用いた
調べ学習など」といった利用のされ方や、「総合的な
学習の時間で使うもの」といった偏った認識では、上
記のような実態になっても当然のことといえる。
２つ目には、ITの活用の優れた先行事例が認識されて
いないことに起因していると考えられる。NICER※９にあ
る「IT授業実践ナビ」などの事例を見ると、必ずしも教
員に特別なスキルや大がかりな準備がなくても十分な
図６ デジタルコンテンツの検索方法

活用がなされ、学習効果を高めている例がいくつもある
が、残念なことに、未だNICERなどの教育用ポータルサ
イトの存在自体を認識していない教員もいると思われ

出典：「教科学習におけるデジタルコンテンツの活用事例の分析」より

http://center.edu.wakayama-u.ac.jp/digicon/

る。デジタルコンテンツの活用をする際に、教員がどの
ようにして探したのかについてのデータによると、「サーチエンジンを利用して検索した」が全体の約45％であ
ったのに対して、NICERなどの教育用ポータルサイトを利用して検索した例はわずかである（図６）。このこと
からも、認知度の低さが授業イメージの乏しさにつながっていると考えられる。
３つ目には、「わかる授業の実現」のために「教科の目標達成のために情報機器を活用する」というアプロー
チの仕方が認識されていないことが考えられる。未だにパソコンルームでの利用や「総合的な学習の時間」のみ
の利用を思い描いている傾向が否めないことなどが考えられる。
以上のように、インフラの未整備に加え、教員の IT を利用した新しい授業イメージの浸透度の低さに起因し
て、IT 活用が十分に行われていないという結果を生んでいると思われる。
「『教育の情報化』の課題と提言」では、「IT 利活用の停滞」の改善策としていくつかの提案をしている。
「『一般教科での活用』と IT 環境の整備」や「コンテンツの活用と流通システムの整備」及び「教員の IT スキ
ルを高める研修の在り方」などについて提案していて、その実現が待たれる。
更に「教育情報の収集と提供に関する研究（Ⅱ）」によると、「教育情報の収集の問題点として『有用な内容
を期待できない』が IT スキルの高いグループからも頻繁に挙げられたことからは、より実用的な内容として各

※９

National Information Center for Educational Resources の略。教育情報ナショナルセンター
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校の採択教科書や指導計画に基づいた校内でのコンテンツの蓄積を進めていくことも価値が高いと考える」とい
う大変興味深い提案もある。
そこで、本研修においては、これらの提案の中から、「各教科での活用」と「校内でのコンテンツの蓄積」に
ついて考察する。
３ 教材の作成に向けての要素
「転機を迎えた『学校教育の情報化』」によれば、「わかる授業」を実現するために次のような要素を含んだ
コンテンツの開発が必要であるとしている。
① 教科書準拠型であること。
② 教員用であること。
③ ディスプレイ用であること。
①については「対象となる教科書の『目次』に沿った形」のものであり、「実際の授業が『教科書』を用いて
行われている以上、使われるコンテンツも、その目次に沿って示すのが、利用者にとって便利」であるとしてい
て、同時に「検索」という時間を費やす操作も回避できるものとしている。
②については、教員が児童生徒に提示しながら使うものを意味している。今までの教室で行ってきている授業
方法はそのままに、新たに加わることは、教員が教科書に準拠したコンテンツを適宜活用しながら授業を行うと
いうことである。
③については、開発されるコンテンツは、動画や画像などマルチメディアの性質を持っているものが多いた
め、スクリーン等のディスプレイで表示することで表現されるためである。
これら①から③の要素を取り入れたコンテンツのイメージ例として「黒板に二次元の図を書いたのでは分か
りにくく、また、わざわざ実験器具を持ち込んだのでは『時間のコスト』がかかりすぎる、といった場合に用い
るものが典型的」であり、
「20秒程度の動画コンテンツといったもの」がそれにあたるものとして示されている。
更に、教員にとってもこのコンテンツを活用することによって、「すべての子どもたちが授業を『分かる』状
態を『効率的』に達成できる」というメリットをもたらすとしている。教員にとって「目標を達成する（『分か
る授業』を実現する）ために、コンピュータやインターネットなどの『道具』が『役に立つ』（低い時間的コス
トで目標達成を楽にする）ものであれば、自然に使う」のであり、この教員側の視点に立ったコンテンツの作成
も重要な要素といえる。
Ⅳ 研修の目標
・ 教科の指導内容に即した、教科書準拠型でデジタルコンテンツを利用した教材を作成する。
・ 作成した教材を授業で使用し、その学習効果や教材の使い方について検証したり、教材の修正をしたりし
て、その効果的な活用の在り方を考察する。
Ⅴ 研修の内容
１ 教材作成について
(1)教材設計について
「教科書準拠」、「教員用」及び「ディスプレイ用」のコンテンツを基盤とし、更に、次の要素を含む教材を
設計する。
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① 教科の目標を達成するために、ITを活用することによって学習効果を高めていくもの
② 校内LAN整備下での高速回線使用を想定し、デジタルコンテンツ（特に動画コンテンツ）の活用を
含んだもの
③ 教員に授業でITの利用を促すための手立てとして、簡易でまとまったもの
④ 教員自身が簡易に作成することが可能なもので、共有できるもの
① 教科の目標を達成するために、ITを活用することによって学習効果を高めていくもの
ITの活用がもたらす効果として「基礎・基本の確実な習得」など多岐に渡って挙げられていることは前述した。
より具体的に見てみると、「ITで築く確かな学力」によれば、「抽象的な概念や思考過程を視覚的に示すことに
より、イメージを抱かせる授業を実現し、子どもたちのつまずきを克服する」、「実際に目にし難い内容を実物
のように示すことにより、動きのある授業を実現し、学ぶ意欲を引き出す」及び「一人一人の個性や能力等に応
じたプログラムやインターネットの活用により、個に応じた主体的、多様な学習を実現する」など、たくさんの
効果が生み出せるとしている。
これらはすべて、従来は実現することが難しかったことが、ITを活用することによって容易に可能となること
である。逆に言えば、ITを活用することでしか実現できないか、仮にIT活用なしで実現できても、準備に時間が
かかりすぎたり、担当教員一人では対応が難しかったりといったデメリットが生じてしまうものである。
しかし、だからといって、ITの使用を目的とするのではなく、あくまでも授業の過程において、授業を活性化
したり、豊かなものにしたりしながら、その目標を達成するための道具として活用することが重要と考える。
② 校内LAN整備下での高速回線使用を想定し、デジタルコンテンツ（特に動画コンテンツ）の活用を
含んだもの
インターネット上には、たくさんの教育用動画コンテンツがあり配信されている。例えばNHK学校放送オンラ
インやIPA※10教育用画像素材集、NICER、文部科学省「教育用コンテンツ事業」などがそれにあたる。その数や
種類はまだ十分とはいえないが、先にあげた配信元のものだけでも、授業に有効に活用でき得る動画コンテンツ
が用意されている。これらはいずれもストリーミング※11技術によって利用するのだが、そのためには高速回線
が必要となる。特に動画データはデータ量が大きく、必然的にデータ転送に時間がかかってしまう。一時代前の
電話回線使用によるインターネット環境では、通信できるデータ量に限りがあり、ある程度まとまった量の動画
データの通信には不向きであった。
しかし、現在では、通信媒体が光ファイバー※12や同軸ケーブルを使ったものが主体となり、大容量高速通信
が可能となった。また、周辺機器も進歩を遂げ、動画データなど大容量データも難なく通信することが可能とな
った。150 Mbps※13(理論値)という、数年前までは考えられないような大容量高速通信も既に実現している。
この高速回線を利用したストリーミングのメリットは、何といっても、その利便性である。校内LAN環境さえ
整っていれば、いつでも教室にいながらにして、必要なときに必要なだけコンテンツを利用できる。利用する動
画コンテンツは、配信元のストリーミングサーバに常駐してあるため、特に準備は必要ない。
※10

Information-technology Promotion Agency の略。独立法人情報処理推進機構

※11

サーバにあるサウンドデータや動画データをネットワーク経由でダウンロードしながら順次再生することを可能にする技術

※12

ガラスやプラスチックの細い繊維でできている、光を通す通信ケーブル。非常に高い純度のガラスやプラスチックが使われてお
り、光をスムーズに通せる構造になっている。

※13

「bps」は、bits per second の意味でビーピーエスとそのまま読み、1 秒間に転送可能なビットを表す。Mbps は、1,000,000bps を
表す。
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従来から、動画を再生するメディアとして主流のものには、VHSや８mmのビデオテープがあり利用されてきた。
動画コンテンツを授業に利用する場合、例えば放送番組の録画予約をしたり、また、教員が自ら動画を撮影した
りして、授業に活用してきた。特に、教科書や他の教材では表現できない、動画による映像と音声によってもた
らされる情報は、より子どもたちの興味・関心を引き、理解を助けたり、思考を促したりできる。また、教員に
とっては、授業の目標を達成することを円滑にしてくれる教材として適していて、今までも活用されてきた。も
ちろん、この授業に動画を活用するスタイルは、使用する機器こそ変わっても、今後も変わらないであろう。
しかし、従来のやり方では、必ず事前に準備が必要である。教員がゆとりのある時なら可能でも、多忙でなか
なか教材の準備も難しい状況では、そのようにしたくてもできない場合も多い。そのようなときに極端な言い方
をすれば、ストリーミングにより配信される動画コンテンツを利用することによって、これらの準備不足や作業
を補うことも可能になる。事前に関係するサイトを閲覧し、どのような動画なのかコンテンツを把握さえしてお
けばすぐに利用でき、便利である。
更には、ストリーミングによる動画コンテンツのメリットとして、授業設計の中により利用しやすいというこ
とがある。コンテンツにもよるが、授業の中で活用しやすいように、だいたい1〜2分程度にコンパクトにまとめ
てあるものが多く、それによって授業の流れを生かしながら適切に活用できる。従来の15分番組をそのまま視聴
させることの意義はもちろんあるが、授業の流れのある場面で、効果的に動画を活用して児童の意識を焦点化し
ていくことには不向きである。
本研修では、校内LAN整備下の、ストリーミングによる動画コンテンツの利用に適した環境を活かし利用する
ことによって、授業実践を行い、その効果の検証をする。
③ 教員に授業でITの利用を促すための手立てとして、簡易でまとまったもの
学校において IT 活用が十分に行われていないという現状は既に述べた。そこで、教材設計をする上で、その
教材を使う教員にとって、簡易で負担感のないものにすることはとても重要な要素と考える。できるだけまとま
っていて簡易に操作できるものを基本としたい。
授業に IT を活用することは、おそらく多くの教員が持っているであろう、特別な操作技術や知識が必要であ
るという認識や、旧来の教育用ソフトに見られるイメージ（すべての教科で横断的に使えることを狙った幅広い
設計で万能型である反面、逆に各教科内容と関連付けにくい。）があるために普及の障害となっていると思われ
る。そこで、まず、教科指導に直結していて使用する必要が感じられるもので、それが煩瑣な操作など技術的な
不安のないもの、IT を利用することでしか得られない利点を含んでいるものを考える。
④ 教員自身が簡易に作成することが可能なもので、共有できるもの
教員は、今までにも、より分かりやすい授業を目指して授業を設計している。教科や単元の性質、児童生徒の
実態を考慮し、どのような指導や学習活動ができるのか教科書や他の教材との関わりを持たせながら、授業設計
を行っている。そして、その指導の中で、既存の教材・教具より適切で、効果的であると教員が判断した場合は、
教員自らが作成したワークシートや掲示物などの教材を織り交ぜてきている。このことは何ら目新しいことでは
なく、以前から教員が行ってきたことである。
ここで、この今までの教員の取り組みはそのままに、新たな方法をもってその教材の運用を行うことが期待さ
れている。「IT で築く確かな学力」によれば、「これまでも必要に応じ手作りでプリント教材などを作成して
きた教員は、教科の指導内容に即した優れたコンテンツの開発者である」としている。今後「IT 活用法のヒン
トを得、IT 活用の度合いを深めて」いくことで「必要に応じ自らもコンテンツを作成」することや、従来から
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保持しているそれらの優れた手作り教材をデジタル化し、それら自作のコンテンツに著作権の手続きをし「サー
バに蓄積し、学校や地域のネットワーク上で共有」することによって、「蓄積・共有された教材を効率的に活用
でき、魅力ある授業を実現する」ことが可能になると考えられる。
この視点に基づいて、教員が自作のデジタルコンテンツを作成すること、その作成した教材を校内 LAN のサー
バに蓄積し、共有化することの、１つのモデルケースと想定して教材設計を行う。
（2）教材設計において大きな役割を持つ動画コンテンツ
デジタルコンテンツの中でも、特に動画コンテンツは魅力ある教材となり得る。前述しているとおり、子ども
たちにとって、より分かりやすい授業への手助けとなっていくものと考える。この根拠として、人間の認知面か
ら、デジタルコンテンツ、特に動画コンテンツのもたらす効果について触れる。
「顧客を感動させる、提案・プレゼンの活用ポイント」(6)によれば、物事を認知する上で「一番理解が早いの
が、現物を見る事。次は、映像・ビデオを見る事。そしてその次が写真を見る事。そしてイラストなどの絵、最
後が言葉による説明」であると指摘している。
したがって、本研修の教材作成において、動画コンテンツを活用できるように設計することは重要な意味を
持つと考える。文章や教員の説明だけでなく、そこにデジタルコンテンツ（特に動画）を加えることは、児童生
徒により理解を深めさせ、認知を高めるという効果をもたらすといえるだろう。
そこで、作成する教材に動画コンテンツを活用できるように設計することは重要な要素であると考える。
（3）設計する教材のイメージ
設計する教材のイメージは、「教科書準拠」の形として、デジタル化した教科書の元になるページにリンクを
設定し、動画などのデジタルコンテンツへ展開していくというものである。教科書の文章や、図版に関連するデ
ジタルコンテンツが、デジタル化した教科書上からクリックすることによって展開していくという構想である。
この構想は、従来から行ってきたデジタルコンテンツを活用した授業での実践経験を通しながらその改善を模索
した結果である。以下①、②に改善点を記す。但し、小学校の学級担任制の場合を想定したものであり、異校種
には当てはまらない点もある。
① 優れたコンテンツを簡単に活用する
動画コンテンツや関連する Web サイトなど優れたコンテンツはあるが、他の教員に周知しきれず利用されな
い面がある。また、どの単元の、どの授業で使えるかが明確でなかった場合も然りである。これはコンテンツが
別々に存在していて、周知が難しく、また、それぞれに検索が必要になるなどの問題があるためである。
そこで、これらの有用なコンテンツをできるだけ簡単に活用できるものが便利であると考える。
② 教科書の内容とコンテンツとの連係をスムーズにする
教員は、授業の中で、児童の意識を集中させるように常日頃から手だてを講じている。低学年ほど、それはな
おさら必要になってくる。例えば、資料など見させるものが多くなればなるほど、意識は散漫になるし、ある資
料のある部分に注目させたくても、必ずしもそればかりに意識がいくのではなく、他の部分を見て意識がそちら
へそれてしまうなどの発達段階に応じての実態があるためである。そこで、児童の意識が切れてしまうことがな
いように、教科書からコンテンツへの連係をスムーズにする設計をする。
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①、②の改善点を活かし、具体的には、まず教科書か
ら扱う単元のページをあらかじめスキャナによる読み込
みを行うことによってデジタル化する。そして、そのデ
ジタル化した教科書の文章や図版に関連するデジタルコ
ンテンツへのリンクを設定することによってリンク先
（動画等のデジタルコンテンツがあるサイト）へ移動し、
動画などが視聴できるようなイメージである（図７）。
設計する教材の性質として、使用するアプリケーショ
ンソフト※14 は、リンクの操作や設定が簡易にできるもの、
読み込んだ教科書や写真、イラストの画像が取り込め容
易に加工できるものが必須条件である。加えて、音声や
音楽などのサウンド、ビデオ映像・アニメーションなど

図７ 設計する教材のイメージ

の動画が取り込め、展開できるものが望ましいと考える。
いわゆるマルチメディア対応型が汎用性が高く適している。もう一つ重要なのは、使用する教員にとってそのア
プリケーションソフトができるだけ馴染みがあり、簡易であるという点であろう。これは、将来的には自分でも
教材を加工して作るという展望も含めて考えた場合にはなおさらである。
これらの条件から、Microsoft PowerPoint※15（以下「PowerPoint」という。）や OpenOffice※16の Impress（以
下「Impress」という。）などのプレゼンテーションソフト※17が適していると思われる。
特に PowerPoint は学校においても研究発表会や、児童生徒の学習の成果発表などで使用されることが多く、
教員にも馴染みがある。ただし平素の授業の中で教材としてこれを利用し役立てるという発想は、一部の教員を
除けばまだまだ認知されていない。そのため、いかに授業で使えるかを示す必要がある。
Impress は、PowerPoint ほどの認知度はないが、PowerPoint とほぼ同じ操作性で使用できる。一番の強みは
オープンソースソフトウェアのため、無
償で利用できる点である。これは学校に
プレゼンテーション用のソフトウェアが
導入されてない場合にも、インターネッ
トから無償でダウンロードし、インスト
ールすることによって使用可能となる。
これらのプレゼンテーションソフトを
使って加工し、教材を作成する。教科書
の読み込みから授業での活用までの流れ
を図８に示す。

図８ 教材化までの流れ

※14

文書の作成、数値計算など、ある特定の目的のために設計されたソフトウェア

※15

米国 Microsoft 社の商標

※16

オープンソースのオフィスソフトの一つ。Microsoft 社の「Microsoft Office」と高い互換性があり、Linux や Windows など様々な
OS で動作する。オープンソースソフトウェアのため、無償で利用することができる。

※17

発表会や会議などで使用する資料を作成・表示するためのアプリケーションソフト
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(4)６年生社会科で取り組む理由
教材作成を行うにあたっては、６年生の社会科の歴史学習を選ぶ。それには、次のような理由がある。
① 初めての歴史学習をする子どもにとって、学習する時代背景や、風俗、様子などがイメージしにくく、
そのため良質な資料、教材がより重要となり、それらを使用した場合の学習効果を高めやすい。
② 有用なデジタルコンテンツ（特に動画）がある。
③ 算数や理科に比べ「デジタル教科書」やそれに類する教材がまだ少ないため、開発する価値がある。
６年生の社会科の歴史学習は、児童にとって初めて触れるものである。小学校の歴史学習を経て、中学生や高
校生が歴史学習をする場合、ある程度、既習の知識をもとにしてイメージ化できる。例えば文章資料であっても、
その文章からある程度の時代背景や、風俗、様子などが描けると思われる。しかし、小学生の場合、既習の知識
は皆無か、或いは、知識について個人差があり、同じ内容であってもそれをイメージできる材料がなかったり、
そのレディネスの差は大きかったりする。そのため、特に歴史学習では、児童の助けとなる資料や教材が重要視
されている。それは、これら資料や教材によって知識やレディネスの差を補う役割も担っている。
また、「小学校学習指導要領解説 社会科編」によれば、「第６学年の歴史学習については、我が国の今日ま
での歴史に対する興味・関心と愛情を深めるようにするため、人物の働きや代表的な文化遺産を中心にした歴史
学習を一層徹底する。（中略）いわゆる通史にならないようにする」とある。また「人物の働きを共感的に理解
できるようにする」とあり、歴史入門になる児童にとって大切なのは、年号や時代のつながりなどの通史ではな
く、人物の生き方に焦点を当て、その人物に共感しながら、我が国の歴史や先人の働きについての理解と関心を
深めるようにすることであることが示されている。
これらの点から、歴史学習において、人物に焦点が当ててあり、その人間ドラマが描き出されているもの、し
かも時代背景や風俗、様子をつかみやすいものが必要であると考える。
しかし、実際には、過去の指導経験からいっても、効果的に活用できる資料、教材が常に身近にあるわけでは
ない。そのため、適切な資料、教材がない場合は、教員が説明することによって補う場合が多く、児童によって
は口頭説明ではイメージが描けなかったりするという実態を生み出している。また、ビデオ、図版、掛図、紙芝
居などそれぞれが別々に存在しているために、それらを個別に検索し、授業で利用するかどうかの選別をしてい
くという事前の作業を経なければならず、時間を費やす必要がある。
そこで、歴史学習におけるこれらのデメリットを解消し、児童の助けとなる、より効果的な資料や教材として、
動画コンテンツは大変有効であると思われる。
ここで、動画コンテンツについていくつかあるが、その中でも日本放送協会（以下「NHK」という。）が、イ
ンターネット上で配信している「NHK 学校放送オンライン」の「にんげん日本史」は、数多くの「番組」、「ク
リップ」が保存されており、量的にも質的にも優れた資料と成り得るものである。
「番組」は、テレビ放送番組と同じものが配信されている。それぞれの時代を象徴する人物を主人公にしてス
ポットを当て、その人物を通して時代の様子や背景、風俗などが描かれている。テレビタレントの進行によって
親しみを持ちながら視聴でき、その人物に共感しながら、わが国の歴史や先人の働きについての理解と関心を深
めていくことができる。また、およそ 15 分の「番組」ではあるが、ストリーミング配信の場合は、いくつかの
場面ごとに区切られていて、クリックするだけで、自由に 15 分番組の中で見たい場面だけを選択することもで
きるため、時間の制約を受けずに視聴できる。
「クリップ」は、数十年にも渡り学校放送用に制作され、蓄積されたコンテンツによって再構成された１〜２
分の教材映像である。これは、テレビ番組では視聴できない「NHK 学校放送オンライン」ならではのコンテンツ
である。これを授業の流れの中で必要に応じて利用することで、従来は、図版や資料集に頼るしかなかった資料
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提示を、ナレーションつきの動画で表すことができる。今までの、図版や資料集を用いて行っていた授業設計を
大幅に変えることなく、資料提示の部分だけに、この動画コンテンツを使うという方法は、「IT で築く確かな
学力」でいうところの、日々の授業の中で他の教材や教具と同じようにごく自然に活用していくことや、その活
用によって学習効果を高めていくことにつながると考える。
教科書会社を中心にして、各社で「デジタル教科書」、「デジタル掛図」などの名称で、教材が販売されてい
るが、算数・数学、あるいは理科に比較して、社会科、殊に歴史分野についてはまだ希少である。また、仮に販
売されていても、その購入にはかなりの経費が必要であり、更に「人物の働きを共感的に理解」できるか否かと
いう視点で見た場合には十分とはいえないと思われる。
これらの理由から、インターネット上で無料配信されている NHK 学校放送オンラインなど有用な動画コンテン
ツを利用することは、コンテンツの持つ特性や予算的な側面、更には新しい教材の開発・研究の視点からいって
も有意義であると考え、本研修で取り組むことにした。１単元を選び、その範囲内の教科書を読み込んでデジタ
ル化して授業実践を行うことにする。
（5）著作権とリンクの設定について
① 教科書のデジタル化・共有化と著作権の関係
教科書を読み込んでデジタル化することについては、教科書の複製をすることになり、これについては当然、
著作権が関わってくる。著作権法第 35 条によれば、「学校その他の教育機関（営利を目的として設置されてい
るものを除く。）において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供すること
を目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、
当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる
場合は、この限りでない」とある。
この第 35 条は、教育機関において他の機関にはないほど優遇された「著作権の制限」がされている。これに
よって、「必要と認められる限度」で「教育を担任する者及び授業を受ける者」は許諾をとらずに「授業の過程
における使用」に限定して複製することができる。様々なケースが想定されるが、基本的には、この「必要と認
められる限度」というのは、教員が行う授業過程のみであり、複製を配布する場合の最大複製数もその教員の授
業を行う対象の児童生徒数分に限られる。また、配布目的以外で複製したものも含め、授業終了後もそれを保管
しておくことは認められていない。更に著作権者の利益を不当に害する場合も複製できない点も留意する必要が
ある。
今回、作成する教材の場合、この著作権法との関わりの中で最も留意すべき点は「保管」、「再配布」すると
いう点である。本稿Ｖ‑１‑(１)‑④で記述したように、作成した教材をサーバに蓄積し、学校のネットワーク上
で共有して蓄積・共有された教材を効率的に活用していくというねらいは、著作権法上、明らかに問題が生じる。
それは「サーバに蓄積する」ということは、作成した教材をサーバに複製し再配布可能になるからである。第
35 条に基づいて解釈すれば、仮にデジタル化した教科書を使用するにしても、それが、その授業内においての
みであり、更に使用後に削除するのであれば、特に問題は生じず、許諾をとる必要はない。「必要と認められる
限度」を超えず、「著作権の制限」の範囲内であるためである。
しかし、この使用方法では、学校のネットワーク上で蓄積・共有された教材を効率的に活用していくという使
い方はできない。このような使い方が可能であるか否か、また可能である場合、許諾をとるために必要な条件に
ついて教科書会社に確認する必要が生じた。
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本研修で、教材作成する際にデジタル化する予定の社会科教科書の発行元は東京書籍株式会社（以下「東京書
籍」という。）である。筆者が所属している学校の属する教育事務所管内では、社会科教科書は東京書籍が選定
されている。そこで東京書籍と連絡をとることにした。
② 許諾申請の手続きについて
東京書籍に、教科書をデジタル化して校内 LAN サーバに保管・蓄積し、利用することが可能かどうかを確認し
た。以下はその経過である（図９）。
教科書の使用については「許諾申請手続きの経過」のイ）にあるように、「教科書等利用許諾申請書」（資料
１）を提出する手続きが必要であることがわかった。単一の教科書会社のものを使用する場合はその出版社に、
複数の教科書会社のものを使用する場合は社団法人教科書協会※18へ一括して申請する必要があることもわかっ
た。

許諾申請手続きの経過

ア）教科書をデジタル化したものを、校内 LAN のサーバにおき、複数学級が使用する
ことが可能かどうかを確認。（メール）

イ）教科書の使い方（全ページ対象か、ある単元のみか。加工するのか否か。写真や図版は
使うのか否か）と教材の性質（児童用か教員が提示するものか）を確認。併せて「教科書
等利用許諾申請書」の提出が必要なことと、その形式を添付して送付。（メール）

東京書籍

使用申請者

（筆 者）

ウ）イ）に対する回答〈メール〉

エ）東京書籍が保持している著作物（文章表記・グラフ）と保持していない著作物（写真・
図版・カット）についての説明。（電話）

オ）東京書籍が保持している著作物についての許諾申請書を送付（郵送）

カ）教科書等利用許諾申請書に対する回答書（許諾）を送付（郵送）

図９

教科書会社との使用申請手続きの経過

エ）については、当初、教科書に記載されているものについては、すべて教科書会社が最終的な著作権を有し
ていると認識していた。そのため、教科書の文章、図版、写真、カット、地図などすべて東京書籍に著作権があ
ると思われたが、実際には東京書籍が著作権を保有しているものは、文章の部分と、一部の図やカットなどであ

※18

検定教科書の質的向上と教科書発行事業の合理化に関する調査研究を行い、教科書出版倫理の実践を促進し、学校教育の充実
発展に寄与し、あわせて出版文化の向上を期するために設立された文科大臣認可団体
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った。東京書籍が著作権を保有していない図版や写真などにも著作権があり、それらを使用する場合は、それぞ
れについての許諾申請を行う必要があり、その数は数十に上ることもわかった。
そこで、この時点で、以下について作成する教材の修正が必要になった。
まず、教員が、本教材モデルのようなデジタルコンテンツを利用して慣れていき、いずれは教材研究の延長線
上で自らも作成していくと想定した場合に、多忙な学校でたくさんの許諾申請に費やす時間はなく、それをする
ことは、教員にとってむしろ負担が増えることになる。
次に、教科書の、使用するページすべてをデジタル化する必要があるか否かという視点から考えた場合、デジ
タル化する上で重要なのは、その文章記述の部分のイメージ化であることがいえる。
更に、今は少しでも実践事例を増やしていき、その効果の検証を積み上げていくことが必要である。
これらの理由から、東京書籍が著作権を保有している部分だけをデジタル化することとし、「教科書等利用許
諾申請書」の様式に従って許諾申請を行った（資料１）。そして、それに対する回答書（資料２）によって、許
諾を得た。
③ リンクの設定について
ACCS※19の ASK ACCS※20の Q＆A にある回答によれば、「リンク集は、タイトル名に簡単なガイドを付けたもの」
が多く、「タイトル」は著作物ではなく「ガイドも創作性があるとは考えられない」ため、「先方に黙ってリン
ク集を作っても、著作権法上の問題はありません」とある。 しかし、続けて「問題は、意に反するホームペー
ジにリンクを張られるのを、いやがる人も存在する」ので「リンクする際は、先方に一声かけるのが礼儀」と記
述がある。また、サイトによっては、リンク先が定める利用規約によって、事前連絡による承諾が必要なこと、
またバナー※21 まで設定しているサイトもある。
島根県ホームページ作成ガイドライン※22 の「第２ 情報内容等」の「５．リンクを設定」には、「リンクを
設定する場合は、相手先が指示した手続きにより承諾を得ること。なお、リンクの設定を行った場合は、リンク
先の所属名等を明示すること」とある。このガイドラインに沿って判断することとし、事前連絡による承諾を得
ることにした。
本教材で最も利用する「NHK 学校放送オンライン」のリンク設定承諾については、放送教育に関わる団体、全
国放送教育研究会連盟（以下「全放連」という。）が行っていることがわかった。そこで、全放連事務局（NHK
事業局内）に連絡し、以下について電話によって承諾を得た。
・ NHK 学校放送オンラインの「にんげん日本史」へのリンク設定
・ リンク設定がされている教材の校内サーバでの保管とその利用

④ デジタル化した教科書
東京書籍の教科書に著作権の手続きをし、リンクの承諾を得てデジタル化し、作成した教材の一例は次の通り
である（図 10）。
※19
※20

社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会
著作権・プライバシー相談室

ACCS の開設しているサイト。http://www.askaccs.ne.jp/qa̲f.html

※21

インターネット広告の一種。Web サイトに広告の画像(多くの場合は横長)を貼り、広告主の Web サイトにリンクする手法

※22

http://www.pref.shimane.jp/gl/gl.html
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図 10 教科書をデジタル化し、作成した教材

（6）教材の共有化と使用方法について
筆者が所属している学校の校内 LAN サーバは、L3 スイッチ※23などによって VLAN※24 が構築されている。それ
によって、職員室や校長室でパスワードを使ってログインすることで接続できるサーバと、教室から常時入れる
サーバとに区別されている。
教材は、教室から見られるサーバに保管す
る。単元別のデジタルコンテンツ教材のフォ
ルダ（東京書籍「新しい社会」６年上の単元
名にあわせる）（図 11‑1）を用意し、更に
使用する単元から小単元ごとのフォルダへ
移動する（図 11‑2）。ここから、本時に扱
う小単元フォルダを選択すると、教科書をデ
ジタル化して作成したコンテンツファイル
と学習指導案ファイルが用意されていて、使
用できるというものである（図 11‑3）。こ

図 11-1 単元別のコンテンツ教材フォルダ

の本時で扱うファイルについては、授業実践
を通して改善していくことになるが、それについては後の章で触れる。

※23
※24

layer3switch
Virtual LAN

ネットワークの中継機器の一つで、パケットの行き先を判断して転送を行なうもの
LAN システムにおいて、物理的なケーブルやマシンの接続形態に依存せず、LAN 上の特定のノード（ネットワー
クに接続されているコンピュータやハブなどの機器）だけで仮想的なグループを作る技術のこと。
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図 11-3 本時で使うデジタルコンテンツ教材ファイル

図 11-2 小単元ごとのコンテンツ教材フォルダ

２ 授業実践
（1）単元の指導計画と評価規準
作成した教材で授業実践を行うことにした。教材の設計から著作権の手続き等を経て、教材作成に要する時
間、更には授業実施後の考察や分析の時間等も考慮した結果、実践する単元としては、ちょうど幕末から明治維
新の時代（東京書籍の単元名「明治維新をつくりあげた人々」）が適時であった。そこで、この単元の指導計画・
評価一覧を作成した。授業実践は、この単元配当時間９時間の内、７時間を計画した。実施しない２時間につい
ては、「四民平等」、「解放令」に関わる人権・同和教育上の既存の資料があるので、それを活用することにし
たためである。この１単元を通して実施することにより、より信憑性の高い児童の授業に対するイメージや、社
会科に対するイメージ等のデータが得られると思われる。
(2) デジタルコンテンツを活かす授業の設計
山中ら(7)は、デジタルコンテンツを活用した授業における構想段階の教員の意図を明らかにしている。これに
よると、「コンテンツを選ぶときに重要だと思っていることは何か」という問いに対して、最も多かった回答は
「自分の授業スタイルにあうか」であったとしている。そのため授業設計に当てはまるデジタルコンテンツを探
すことに苦労し、「楽になるのではなく、かえって時間コストがかかってしまう」姿が浮き彫りになっている。
そして「この結果から、これまでの授業スタイルを変えずに教材提示の部分だけをデジタルコンテンツに置き換
えるといった授業設計を行っていることが予想される」と考察している。このことより、教員が自分の授業スタ
イルにこだわり、なかなかそれに適合したコンテンツが見つけられない傾向にあることがわかった。
一方、比較的早くコンテンツを探し出した教員は、１時間の授業で、デジタルコンテンツの活用の仕方が明確
で、「授業者の授業意図やスタイルに合ったポータルサイトを利用している教師」であるとした。
これらの結果より、山中らは「授業スタイルやコンテンツの活用意図等の情報を含んだコンテンツ検索の仕組
みを検討することも必要」であることや「指導方法や活用の意図を含んだコンテンツと、教師がそれぞれの意図
に応じて組み合わせたり編集したりすることが可能な素材としてのコンテンツの活用は分けて考える必要があ
るかもしれない」という提案をしている。
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また、中川(8)は、デジタルコンテンツ活用の意図として、以下の４つの「どれに（あるいは、どれとどれに）
関係するのか、それを意識してコンテンツを授業に落とし込む必要がある」と述べている。
１ 知識理解の補完

２ 学び方の補完

実際には体験できないことをコンテンツで補う。

モデル化したり、見通し・手順の確認を行う。

３ 意欲・関心の拡充

４ 課題意識の拡充

実験や観察など実体験への動機付け、イメージをふくらませる。

思考を深めたり、課題を焦点化したりする。

本研修で扱うデジタルコンテンツは、上の分類では、１や４に当てはまると考えるが、これについては、授業
のどの場面で、どのように使うかによっても違ってくるため、授業設計によってその活用意図を鮮明にする必要
があると考える。
これらの提案を踏まえながら、デジタルコンテンツファイルと学習指導案ファイル（図 11‑3）を用意して実
践を始めることにする。NICER のコンテンツ「デジコン」などにあるように、最小限度のコンテンツとして、学
習指導案とデジタルコンテンツがある。この例にならって、この二つのコンテンツを用意しておき、実践協力教
員と連携しながら授業を振り返り、改善していくことにする。
(3) 授業実践とその効果の検証・考察
授業実践の方法としては、筆者が作成した教材を使って、平常の授業通り担任が授業を実施する。授業を担当
する者が違うことは、作成した教材を活用したことによる効果の検証が難しくなると考えたためである。そこで
筆者が作成したコンテンツを使って、６年Ａ学級で担任が授業を実施した。
６年Ａ学級のデジタルコンテンツ活用経験としては、理科で、メディアルームの大型ディスプレイを使って動
画コンテンツを視聴した経験がある。社会科での活用は今回が初めてであり、また教室でのプロジェクタやスク
リーンを用いた授業形態についても初めてである。
授業をするにあたっては、教科書をデジタル化して作成したコンテンツと、学習指導案（図 12）によって授
業を行った。
なお、便宜上、デジタル化した教科書をもとに作成した教材について、スクリーンに投影して展開するので、
児童には「スクリーン教科書」
として呼称することにし、教科
書との区別化をした。本稿でも、
以下同様に「スクリーン教科
書」という。
授業実践全体（全７時）を通
図 13-1

して、スクリーン教科書を使用

第１時の授業の様子

した授業により、児童は集中し
て授業に取り組んでいた。途中
でスクリーン教科書の文章から
リンクして展開される、動画コ
ンテンツには、特に注目し熱心
に視聴しており、授業の流れの
中で重要な役割を果たしていた

図 12

学習指導案の一部
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図 13-2

動画コンテンツを視聴する様子

と考える。
全７時間終了後にとった授業振り返りアンケートによると、児童のスクリーン教科書を活用した授業について
の感想は次の通りであった。

・ 今までは頭だけで考えたりしてたけど、目で見たり、ビデオクリップを見たりして、いろいろ考えること
ができた。

・ むずかしい言葉などがわからなくても、スクリーンを見たりしてすごくわかったから、いつもよりわかり
やすいんだなと思いました。

・ スクリーン教科書は、画像や言葉が出てきたのでわかりやすかった。
・ 教科書は絵だけだけど、ビデオクリップは実際にその時代に入ったようにわかりやすかった。
・ スクリーン教科書は、グラフや表が書いてあって、わかりやすかったです。ビデオクリップは見るだけで、
そのことがよくわかりました。

・ いつもの授業は教科書のことを学ぶだけで深く考えることはなかったけど、スクリーン教科書は 1 つのこ
とにとことん追求していってとてもよかったです。教科書に書いてあることをそのまま学んで終わりとい
うだけじゃなくて、もっと追求していくことも大事だなと思いました。
肯定的な感想がほとんどであった。感想の内容もわかりやすさに言及したもの、考えを深めるきっかけととら
えたもの、また関心や意欲についてのものなど多岐に渡っていて、多面的に影響を与えたことがうかがえる。
否定的感想としては、「なんとなくわかりやすいときもあれば、わかりにくいときもあった。またノートに書
いているときに次にいって（進んでしまって）書きにくかった。」（１名）があった。
そこで、より詳しく児童の実態を測るために、感想に併せて質問紙による自己評価を行っており、そのデータ
をもとに分析してみることにした。アンケートは、２種類の質問紙（資料３、資料４）で行った。「社会科の学
習について」（資料３）（以下「アンケート１」という。）は２時間に１回の割合で実施し、「今日の授業をふ
りかえろう」（資料４）（以下「アンケート２」という。）は毎時間終了時に実施した。
① 児童のスクリーン教科書を使った授業に対するイメージの変容の分析と考察（SD 法、ｔ検定）
児童のイメージの変容を調べるために、まず SD 法※25 による評価方法を用いた。児童は、アンケート１を用い
て、対立するイメージの形容詞などについて５段階の
尺度で、社会科の学習イメージについて回答した。２
時間に１回ごとに実施した「おもしろい」や「熱中し
た」などのイメージ 10 項目について児童が回答した５
段階の尺度を、それぞれ数値化して、短い期間での変
容を観察した。例えば「とてもおもしろい」は５点、
逆に「とてもつまらない」は１点とし、その平均値を
グラフ化して比較した。スクリーン教科書を用いた授
業実践前にとった事前アンケートと、スクリーン教科
書を用いたデジタルコンテンツ活用授業後（全４回）
にとった結果を示す（図 14）。
図 14
※25

授業のイメージの平均値の変動（アンケート１）

Semantic Differential Technique 尺度法。オズグッドらによって 1950 年頃に考案された。主観的な評価、それも情緒やイメージ
といった領域を測るのに用いる。
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これによると、事前に比べると、第１時、第６時、
第９時のいずれのイメージ項目も平均値が高くなっ
た。この結果からも、児童の感想から感じた、肯定
的な受け止め方がされているという根拠の１つが示
されたといえる。
このスクリーン教科書活用における効果を検証す
るための重要な要素である「わかりやすい」につい
て、より詳細に分析することにした。まず事前と第
１時の平均値に注目する。これについては 0.7 ポイ
事前

ント上昇していて、グラフ上でみると大幅な変化を

相関係数 0.58012852

示していると思われるが、果たしてこの二つの条件
の平均値に本当に差があるのかどうかを判断するた
※26

めに、ｔ検定

第１時後

図 15 平均値と標準偏差 相関係数

を行った。

検定には松江教育センター研究情報
スタッフが開発した「かんたん！t 検定
ver.2.1」を使った。この検定をするた
めには、それぞれの平均値と標準偏差、
そして２つのデータの相関係数が必要
である。そこで Microsoft Excel※27
の分析ツールを用いて、基本統計量と
相関係数を求めた（図 15）。
まず、ｔ検定の手順としては、「１
回目（事前）と２回目（第１時）の平

図 16 ｔ検定 有意水準１％の判定結果

均値には差はない」と仮説を立てる。
これを帰無仮説※28 といい、この仮説が検定の結果、棄却されることによって、平均値に差があるといえること
になり、有意性※29 があることが証明される。次に、有意水準※30 を定める。一般的には５％が用いられるが、よ
り厳密に検定を行う場合は１％を用いることもある。
「かんたん！t 検定 ver.2.1」を使用すると、平均値、標準偏差、相関係数、人数を入力し、有意水準を５％
か１％のいずれかを選択するだけで検定処理を行うことができる。この検定を実施した結果、有意水準が５％、
１％のいずれにおいても帰無仮説が棄却され、統計的に有意性があるといえる（図 16）。これによって、２つ
の平均値には差があると認められ、児童がこの授業を「わかりやすい」と受け止めたと考えられる。なお、「わ
かりやすい」については、事前と第６時、事前と第９時についてもｔ検定を行った結果、いずれも有意水準５％
で棄却され、有意性があるといえた。

※26

２つの条件の平均値に差があるかどうかの検定で、データの分散を考慮した平均値で考察するのに用いる。

※27

米国 Microsoft 社の商標

※28

後で否定することを前提とした仮説

※29

数値の差が偶然ではなく、本質的な差があること。

※30

帰無仮説を棄却するか否かの判断の基準となる確率。危険率ともいう。
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② 授業に対する児童の意識の分析と考察（χ2【カイ２乗】検定）
次に、別の角度から、第１時における児童の実態を測るためにアンケー

とても

→

５

ト２をもとに得られたデータを分析する。授業についての関心・意欲・態

やや

→

４

度、知識・理解、コンテンツの有用さについて調べる意図でアンケートに

どちらでもない→

３

より回答を求めた。当てはまる項目を右のように数値化した。各項目の平

あまり

→

２

均値の変動は、図 17 の通りである。また、全７時間の平均値は、3.6 以上

まったく

→

１

であった。この結果からは、児童が授業を肯定的に評価しているように思
われるが、この判断が正しいかど
うかを判定した。

判定には、χ2（カイ２乗）検定

スクリーン教科書

楽しく
わかりやすさ

進んで
ビデオクリップ

※31

を行った。ただし、被験者数が
4.9

40 人以下であるので、イエーツの
修正※32 を行った。
一般的にχ2 検定を行う手順と
しては、「カテゴリーの度数には
差はない」と帰無仮説をたてる。

4.7
4.5

平
4.3
均
値 4.1

ことになる。次に、有意水準を定
める。これについてもｔ検定と同

第 ９時

え、度数の差、偏りが認められる

第 ８時

3.5

第 ７時

カテゴリー度数には差があるとい

第 ６時

3.7
第 ３時

の結果、
棄却されることによって、

第 ２時

3.9

第 １時

ｔ検定と同じく、この仮説が検定

実施時間
図 17 授業振り返りアンケートの平均値の変動（アンケート２）

じであるため、説明は省く。
例として、第１時のデータ (表１)を使って検定をしてみる。検定には、松江教育センター研究情報スタッフ
が開発した、「かんたん！ χ2 検定 ver7.5」を
表１ 第１時 授業振り返りアンケート結果

使用した。表１のデータの中では、ひとまず比較
的分布にばらつきのある「ビデオクリップ」につ
いて検定処理をした結果、
図 18 のようになった。
この結果、有意水準が５％、１％のいずれにお
いても帰無仮説が棄却され、統計的に有意性があ
り、５つのカテゴリーの度数には差、偏りがある
といえる。よって「ビデオクリップは、より深く
理解するのに役立ちましたか」という質問に対し
て、児童はビデオクリップは役立ったと受け止め
たと考えられる。

※31
※32

ある仮説のもと２つの事象を調査し、統計的な有意性があるかどうかを判定するのに用いる。
総度数が少ない場合に用いる修正
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同じようにして「進んで学習できたか」等、他の項目についてもχ2 検定を行ってみた。その結果、いずれに
おいても帰無仮説は棄却され、児童が第１時の授業を肯定的に受け止めたと考えられる。
第１時以外の残り６時間のすべての
アンケートの質問項目についても、表
１のようにほとんどの回答が、５、４
のカテゴリーに入っている。そこで、
これらについてもχ2 検定を実施した。
その結果、すべての項目で、有意水準
５％で帰無仮説がすべて棄却され、有
意差が認められた。
以上のように、χ2 検定によっても、

図 18 χ２検定 ビデオクリップについての判定結果

児童は肯定的に受け止めたと考えられ
る。
③ 授業の改善を図る（デジタルコンテンツを活かすための教材の再設計とその効果）
全７時の授業実践を通しながら、いくつか教材や授業の再

表２ 第７時 授業振り返りアンケート結果

設計を行った。それについて以下に記す。
図 17 に示しているグラフからも読み取れるように、第７
時は、第６時に比べてすべての項目の平均値が低くなってい
る。特に「楽しく学習できたか」と「進んで学習できたか」
はその変化が顕著である。
この結果は、必ずしも作成したコンテンツが効果を発揮し
ていない事例といえるのではないかと考えた。
実際、第７時の児童の様子を観察していた時から、前時
までと比べて全体的に集中が足りず、あまり授業に熱心に取
り組めていないように思われた。そこで、早速、第７時終了

表３ 第６時 授業振り返りアンケート結果

後のアンケート結果をデータ化し、分析してみた。
前述したように、χ2 検定では分布に偏りがあると認められ
ており、どの項目においても概ね５、４のカテゴリーに大部分
の児童の回答が入っている（表２）。
しかし、他の実施時間に比べ、上記の２つの項目で５のカテ
ゴリーに入る回答数が少なく、３や２のカテゴリーに入る児童
の回答が多いこともわかった。例えば第６時の結果（表３）と
比較しても、その違いがはっきりしている。
そこで「楽しく学習できたか」と「進んで学習できたか」について、第６時とのｔ検定を行った。その結果、
２つとも平均値の差に有意性が認められた。このことから、第７時は第６時に比べて、児童は「楽しく」、「進
んで」学習できなかったといえ、観察から得た印象と一致する。
この結果より、作成したコンテンツの活用方法を視点にし、第７時の平均値が低くなっている原因を探り、
その改善策について考察した。
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ア）原因と改善策１〈 資料の量と質 〉
この小単元「富国強兵を進める」は、難しい学習内容であると考える。官営工場、学制、徴兵令などの新しい
用語も含め学習要素が多く盛り込まれた明治政府の政策面の学習であり、児童には難しく感じられる内容であろ
う。そこで、詳しい資料を用意して、その難しさを軽減したいと考えた。その結果、第７時には動画コンテンツ
の他に自作資料（いずれもスクリーンに投影するもの）を４つ使用した（図 19）。
このことが、結果として自作資料の説明に時間を費やしてしまい、授業展開のテンポが落ち、本来なら確保
すべき児童の活動する時間を減らし
てしまった。
これは、１つには、自作資料の量
が多いこと、もう１つはそれらが文
字中心で作られていたことにあると
考えた。
そこで、用意する自作資料を精選
したり、また自作資料自体も、文字
中心ではなくて、できるだけ図や絵
等、視覚化したものを活用したりす
るなど、短時間で児童が内容を把握
図 19 第 7 時で使用した自作資料

できるものを準備すべきであると思
われる。

イ）原因と改善策２〈 コンテンツ提示の方法やタイミング 〉
第７時では、動画コンテンツを提示したのが授業の後半であった。ア）で記述したような理由で、動画コンテ
ンツを活用するまでに児童の学習意欲が減退してしまったと思われる。この時に使用した動画の活用意図は、前
述の中川の分類でいえば１や４であった。しかし、いかに教員が活用意図を持っていても、それを提示する方法
や、提示するタイミングがうまくいかなければ、動画コンテンツを活用できたことにはならないと考えられる。
そこで、活用意図を明確にすることは大前提として、更に、授業のどの場面で、どのように活用していくかは、
重要な要素であると考える。授業の導入、展開、終末のいずれの部分で、どの活用意図のコンテンツを組み入れ
ることが効果的なのか改めて考えて活用する必要がある。
ウ）原因と改善策３〈 教員の授業設計に対応した教材の在り方 〉
教員は、授業で、いかにして児童生徒が意欲を持って、考えたり、記述したり、発表したりする姿を生み出
せるかということを常に意識しており、それを授業設計の基盤にしていると考えられる。特に学級担任制が多い
小学校の場合は、児童の実態に合わせた教員の授業設計があり、それは学級によって異なる。
しかし、学習指導案に沿ったスクリーン教科書の展開は、見通しを持って活用できる反面、教員独自の授業
設計を出しにくい。
そこで、教員が、その学級の実態ならではの授業設計をする中に、うまくコンテンツを活用していくことが
できる方法を考えるべきであると思われる。その際に、前述した山中らの提案にあるように、「授業スタイルや
コンテンツの活用意図等の情報を含んだコンテンツ検索の仕組みを検討する」や「指導方法や活用の意図を含ん
だコンテンツと、教師がそれぞれの意図に応じて組み合わせたり、編集したりすることが可能な素材としてのコ

23

ンテンツの活用は分けて考える」という視点を参考にする。この提案より、学習指導案に沿ったスクリーン教科
書の他に、授業で活用する前にコンテンツの情報を短時間で把握できるもので、教員が自分の意図で取捨選択で
きるものも必要ではないかと考える。
以上を考慮し、改善策を活かせるように教材の再設計を行った。
エ）教材の再設計
ア）からウ）の改善策を踏まえて、次のように教材の再設計を行った。
コンテンツ一覧を作成し、学習指導案ファイ
ルなどと同じ教材フォルダへ保管することに
した（図 20）。
これは「用意したデジタルコンテンツ」とい
うファイル名（以下「コンテンツメニュー」と
いう。）にし、この小単元のために用意したデ
ジタルコンテンツの紹介や、動画コンテンツに
ついては動画再生時間（分）と主な内容が表示
されている（図 21）。
これによって、コンテンツを活用したい教員
は、次の方法によって効率よく使用することが
できる（図 22）。

図 20 改善した教材フォルダ

自分の授業設計に適
宜コンテンツを活用し
たい場合は、コンテン
ツメニューを閲覧する
ことで自分なりの授業
計画を立て、必要なコ
ンテンツだけを利用す
る。
また、学習指導案に
沿って授業をしたい場
合は、学習指導案の展
開にあわせて設計して
あるスクリーン教科書
を使う。スクリーン教
科書はコンテンツメニ
ューにあるコンテンツ
を展開できるように設
計してある（図 23）。

いずれコンテンツも、クリックすることで、その詳細をみることができる。（動画再生や、
Web 資料の閲覧）

図 21
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コンテンツメニュー（例）

教員が、デジタルコンテンツを活用した授業に慣
れていき、自分でもデジタル資料を作成する場合は、
図 21 の③に加える。また、それをスクリーン教科書
に関連づけて、スクリーン教科書からのリンクを設
定していくことも考えられる。
オ） 再設計した教材を活用した実践結果
再設計した教材を使い、第８時の授業実践をした。
Ａ学級でコンテンツメニューを用いて授業設計を行
図 22 コンテンツ活用の流れ

い、実施することにした。具体的には図 24 のコンテ
ンツメニューを使って授業設計をし、図 25 の
提示用コンテンツを作り授業をした。
児童は、提示用コンテンツによって焦点化さ
れた課題を把握しながら、能率よく授業に取り
組め、また、動画コンテンツも授業の流れの中
で効果的に活用されていたように感じた。
この結果、授業後のアンケート結果（図 17）
にあるように、平均値が上昇した。
また、Ｂ学級でも、第８時について、このコ
ンテンツメニューを活用し、授業を実施した。
Ｂ学級でも、スクリーンやプロジェクタを利用

図 23 スクリーン教科書での資料展開

しての授業は初めてであったが、担任はコンテ
ンツメニューから、適宜、動画コンテンツなどを活用しながら授
業を進めた。担任は説明や板書などを織り交ぜながら、コンテン
ツを活用した。その結果、児童は集中して授業に取り組めた。表
４は、Ｂ学級のアンケート２の結果である。また、いずれの項目
でも平均は、4.4〜4.8 であった。
Ａ学級では、第９時には、学習指導案に沿ってスクリーン教科
書を使いながら授業を実施した。このスクリーン教科書も改善を
加えたものである。

図 24 コンテンツメニュー 第８時用

その結果、図 17 のように平均値が上昇した。そこで、第７時と第９
時の平均値について「楽しく学
習できたか」と「進んで学習で
きたか」の２項目についてｔ検
定を行った。その結果、この平
均値には有意差が認められた。
このことから、第９時は改善が
図られたことにより、第７時と

図25 Ａ学級第８時の学習ポイント提示コンテンツ
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表４ Ｂ学級 第８時授業振り返りアンケート結果

比べて児童は楽しく、また進んで学習に取り組んだといってよい。
授業実践後に、実践した協力教員や授業参観教員に、授業で用いたデジタルコンテンツについてのアンケート
を実施した。以下にその回答の主なものを記す。
スクリーン教科書について

コンテンツメニューについて

・みんなが共通して同じものを見ながらの授業は、集中し

・自分はまだ教員経験が浅いので、今は指導案に沿ってスク

やすくて、とてもよかった。

リーン教科書を使った指導をするほうが適している。今

・今までのビデオと教科書が分断されていた授業と違って、

後、より自分の授業スタイルを持ち、今以上に子どもの実

流れがとてもスムーズだった。

態や興味・関心に沿って柔軟に授業をしていくようになれ

・ワンタッチで授業のポイントを押さえながら進めていく

ば、こちらの方が使いやすいのではないか。

ことができるので、使いやすかった。

・教員がいろいろなものを用意する手間が省けて、その分

・黒板との使い分けができ、メリハリのある使い方がで

教材研究ができて便利。

きる。

自由記述
・盛りだくさんの内容をスムーズに教えることができたの

デジタルコンテンツについて

は、デジタルコンテンツのお陰だと思う。

・子どもたちにとって、映像で人物が紹介されたりするので、

・この単元は人物の名前も覚えにくく時代の流れも速いとこ

身近に感じることができたのでよかった。音声や映像があ

ろなので、このような教材があると児童もわかりやすいと

ると子どもたちの興味や関心が高まる。

いうことが実感できた。

・動画を見ることによって事実が正確に伝わってよい。

・子どもたちが、身近なものや生活に根ざした知識、体験を

・子どもたちの学習意欲や理解度はより高くなると思った。

通して資料と比べたりして考えられるものがよいと思う。

Ⅵ 研修の成果と今後の課題
本研修によって主に以下に挙げる３つの成果を得ることができた。
まず第１は、国の施策や先行研究などを学ぶことを通して、IT 活用についての基盤を得、その基盤の上にデ
ジタルコンテンツ教材を構築できたことである。この教材は、特定の学年の、しかも１教科１単元に限定された
ものであるが、今後、他の学年、他の教科でも活用できるモデルを示すことができたと考える。
本研修で作成した教材は、教科書準拠型で学習内容そのものを扱っていること、教員が自分の授業設計に適
したコンテンツを自由に取捨選択できる設計であること、簡易な操作で活用できること、更には、教材作成に身
近なアプリケーションソフトを利用することで、高い操作技術が伴わなくても多くの教員が作成することが可能
であるなどの要素を有している。
この要素は、他の教科でこのような教材を作成する際にも取り入れていくべきものであると思われるし、ま
た、学校において教員が IT を活用し、その普及・発展させるための重要な鍵でもあると考える。
第２は、この教材を活用した授業実践を通して児童にわかりやすい授業の実践ができたことである。授業中
の児童の観察やアンケートの分析、検定の結果などを通して、児童がこの教材に対してわかりやすさなど多くの
面で肯定的な受け止め方をしている結果が得られたことから、一定の成果を上げることができたと考える。
第３は、他の教員にも更に IT の活用を推進してもらうための手段として、このような教材の作成や活用を通
して教員の IT 活用の推進が図れることが確認できたことである。今後、このような教材を増やしていき、他の
教員も使用することでその利点を実感してもらいたいと考える。夏期等の校内 IT 研修会などを企画し、IT 操作
技能習得に関連させて簡易な教材を作成したり、学年別や教科別で特定の単元から作成したりする等、様々な方
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法で少しずつコンテンツを増やしていく。元々教員が持っている手書きワークシートなどの優れたアナログコン
テンツもデジタル化することでコンテンツを充実させることができると考える。
実際、所属校で夏期 IT 研修会に参加し、IT 活用についての基本的な考え方の紹介や、授業で使えるデジタル
教材の作成を行った。研修実施後の教員の主な感想は次の通りである。
・IT を利用し授業を作っていくことがどれだけ大切なのか、国や文科省の施策を知り、よくわかった。 IT は、授業を「わかりや
すく」「よい」ものにしていくための「道具」という考え方に納得いった。少しずつでもよいから日々の授業に取り入れていき
たい。
・情報教育と教育の情報化という２つの言葉の定義づけができた。
・（教材作成の）パワーポイントのスライドショーが楽しくて、時間を忘れてしまうくらい熱中した。これからの授業に活かして
いけるといいと思った。
・自分にとって、新しいことを教えてもらい、大変有意義であった。子どもたちにわかりやすく理解しやすい教材を開発できたら
いいと思った。
・まだ自分で作るのは難しそうだが、既存の Web 教材や、CD‑ROM 教材にあたってみようと思う。

これらの感想からも、IT 活用についての基本的な考え方を十分に周
知していなかったが、今回のような研修をきっかけにして、自分でも
IT 活用をしていこうとする教員の姿勢が感じられ、今後の IT 活用の
普及・発展の可能性をうかがわせる。
以上３つの成果を基盤にして、今後、多数の教員のアイデアを活か
した良質なコンテンツのサーバへの蓄積が進めば、校内 LAN を活かし
た教室での IT 活用も日常的なことになる。そして多くの教員が設計す
る様々な授業の中で、適切にこれらのデジタルコンテンツを取り入れ

図 26 所属校での IT 研修会の様子

ることで、わかりやすい授業が実現されていき、ひいては確かな学力の育成にもつながっていくと考える。
本研修で、更に学びたいと思いながら、果たせなかった内容としては以下のものがある。
・デジタルコンテンツとわかりやすさとの関わりについての検証の手法や在り方
・他の教科での、本研修で得た要素を活かした教材作成
・コンテンツのサーバでの管理運営方法
これらの課題については、実践を重ねながら研鑽を積んでいきたいと考えている。
Ⅶ おわりに
近年、学校にコンピュータが導入されることによって、インターネットからの情報収集や、マルチメディアの
特性を活かした学習成果などが期待されるようになった。IT の持つ、これらの優れた特性は他のものでは代替
できにくい。筆者は、児童にとって、関心・意欲を持って取り組め、しかもわかりやすい授業の在り方はいかに
あるべきかを模索する中で、いつしか IT を活用するようになっていた。IT 導入以前には実現不可能だった様々
な取り組みが可能となり、特に授業実践には欠かせない道具となった。更に所属校には既に校内 LAN も整備され、
すばらしい学習環境が整った。
しかし、IT を活用した授業実践を重ねる程に、IT 活用の基本となる理念や先行研究について学ぶ必要性を感
じていた。また、前述のインフラを有効に活用し、授業における活用はもとより、校務の効率化及び学校教育の
情報化推進などにつなげるためにはどのようことをすべきか思案していたところ、幸いにも松江教育センター研
究情報スタッフ長期研修員の機会を与えていただいた。
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本研修では、この報告書に関わることはもとより、それ以外の様々なことについても講座や先行研究の文献等
で、最新の情報や質の高い技能を学ぶことができた。
研修を終えた今、微力ではあるが、学校でこの長期研修で学んだ成果を少しでも還元し、実践を重ねながら普
及・発展に努めたいと考えている。
本研修を実施するにあたり、多大なご尽力を頂いた島根県教育委員会、松江市教育委員会、松江市立古志原小
学校の皆様に厚くお礼申し上げます。
また、ご指導頂きました松江教育センターの皆様、とりわけ直接温かいご指導と優れた講座内容でご教授頂き
ました研究情報スタッフの皆様に、心から感謝申し上げます。
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