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3.年度末の教員アンケートの考察

本校は「情報活用能力育成のためのカリキュラム・マネジメントモデル」の「準

備期」であることを踏まえて，以下の3点を重点目標として本事業に取り組んだ。 

重点目標Ⅰ.各教員へ過剰負担をさせないような「校内の体制づくり」 

重点目標Ⅱ.昨年度までの本校の実態と課題を踏まえた 

「目標のマネジメント」 

重点目標Ⅲ.優先順位を考えた確実な「環境整備」 

そして，本年度の事業で中心的に取り組んだことは，以下の3点であった。 

(1)実証授業「商店街の飲食店の課題をプログラミングで解決しよう」の開発

(2)準専科教員を中心とした生活・総合における情報活用能力育成の授業実践

と評価

(3)各教科等における情報活用能力育成の授業実践と評価

これまで述べてきた通り，「重点目標Ⅰ.各教員へ過剰負担をさせないような「校

内の体制づくり」」を踏まえて，本事業ではいわゆる奉仕型の「サーバントリーダ

ーシップ」を発揮することで，年度当初から担任教員へ無理な連携はもちかけず

に，年間を通じたカリキュラム・マネジメントを行ってきた。それだけで終わら

ず，基礎となる情報技術に関する技能に特化していくような授業を見せたり報告し

たりしながら，コラボレーションのきっかけが生まれたこともあった。 

そこで本章では，本校が今後「情報活用能力育成のためのカリキュラム・マネジ

メントモデル」において「準備期」から「実践期」へとステップアップしていくた

めにはどうすればよいか，年度末に実施した教員アンケート結果を考察し，今後の

展望を述べていきたい。 

(1)教員アンケートの概要

年度末の2020年1月27日～2月7日にかけて，校内のメーリングリストを使って，

図49のようなウェブアンケートフォーム36より，情報活用能力育成のためのカリキ

ュラム・マネジメントに関する回答依頼を行った。尚，アンケートの回答前に，す

36 Microsoft Formsを使用した。 https://forms.office.com/ (2020年2月20日最終アクセス) 
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べて統計的処理を行うこと

と，本報告書等で発表予定で

あること，点数が高くなるこ

とが目的とした調査では無い

ことを，事前に説明を行っ

た。 

 アンケート項目は，平成30

年6月に改訂された文部科学省

「教員のICT活用指導力チェッ

クリスト」37並びに，昨年度

本事業において取組を検証す

る手立てとして行われていた

教員質問調査38を参考にし

た。「教員のICT活用指導力チ

ェックリスト」を活用した理由

は，重点目標Ⅲにあるように，

本校が本事業で本年度においてICTに関して確実な「環境整備」を行った背景か

ら，教員自身がどのようにICT活用指導力を自覚しているかを確認したかったため

である。また同項目を活用することで，文部科学省「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」39で活用された同チェックリストの内容から

全国平均との差を比較して，分析することが可能になると考えたためである。 

更に，重点目標Ⅰ～Ⅱであった，過剰負担をさせないような「校内の体制づく

り」と「目標のマネジメント」を考察するにあたり，以下の自由記述の質問項目を

設けた。 

                                                 

37 文部科学省の次のサイトを参照。https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1416800.htm (2020年2月20

日最終アクセス) 

38 次の奈良市立香芝高等学校による教員質問調査(p.78)の一部を参照した。「次世代の教育情報化推進事業(情報教育の推

進等に関する調査研究)成果報告書 情報活用能力を育成するためのカリキュラム・マネジメントの在り方と授業デザイン-平

成30年度情報教育推進校(IE-School)の取組より-」https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__i

csFiles/afieldfile/2019/09/18/1416859_01.pdf (2020年2月20日最終アクセス) 

39 文部科学省の次のサイトを参照。 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1420641.htm (2020年2月2

0日最終アクセス) 

図49 教員向けウェブアンケートフォーム 
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本校で今後、情報活用能力の育成やICTを活用したカリキュラム・マネジメン

トを行うにあたり、どのような人的物的体制(※)があるとよいと思いますか。

(※)人的体制→外部SE、ICT支援員、生活総合準専科、校務分掌(ICT活用)、教員研修、校内組織など 

(※)物的体制→ICT機器、PC教室、大学や企業等との外部との連携など 

回答対象者は「本年度1度でも授業を行った教員」とした。回答者数は34名で，

教員経験年数の平均は12.9年であった。全国の平均勤続年数は18.1年，千葉県で1

4.5年であること40を踏まえると，本校は勤続年数の浅い教員が多い傾向にある。 

(2)「教員のICT活用指導力チェックリスト」全国平均との比較 

以下の文部科学省「教員のICT活用指導力チェックリスト」の16の小項目（A-1～

D-4）の4段階評価を行い，「できる」若しくは「ややできる」と回答した割合につ

いて，「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」で報告

されている全国の平均値と本校の平均値とを比較したグラフを，図50に示す。 

【大項目A 教材研究・指導の準備・評価・校務などにICTを活用する能力】 

Ａ－１ 教育効果を上げるために，コンピュータやインターネットなどの利用場面を計画して活用する 

Ａ－２ 授業で使う教材や校務分掌に必要な資料などを集めたり，保護者・地域との連携に必要な情報を発信したりするためにインターネットなどを活用する。 

Ａ－３ 授業に必要なプリントや提示資料，学級経営や校務分掌に必要な文書や資料などを作成するために，ワープロソフト，表計算ソフトやプレゼンテーション

ソフトなどを活用する。 

Ａ－４ 学習状況を把握するために児童生徒の作品・レポート・ワークシートなどをコンピュータなどを活用して記録・整理し，評価に活用する。 

【大項目B 授業にＩＣＴを活用して指導する能力】 

Ｂ－１ 児童生徒の興味・関心を高めたり，課題を明確につかませたり，学習内容を的確にまとめさせたりするために，コンピュータや提示装置などを活用して資

料などを効果的に提示する。 

Ｂ－２児童生徒に互いの意見・考え方・作品などを共有させたり，比較検討させたりするために，コンピュータや提示装置などを活用して児童生徒の意見などを

効果的に提示する。 

Ｂ－３ 知識の定着や技能の習熟をねらいとして，学習用ソフトウェアなどを活用して，繰り返し学習する課題や児童生徒一人一人の理解・習熟の程度に応じた課

題などに取り組ませる。 

Ｂ－４ グループで話し合って考えをまとめたり，協働してレポート・資料・作品などを制作したりするなどの学習の際に，コンピュータやソフトウェアなどを効

果的に活用させる。 

【大項目C 児童生徒のＩＣＴ活用を指導する能力】 

Ｃ－１ 学習活動に必要な，コンピュータなどの基本的な操作技能（文字入力やファイル操作など）を児童生徒が身に付けることができるように指導する。 

Ｃ－２ 児童生徒がコンピュータやインターネットなどを活用して，情報を収集したり，目的に応じた情報や信頼できる情報を選択したりできるように指導す

る。 

Ｃ－３ 児童生徒がワープロソフト・表計算ソフト・プレゼンテーションソフトなどを活用して，調べたことや自分の考えを整理したり，文章・表・グラフ・図

などに分かりやすくまとめたりすることができるように指導する。 

Ｃ－４ 児童生徒が互いの考えを交換し共有して話合いなどができるように，コンピュータやソフトウェアなどを活用することを指導する。 

【大項目D 情報活用の基盤となる知識や態度について指導する能力】 

Ｄ－１ 児童生徒が情報社会への参画にあたって自らの行動に責任を持ち，相手のことを考え，自他の権利を尊重して，ルールやマナーを守って情報を集めたり

発信したりできるように指導する。 

Ｄ－２児童生徒がインターネットなどを利用する際に，反社会的な行為や違法な行為，ネット犯罪などの危険を適切に回避したり，健康面に留意して適切に利用

したりできるように指導する。 

Ｄ－３ 児童生徒が情報セキュリティの基本的な知識を身に付け，パスワードを適切に設定・管理するなど，コンピュータやインターネットを安全に利用できるよ

うに指導する。 

Ｄ－４ 児童生徒がコンピュータやインターネットの便利さに気付き，学習に活用したり，その仕組みを理解したりしようとする意欲が育まれるように指導する。 

                                                 

40 次の平成28年度学校教員統計調査による。 https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kyouin/gaiyou/chousa/1

268564.htm (2020年2月20日最終アクセス) 
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図50 「教員のICT活用指導力の状況(16小項目別)」全国と本校の平均値の比較 

 

 各大項目のうち，全国平均と本校平均とで明らかに大きな差は無いが，全国平均

より本校平均が上回ったものは，大項目CとDであった。これらは，児童へ指導する

能力という点で共通している。他方，全国平均より本校平均が下回ったものは，大

項目AとBであった。これらは，教師自身がICTを活用する能力という点で共通して

いる。これらのことから，本校の教師自身がICTを活用する際の能力について，全

国の教員と比較して低く自己評価していることが示唆された。 

 また，各小項目のうち，10%以上の開きがあった項目についても確認していく。 

全国平均よりも本校平均の方が10%以上高かった項目は， 

C-2 児童生徒がコンピュータやインターネットなどを活用して，情報を収集

したり，目的に応じた情報や信頼できる情報を選択したりできるように指

導する 

の1つであった。この理由として考えられることは，本校の中学年・高学年でそれ

ぞれ可動式のタブレット端末35～40台が整備されていることから，日常的に児童が

調べ学習等で使用させる教員が多いことが挙げられる。本事業開始前の2018年度に

おいては，中学年・高学年共通で可動式のタブレット端末40台という整備状況では

あったが，年間のタブレット端末の稼働状況を貸出表から集計した所，貸出回数が

延べ458回・貸出台数が6435台であった。つまり，授業日数が約200日だったとして

単純計算すると，1日2回以上，約32.2台が使用されていることになる。C-2の本校
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での自己評価が全国より高い傾向にあったことは，こうした活用状況が一つの理由

として考えられるだろう。 

他方，全国平均よりも本校平均の方が10%以上低かった項目は， 

A-3 授業で使う教材や校務分掌に必要な資料などを集めたり，保護者・地域

との連携に必要な情報を発信したりするためにインターネットなどを活用

する 

A-4 学習状況を把握するために児童生徒の作品・レポート・ワークシートな

どをコンピュータなどを活用して記録・整理し，評価に活用する 

B-3 知識の定着や技能の習熟をねらいとして，学習用ソフトウェアなどを活

用して，繰り返し学習する課題や児童生徒一人一人の理解・習熟の程度に

応じた課題などに取り組ませる 

の3つであった。それぞれで考えられる理由について，述べていく。 

A-3については，本校が国立大学附属校という特色から，「保護者・地域との連

携」という点が薄いことが考えられる。本校では，保護者・地域との連携のために

インターネットなどを活用する場面としてウェブサイトの更新等が考えられるが，

基本的には管理職や情報担当のみが行っていることもある。もちろん，これまでの

勤務校でそのような活用を行った経験もあるかもしれない。また，「授業や教材や

校務分掌に必要な資料などを集めたり」の点で肯定的な回答ができなかったことも

考えられるかもしれない。 

A-4については，最近であれば上述のようなウェブアンケートを使用することが

考えられるが，校務においても活用している教員が少ないことからも，自己評価が

低くなったことが考えられる。また，情報端末を共有で使用していることに加え

て，作品等を端末に記録したりクラウドに共有したりすることが十分取り組まれて

いないことも理由の一つとして考えられる。本校でそうしたソフトやアプリの導入

や研修が十分行えていないことも理由の一つとして考えられる。 

B-3については，本校の研究実践等の研究内容の傾向より，「知識・技能」よりも

「思考力・判断力・表現力等」を重視することが多いために，こうしたICT活用が

取り組めていないことが考えられる。これもA-4同様にソフトやアプリの導入や研

修が十分行えていないことも理由の一つとして考えられる。 
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(3)その他の項目ならびに経験年数等による結果の比較 

文部科学省「教員のICT活用指導力チェックリスト」の16の小項目（A-1～D-4）

と，昨年度本事業において取組を検証する手立てとして行われていた教員質問調査

のうち，同チェックリストの項目とは異なるような「理論・知識」「意欲・有用

性」「アクティブ・ラーニング」の以下内容についても，4段階評価を行った。大項

目・小項目は「教員のICT活用指導力チェックリスト」に続く形で，E-1～G-2と割

り振りをした。 

[E 理論・知識] 

E-1 学習指導要領における情報活用能力の位置づけについて理解している 

E-2 学習指導要領におけるコンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段の活用について理解している 

[F 意欲・有用性] 

F-1 ICTの有効活用を意識して授業に取り組んでいる 

F-2 ICTを有効活用すれば、業務改善につながると感じる 

[G アクティブ・ラーニング] 

G-1 主体的・対話的・深い学びの実現に向けた授業改善の必要性を理解している 

G-2 主体的・対話的・深い学びの実現に向けた授業改善に取り組んでいる 

本節では，教員経験年数11年未満の教員(16名)と，11年以上の教員(18名)とで対

応のない両側t検定を行った結果(表7)について考察を行う。なお，4段階評価を行

った数値について，最も肯定的な回答を4点，最も否定的な回答を1点として配点を

行った。 

5%水準で有意差が見られた小項目は，「B-3 知識の定着や技能の習熟をねらいと

して，学習用ソフトウェアなどを活用して，繰り返し学習する課題や児童生徒一人

一人の理解・習熟の程度に応じた課題などに取り組ませる」のみであった。経験年

数が11年未満の教員の平均値が2.53であったのに対して，11年以上の教員の平均値

は2.83であった。前節では，「できる」若しくは「ややできる」と回答した割合が

全国平均よりも本校平均の方が10%以上低かった理由について，本校の研究実践等

の研究内容の傾向が「思考力・判断力・表現力等」を重視することが多いことが考

えられると考察していた。 

なぜ小項目B-3について，教員経験年数で有意差が見られたのだろうか。この理

由について，11年以上の教員で肯定的な回答をした教員と，11年未満の教員で否定

的な回答をした教員の双方にインタビューした内容を踏まえて，考察していく。 

まず，経験年数11年以上の教員のうち，「できる」と肯定的な自己評価をしたあ

る教員に，本結果を踏まえたインタビューを行った。その結果，以下のような回答

を得られた。 
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表7 経験年数によって比較したアンケート(n=34) 

質問項目 全体 11年未満 11年以上 
t値 

大項目 小項目 平均値 分散 平均値 分散 平均値 分散 

A 教材研究・指導の準

備・評価・校務などに

ICTを活用する能力 

A-1 3.26 0.43 3.19 0.43 3.33 0.47 -0.63 

A-2 3.15 0.60 3.13 0.52 3.17 0.74 -0.15 

A-3 3.50 0.54 3.38 0.78 3.61 0.37 -0.92 

A-4 3.00 0.71 3.00 0.67 3.00 0.82 0.00 

B 授業にＩＣＴを活用

して指導する能力 

B-1 3.35 0.46 3.25 0.33 3.44 0.61 -0.81 

B-2 2.97 0.62 2.81 0.70 3.11 0.58 -1.09 

B-3 2.53 0.66 2.19 0.56 2.83 0.62 -2.44* 

B-4 2.62 0.71 2.69 0.76 2.56 0.73 0.44 

C 児童生徒のＩＣＴ活

用を指導する能力 

C-1 3.03 0.44 3.00 0.53 3.06 0.41 -0.24 

C-2 3.18 0.38 3.13 0.52 3.22 0.30 -0.44 

C-3 2.74 0.61 2.63 0.65 2.83 0.62 -0.76 

C-4 2.53 0.66 2.44 0.80 2.61 0.60 -0.61 

D 情報活用の基盤とな

る知識や態度について

指導する能力 

D-1 3.26 0.37 3.31 0.50 3.22 0.30 0.41 

D-2 3.24 0.53 3.31 0.76 3.17 0.38 0.57 

D-3 3.03 0.73 3.31 0.76 2.78 0.65 1.85 

D-4 3.03 0.50 3.06 0.73 3.00 0.35 0.25 

E 理論・知識 
E-1 3.00 0.47 2.88 0.52 3.11 0.46 -0.99 

E-2 2.94 0.47 3.00 0.40 2.89 0.58 0.46 

F 意欲 
F-1 3.35 0.40 3.44 0.26 3.28 0.57 0.71 

F-2 3.56 0.42 3.63 0.38 3.50 0.50 0.55 

G アクティブ・ラーニ

ング 

G-1 3.65 0.29 3.56 0.26 3.72 0.33 -0.85 

G-2 3.65 0.29 3.63 0.25 3.67 0.35 -0.22 

  *p<.05  **p<.01 

 

「10年以上前の授業では，操作性の優れたタブレット端末を学習者に活用するこ

とが考えられにくかった。当時はパソコン室が各学校で整備された時期だっ

た。よって，コンピュータの操作そのものに慣れさせるために，学習用ソフト

ウェアを活用した授業をよく行っていた。こうした経験の有無によって，世代

によって有意差が出たのでは」 

 

2010年以前の学校教育における情報機器の普及状況等を想像してみると，確かに

コンピュータの操作に慣れさせるために「学習用ソフトウェア」を活用した教育を

行うことが多かったことが考えられるだろう。2008年7月にiPhone 3Gが，2010年5

月にiPadが国内でリリースされる以前に，学習でコンピュータ等を活用する際，そ

の操作に慣れさせる時間を取らずに学習を行うことは，困難な時代であったと考え

られる。以上のことから，経験年数11年以上の教員は，小項目B-3の「知識の定着
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や技能の習熟をねらいとして，学習用ソフトウェアなどを活用」する場面として，

「コンピュータの操作に慣れさせる学習用ソフトウェア」を想像していたことが考

えられる。その結果，「自分も当時やったことがある」等と肯定的な自己評価して

いたことが考えられる。他方，経験年数10年未満の教員は，「知識の定着や技能の

習熟をねらいとして，学習用ソフトウェアなどを活用」する場面として，「タブレ

ット端末を活用して，教科等の知識の定着や技能の習熟をねらいとするような学習

ソフトウェア」を想像していたことが考えられる。その結果，「自分にはできな

い」等と否定的な自己評価したことが考えられる。 

同じく経験年数11年以上の教員のうち，「3 ややできる」と肯定的な自己評価を

した別のある教員に，本結果を踏まえたインタビューを行った所，次のような仮説

を述べていた。 

 

「設問項目に対する解釈の方法に，世代間で違いがあったのでは。11年以上の教

員は，「学習用ソフトウェア等」という言葉に対して，授業者がプレゼンテー

ションスライドを使うことを想定して肯定的な自己評価をしたのでは」 

 

これは，先の「できる」と肯定的な自己評価をした経験年数11年以上の教員とも

異なる見解である。つまり，質問項目が18に渡ったということもあり，項目そのも

のが具体的にどのような場面を想像するかを十分理解できずに回答してしまったと

いうことである。この小項目の設問「学習用ソフトウェアなどを活用して，繰り返

し学習する課題や児童生徒一人一人の理解・習熟の程度に応じた課題などに取り組

ませる」という文言を素朴に解釈すると，その課題に取り組む主体は児童生徒であ

り，学習用ソフトウェアなどを活用するのも児童生徒であると考えられるだろう。

しかし，もしかしたら11年未満の教員は，学習者がタブレットPC等のアプリケーシ

ョンを用いて，「繰り返し学習する課題」等を想定したのかもしれないということ

である。 

ただし，上記のような「「学習用ソフトウェア等」の活用を教員が行う」と解釈

をした者は，他の教員にインタビューをした限りでは見当たらなかった。むしろ，

経験年数11年以上の教員のうち，「ややできる」と肯定的な自己評価をしたある教

員にインタビューを行った所，「学習用ソフトウェア等」の活用を児童生徒が行う

と解釈した上で，次のように述べていた。 
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「自分は各教室に電子黒板が導入されているような先進的かつ小規模な地域で

教員をした経験を思い出して回答した。当時は，国語の文法や算数の計算等

の学習で，クイズ・ドリル形式で取り組めるようなソフトウェアが，パソコ

ン室にあったため，使っている教員もいた」 

 

このように，本校が地方附属校であるために，県内の各地域から赴任している教

員は，小項目の設問で意図していると思われる内容の通り解釈して，回答していた

ことが明らかになった。 

他方，経験年数11年未満の「できない」と否定的な自己評価をしたある教員に

インタビューを行った所， やはり上述のような「学習者がタブレットPC等のアプ

リケーションを用いて，「繰り返し学習する課題」」を想定していたという。最近で

は，通信教育の教材でそのようなテレビコマーシャルが流れていること等から，

「世の中にあることは知っているけど，自分にはできない」という考えに至ったと

いう。 

以上より，小項目B-3に関しては，世代ごとで設問の解釈が分かれるような内容

であることを考慮して，今後の研修等を検討していく必要があるということが明ら

かになった。これらに関する最近の動向として，文部科学省による「新時代の学び

を支える先端技術活用推進方策（最終まとめ）」で「知識・技能の定着を助ける個

別最適化(AI)ドリル」が取り上げられたり41，経済産業省による「未来の教室」42事

業でEdTechによる学びの個別最適化が提言43されたりしていることもある。こうし

た領域を附属校として将来的に研究として取り扱っていく可能性も視野に入れなが

ら，まずは研修として本校教員へ正しい理解を求めたり「学習用ソフトウェア」を

体験したりするなどを行っていくことが考えられるだろう。研究として取り扱って

いく場合は，例えば本校にある帰国児童学級において，日本語に関する指導に関す

ることが考えられる。 

                                                 

41 次を参照。 https://www.mext.go.jp/a_menu/other/1411332.htm (2020年2月26日最終アクセス) 

42 次を参照。 https://www.learning-innovation.go.jp/ (2020年2月26日最終アクセス) 

43 例えば，次の経済産業省ウェブサイトにおける「「未来の教室」とEdTech研究会 第2次提言」を参照。 https://www.m

eti.go.jp/press/2019/06/20190625002/20190625002.html (2020年2月26日最終アクセス) 
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(4)本校教員が求める「人的物的体制」に関する自由記述 

本章第1節で述べたように，重点目標Ⅰ～Ⅱであった，過剰負担をさせないよう

な「校内の体制づくり」と「目標のマネジメント」を考察するにあたり，以下の自

由記述の質問項目を設けた。 

本校で今後、情報活用能力の育成やICTを活用したカリキュラム・マネジメン

トを行うにあたり、どのような人的物的体制(※)があるとよいと思いますか。

(※)人的体制→外部SE、ICT支援員、生活総合準専科、校務分掌(ICT活用)、教員研修、校内組織など 

(※)物的体制→ICT機器、PC教室、大学や企業等との外部との連携など 

 この質問項目の自由記述の内容について， UserLocalテキストマイニング で共

起分析を行った結果を図51に示す。 

 

 

図51 質問項目「人的物的体制」の共起分析(n=34) 
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図51より，「カリキュラム・マネジメント」よりも「ICT」を中心にして単語が結

びついている傾向があることがわかる。また右下部分には，中心の「ICT」とは独

立して，「外部SE」「つなぐ」「ほしい」が結びついている。本校において，定期的

にメンテナンス作業等で保守契約を結んで訪問して頂いているシステムエンジニア

への要望が，ICTに関わる人的物的体制とはやや離れて記述されている傾向にある

ことが伺える。 

また共起回数が多かった単語のペアは，「ICT-機器」で14回，「ICT-教員」で13

回，「ICT-支援」で11回，「教員-研修」「ICT-活用」で10回，「ICT-研修」で8回であ

った。それぞれについて，自由記述の内容から傾向を考察していく。 

まず，「ICT-機器」については，低学年・特別教室にタブレット端末などのICT整

備を求める声が多かった。例えば，以下のような低学年の教員の声があった。 

物的体制としては、まずは低学年に端末を配備していただければ、日常的に

活用したいと思います。また端末の不具合や、ネット回線の不安定さなどが必

ずあるため、人を招く研究授業などでこうした機器を使いたいと思えない実情

があります。こうした予測のつかないICT機器の信頼性を今以上に高めていた

だけると授業の中で活用する場面が増えるのではないかと思います。 

こうした声を前向きに解釈するなら，本事業で重点目標としていた「各教員へ過

剰負担をさせないような「校内の体制づくり」」や「優先順位を考えた確実な「環

境整備」」によって，環境整備が十分でない教員からの主体的な要望が挙がってき

たと捉えることができる。また，公開研究会などの研究成果を発信する場でも，提

案性のある授業に挑戦したいという意欲も確認できる。ただし，今後も教員自身が

ICT活用について無理をせずに，自ら主体的に活用したいと思った際に使えるよう

な環境整備が求められると考えられる。 

次に，「ICT-教員」については，準専科教員のようなICT活用を推進する教員を求

める声が多かった。例えば，以下のような中学年の教員の声があった。 

今年度のように、ICT担当の教員がいると活用しやすいと思います。 

 他の教員の自由記述について確認しても，今年度の準専科教員の導入に対して否

定的な意見は見られなかった。このようなことから，本事業で行ってきた準専科教
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員という情報活用能力育成のカリキュラム・マネジメントを推進する立場の有効性

について，今年度に限らず引き続き検証していく必要があると言えるだろう。 

 また，「ICT-支援」についても確認していく。本校では「ICT支援員」を導入して

おらず，前述のように定期的にメンテナンス作業等で保守契約を結んで訪問して頂

いているシステムエンジニアがいるのみである。例えば，以下3名のような教員の

声があった。 

ITC44支援員がいてくださると、授業を進めていく上で大変助かります。 

ICT支援員による個々への相談やそれを行える時間の確保 

ICT支援員がいるとよいかと思います。 

 上記のような記述をする背景として，自分自身の専門的な教科等の授業づくりに

おいて，「こんな理想的なICT活用があるとよい」と思い浮かべるような傾向がある

と考えられる。この3名の教員は，「教員のICT活用指導力チェックリスト」におい

て，いずれも本校の平均値よりも低く評価していたために，主体的にICT活用につ

いて学ぼうとすることもできていないことが推察される。こうした教員に対して，

例えば準専科教員の授業見学を促しても「自分のやりたいこととは違う」等と考え

てしまうかもしれない。ICT支援員を求める背景を解釈しながら，その教員のペー

スで無理なく準専科教員がかかわっていくことも対策の一つとして考えられるだろ

う。もちろん，以前から文部科学省による教育の情報化の推進として，ICT支援員

の導入のあり方に関する発信がなされている45ことからも，本校としても今後の人

的支援として導入を検討することが急務であると言える。 

さらに特徴的な傾向であった「教員-研修」「ICT-研修」についても確認してい

く。本校では，本事業の重点目標のⅠ・Ⅱの「各教員へ過剰負担をさせないような

「校内の体制づくり」」と「重点目標Ⅱ.昨年度までの本校の実態と課題を踏まえた

「目標のマネジメント」」より，全校でのICT活用に関する教員研修は一度も行わな

かった。本事業の推進校であるにもかかわらず，ICT活用に関する教員研修を行わ

ないというのは，ある意味では大きな挑戦ではあるが，その代わりにこれまで述べ

                                                 

44 原文ママ。「ICT(Information and Communication Technology)」の誤植と思われる。 

45 例えば，「学校のICT化のサポート体制の在り方に関する検討会」による，平成20年7月に報告された，以下の「学校のI

CT化のサポート体制の在り方について－教育の情報化の計画的かつ組織的な推進のために－」を参照。 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/044/gaiyou/1218020_9926.html (2020年3月10日最終アクセス) 
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てきたような準専科教員によるサーバントリーダーシップによって，各場面で研修

に相当する取り組みを行ってきた。こうした中で，例えば「教員のICT活用指導力

チェックリスト」において，本校の平均値よりも低く評価していたある2名の教員

は，次のように述べていた。 

ICTを活用した授業デザインを研修の場で行えるとよいと思います。 

教員研修（教科関連カリキュラムレベルではなく、合科的なカリキュラム・

マネジメントや、社会的課題を中心としたカリキュラム・マネジメントを目指

し、ICTを授業づくりや実際の授業場面でどう利活用できるかについて学びた

い。） 

これらの教員は，授業におけるICT活用に関心を示しているような傾向にあるこ

とが伺える。他方，本校の平均値よりも高く評価していたある2名の教員は，次の

ように述べていた。 

教員研修（これまでもあったが、ICTに興味がある教員が進んで受けていた

ように感じる。今は、基本的な操作等を含め、できないと業務に支障が出る状

況になっていると感じるため） 

教員研修：データのクラウド保存等の活用研修 

 これらの教員は，授業におけるICT活用よりも，校務におけるICT活用に関する研

修に関心を示しているような傾向にあることが伺える。 

以上のことから，「情報活用能力の育成やICTを活用したカリキュラム・マネジメ

ント」を推進する際には，「教員のICT活用指導力チェックリスト」による自己評価

の傾向から，その段階に合わせた研修内容を用意する必要があることが示唆され

た。



4.本事業の成果と課題 
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4.本事業の成果と課題 

 本校における本年度の本事業の主な成果は，次の3点である。 

○実証授業「商店街の飲食店の課題をプログラミングで解決しよう」を開発し，そ

の実践が可能であることを示すことができた。また，授業の開発過程や成果を，

公開授業の提案やワークショップ，学会発表などで広く発信することができた。 

○準専科教員がサーバントリーダーシップを発揮して，基本的な操作等に関わる学

習内容を中心にした情報活用能力の育成を，校内で推進していくという体制の具

体を示すことができた。この体制をとることで，カリキュラム・マネジメントの

「準備期」に相当する本校において，「ICT活用指導力チェックリスト」の自己評

価が低い教員に対しても，有効な手立てであることが示唆された。 

○本事業で優先順位を考えた確実な環境整備を行った結果，保健室・相談室登校等

の児童に対して，教室での学びを保障するために遠隔授業を実施するという，計

画時には想定していなかった実践を行うことができた。 

 

 他方，本校における本年度の本事業の主な課題は，次の3点である。 

●教員研修が十分行えなかったことである。準専科教員がサーバントリーダーシッ

プを発揮する体制でも，例えば任意参加の研修の場を設けるなど工夫の余地があ

った。研究部主導の教科等研究や他の校務等があることと，働き方改革推進法が

施行されている中であるため，今後も組織体制のあり方を検討する必要がある。 

●事業の成果普及の形に工夫の余地があったことである。計画当初では，通年での

授業公開を行うことを想定していた。しかし，事業並びに日頃の校務等の遂行，

来校者のセキュリティ管理が困難であったこと等から，実施が困難となってしま

った。こうした成果普及のあり方も，今後検討する必要がある。 

●児童の情報活用能力について，事前・事後のデータを元にした効果測定を十分行

えなかったことである。本校がカリキュラム・マネジメントの「準備期」である

ことから，そもそも児童の情報活用能力の育成とは直接的にかかわらない重点目

標を設定した背景もあるが，本報告書で示した授業や体制等が，児童の情報活用

能力の育成にどこまで寄与したかについては，今後も検討する余地がある。 
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補論：臨時休業中のグループウェアの活用 

2020年2月27日(木)，新型コロナウイルス感染症対策本部において，安倍晋三首

相が「全国すべての小中高、特別支援学校に3月2日から春休みまで臨時休校を要

請」46する考えを表明した。これを受けて，本校においても春休みまでの休校を決

定すると同時に，休校時に家庭でグループウェアを活用することにした。この決断

を行うことができた背景には，本事業において情報活用能力育成のカリキュラム・

マネジメントを行ってきたことが大きく関係している。そこで本稿では，グループ

ウェア導入の経緯や具体的な活用について，補論という形で速報的に報告する。 

(1)導入の経緯 

2月21日(金)に千葉市の中学校教諭が新型コロナウイルスに感染確認がされて同

校が休校となったことから47，同市内にある本校においても今後の対策について，

校内で検討していた。また2月26日(水)に北海道教育委員会が道内のすべての公立

小中学校に臨時休校を要請したこともあったために48，管理職とICT活用教育の担当

教員とで，今後休校になった場合の家庭学習の対策について，検討していた。 

検討の結果，本事業で以下3つの場面で取り組んできたグループウェアを，家庭

学習の補助として活用できないかを考えた。1点目は，「準専科教員を中心とした生

活・総合における情報活用能力育成の授業実践と評価」のうち，2019年度前期を通

して取り組んだ「PC等活用の基本的な情報技術に関する技能育成の授業の実施」の

場面である(本稿p.23)。2点目は，準専科教員が年間を通して配慮したこととし

て，授業の前後や授業中・放課後などに教員とインフォーマルな情報交換を大切に

した際に見られた「専科教員によるグループウェア活用による出張報告例」の場面

である(本稿p.37)。3点目は，本事業で計画していなかった2019年12月の「保健室

登校児童への遠隔授業」の場面である(本稿p.43)。こうした前例があることから，

家庭学習としてグループウェアを必ず活用する位置づけではなく，家庭で取り組ん

                                                 

46 例えば以下の日本経済新聞ウェブサイトを参照。 

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO56131560X20C20A2MM8000/ (2020年3月11日最終アクセス) 

47 例えば以下のNHK NEWS WEBを参照。 

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200222/k10012297181000.html (2020年3月11日最終アクセス) 

48 例えば以下の時事ドットコムニュースを参照。 

https://www.jiji.com/jc/article?k=2020022600354&g=soc (2020年3月11日最終アクセス) 
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だ課題を児童同士・教師と双方向で学ぶ補習的な位置づけであれば，各家庭の状況

に合わせて導入可能であると考えた。つまり，端末やインターネット回線等も全て

家庭にあるもので活用するという形で，アカウントのみを交付するといった形での

導入である。 

以上から，2月26日(水)に本学の情報基盤室へ，これまで1人1台で活用していた

アカウントに加える形で，児童1人1つの学生アカウントの発行申請を行った49。そ

の後，2月27日(木)に前述の通り首相より3月2日(月)からの臨時休業の要請があっ

たため，翌日の2月28日(金)にアカウント発行ならびに児童への交付が必要という

状況であった。そこで，2月28日(金)にICT活用教育の担当教員が中心となり，1人1

人のアカウントが記載されたグループウェア活用の保護者向け文書(巻末資料7参

照)を作成したり，校内放送を活用して全校で遠隔にてグループウェアの操作説明

(図52)をしたりした。 

 

 

図52 全校校内放送によるグループウェアの操作説明の様子 

 

休校前の最終授業日ということから，操作説明は20分程度の必要最小限の時間に

留めた。児童も突然の決定であることから，心理的負担もかかっていると考えたた

                                                 

49 大学がライセンスの包括契約をしているため，学生・教職員と同様に児童へアカウント交付するという形である。 
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め，グループウェアの機能面の説明よりも，楽しく活用できる可能性を実感しても

らうことを重視したいと考えた。また教員についても，前章で述べてきたような

「教員のICT活用指導力チェックリスト」の結果や，本校が情報活用能力育成のカ

リキュラム・マネジメントの「準備期」であることから，グループウェア活用に対

して不安を持つと考えられた。これらのことから，(1)ウェブサイトから今後出さ

れる課題について，写真撮影して投稿するとコメントやスタンプを送り合って交流

できること，(2)遠隔会議を開くことで「朝の会」などを場所が離れていても行え

ること，の2点を短時間で簡単にデモンストレーションすることを中心に説明を行

った。事前にグループウェアの活用経験のある教員にも協力してもらい，メッセー

ジや写真が送られてきたり(図53)，自分たちの教室がリアルタイムで中継されてい

たりすることが体験的に理解できるようにした。 

 

 

図53 全校校内放送の際に送られてきた教員のメッセージや写真 

 

アカウント交付の際，裏面にはサインインの説明をスクリーンショットで説明す

る文書も作成した。グループウェアには，オンラインでの文書作成や共同編集でき
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るノート等の様々な機能があるが，それらの機能の説明は混乱を避けるために取り

上げなかった。ただし，低学年と中高学年向けで二通りに分けるようにした。具体

的には，低学年ではスマートフォン等で紙に書いた課題をカメラで提出することを

想定し，中高学年ではそれに加えてパソコンでコメント欄にタイピングで交流する

ことまで想定した内容にした。このように二通りに説明を分けた理由は，中高学年

では今年度の準専科教員の授業で，コンピュータを活用した学習を十分に行ってき

たことから，コンピュータの画面を元にした説明資料を作成したためである。低学

年は家庭での情報端末の活用をする際，保護者の管理が前提となっていることを想

定して，簡易的に行えるものであると保護者にも理解してもらえるようにスマート

フォンの画面を元にした説明資料を作成した。 

グループウェアは学年単位で分け，該当学年の児童と教職員でメンバーを編成し

た。何かを投稿する際は，各教科等で分けた 

(2)導入初期の活用の様子 

 本校ウェブサイトに，図54のような家庭学習の課題に関するページ50を新設し，

トップページからアクセスできるようにした。本ページに3月2日から毎日PDFファ

イルを各学年単位で更新して，印刷して使えるような体制とした。その後，児童が

取り組んだ課題について，写真を撮影するなどしてグループウェアに投稿できるよ

うな仕組みとした。 

この家庭学習の課題がメインであることを踏まえて，補習的に実施したグループ

ウェアを導入した初期にみられた様子について簡潔に述べていく。保護者への配布

資料には3月2日(月)開始予定と周知していたが，サインインをすれば，各学年のグ

ループウェアには閲覧できるような設定となっていいたために，2月29日・3月1日

にも既にいくつかの投稿が確認できた。この時点では，サインインの確認や雑談が

中心であった。ICT活用教育の担当教員としては，急に決まった休校ということか

らの心理的負担もあると考えたために，こうした雑談をしてはいけないというルー

ルで明確に縛ることはしなかった。また，グループウェアの活用そのものについて

も，試行錯誤しながら必要な遠回りをしながら学んでいると捉えた。しかし，雑談

の件数が多い学年については，図55のような投稿をICT活用教育の担当教員が行っ

た。 

                                                 

50 次の本校ウェブサイトを参照。 http://www.el.chiba-u.jp/kadai.html (2020年3月11日最終アクセス) 
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図54 本校ウェブサイトの家庭学習に関するページ 

  

図55 導入初期の雑談等に対するICT活用教育の担当教員の投稿 
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 こうした児童も教員も試行錯誤の状態で始まったグループウェアの活用である

が，様々な実践事例が確認できた。ここでは速報的に学習に直接かかわらない活用

の例について，以下で簡単に紹介していく。 

 そのうちの一つは，低学年では教員が中心となり，中高学年からは児童から自発

的に，遠隔で「朝の会」や「帰りの会」などが行われるようになったことである

(図56)。これは，全校校内放送によるグループウェアの操作説明においても，例と

して取り上げたために，児童自らが活用を考えたと言える。各学級担任も，必要に

応じて遠隔で参加していた 

 

 

図56 6年生が学級単位で「帰りの会」を自発的に行う様子 

 

低学年は，担任がオンラインでの「朝の会」の司会進行を務め，複数人でも対応

できるように司会進行を務めた。具体的にはミュート設定・解除する児童を誰にす
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るかを指示したり，事前に朝の歌で何を歌いたいかを質問して書き込みをさせた

り，全員がミュートでも楽しめるようにじゃんけんをしたりするなど，様々な工夫

が見られた(図57)。 

 

 

図57 2年生の教員が「朝の会」で「じゃんけん」を行う様子 

 

 本校執筆時点では，以上の簡単な報告としたい。今後，

その他の取り組みなどについても，本事業で培ったカリキ

ュラム・マネジメントを活かして，状況に応じた取り組み

を行っていきたい。 

なお，この臨時休業中の本校のグループウェアの活用

が，文部科学省「学校の臨時休業の実施状況、取組事例等

について」の「各地域における取組事例【ICTを活用した

取組】」において，図58のように掲載された51。

                                                 

51 次の文部科学省ウェブサイトを参照。 https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/index_00006.html (2020年3月20

日最終アクセス) 

図58 文部科学省の

資料への掲載内容

(一部) 
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資料編 ※Web版は肖像権等の関係で割愛している図がありますのでご了承ください。 

資料1 実証授業 本校公開研究会「第52回研究会会録」抜刷 

5年総合「商店街の飲食店の課題をプログラミングで解決しよう」 

資料2 実証授業(同上)第45回全日本教育工学研究協議会全国大会発表要旨 抜刷 

資料3 実証授業(同上)第45回全日本教育工学研究協議会全国大会 発表スライド 

資料4 企画検証委員 視察授業 学習指導案 

 4年総合「プログラミングで学校生活をよりよくしよう!」 

資料5 情報活用能力育成に関する取組シート  

資料6 『Happy Learning(はぴらん)』第3号抜刷 

①「体育×ＩＣＴで運動のおもしろさを拡張させる！」

②「子どもの学びにつながるＩＣＴ活用を目指して

～情報を集め・読み取り・まとめ・伝える力の育成～」 

③「昆虫研究室(総合的な学習の時間)

-自然の豊かさに気付き，自然から学ぼうとする子どもに-」

資料7 保護者配布資料「休校時の自宅学習の方法について」 



（生活・総合部主題）経験と知識をつなぎ新しいもの 

を生み出す生活科・総合的な学習の時間 

‐枠組みを構成する要素に着目して‐ 

部の研究に最もかかわる箇所を網掛けにし

ています。部の研究の詳細については研究紀

要（P67 – P76）をご覧ください。 

２日目 展開４ 北校舎３階 

５年１組 総合的な学習の時間学習指導案 

小池 翔太 

研究テーマ 飲食店の課題に対して創造的な解決策を生み出すにはどうすればよいか

１．単元 商店街の飲食店の課題を 

プログラミングで解決しよう 

２．単元について 

 本学級の児童は，プログラミング教材を使っ

た学習に意欲的に取り組むことができる。しか

し「皆やっていたから」と一様に考えてしまう

児童がいる。そこで，情報に関する学習では，

コンピュータの働きを生かして，身近な課題解

決に向けて考えることができるようにさせたい。

そのためには，後に述べる理由から，プログラ

ミングの学習用に設計された「教材」よりも，

「ツール（手段）」として開発されたものを用い

ることで，より多様な課題解決に向けて考える

ことができるようになるだろう。 

以上より本単元では，「MESH（メッシュ）」

という IoT（Internet of Things：モノのインタ

ーネット）型プログラミングツールを用いて，

自分たちが解決したい課題に取り組む学習活動

を行っていく。例えばメッシュの「人感ブロッ

ク」を段差の近くに置き，人が通過したら音が

鳴るプログラムをすることにより，自動音声で

注意喚起を払うことができる。小学生にも扱い

やすいため，多様な課題解決に向けて思考を働

かせ，様々なプログラミングができるだろう。 

指導にあたっては，単元の前半で，メッシュ

を用いてプログラミングを体験するような学習

活動を設定する。具体的には，児童が学級生活

で抱えている課題を踏まえて，「メッシュの『人

感ブロック』を活用したプログラミングをした

い」のように，自由にプログラミングをする経

験を積ませる。単元の後半では，「私たち飲食店

の課題を，メッシュで解決してほしい」という

依頼を児童が聞き，地域社会が抱える課題に着

目させる。そして，興味関心で分けた班ごとに

解決策を探究させる。このような「飲食店の課

題をどのように解決するか」という問いに答え

る様々な解決方法群が本部会でいう「枠組み」

であり，どんな課題解決を目指していきたいか

と「枠組み」を具体的にしていく（下図）。こう

した活動の中で，教師は「子どもたちが何をす

るのか」「何を選ぶのか」という「枠組み」を構

成する「要素」について注目し，児童の学びを

見取っていきたい。 

要素

枠組み

願い

関
係
性

飲食店からの依頼に答えて，
課題を解決するプログラミングをしたい。

願い

地域（飲食店）
の課題発見・
解決

来客を店員に
伝えるランプ

「いいね」
スイッチ

加速度セン
サー付置物

入口に人感
センサー

地域に馴染
みある音楽

入店音

店員を応援

３．指導目標 

○プログラミングツールを用いて飲食店の課題

解決のために創造的に思考し，実行できる

○他者と協力し，最後まで意欲的に活動できる

４．指導計画（１単位時間20 分 24時間扱い） 

○超スマート社会（Society5.0）を知る（課外） 

○学級の課題をメッシュで解決する   ４ 

○商店街のフィールドワークをする ４ 

○解決方法を考えて，プログラミングする ６

○中間報告会をして，学級の「ハッピーエンド」

を議論する   （本時１・２／２）   ４

○実際に飲食店で活用し，活動を振り返る ６

５．研究テーマについて

「飲食店の課題に対して創造的な解決策を

生み出」せる児童とは，複数の立場での潜在需

要を満たすような解決策を考えられる児童のこ

とである。例えば「お客さんが入店した時，地

域に馴染みある音楽を流し，更に店員さんには

来店者がいることを伝えるプログラムを作るこ

とで，色々な立場のお客さんが楽しい気持ちに

資料1



なり，店員さんの役にも立てる」と考えるよう

な児童である。このような「創造的な解決策」

は様々あるが，その中で子どもたちがプログラ

ミングによる解決を選ぶことを想定している。 

 しかし，プログラミングを通して課題を解決

する際，使用するツールの特性にとらわれてし

まい，結果的に課題解決の方向性を狭めてしま

う懸念がある。これは構成された「枠組み」が，

達成したいと願っている本来の目的に到達でき

ないような状態となっている。そのため，「枠組

みを構成する要素」も不十分になっている。 

そこで，児童がもっていた願いが，より商店

街の課題を創造的に解決できるような願いとな

るように，班ごとで探究してきた解決策を発表

する中間報告会を設定する。その際，児童が本

来もっていた願いを主体的に見直し，創造的な

解決策を生み出せるよう，次の手立てを講じる。 

○ゲストとして地域コーディネータ等を招い

たコンテスト形式の中間報告会を設定する 

中間報告会は，地域社会の貢献活動等をして

いる方をゲストとしたコンテスト形式で行って

いく。ゲストからは「お客さん賞」「店員賞」の

ような賞を，班に授与してもらうようにする。

その際，ゲストには良い点だけでなく，他の解

決策の事例紹介や助言などをコメントしてもら

うよう，授業者が事前にお願いする。これらに

より「賞をもらえた班の解決策も，よりよいも

のになる」のように，課題解決の方向性を広く

できるようなきっかけを作れるようにしたい。 

○「エンディングシート」を活用させる 

中間報告会の発表とゲストのコメントを受

け，学級全体で解決策の方向性を議論する際に，

「エンディングシート」を活用させる。このシ

ートの構成は，授与してもらった賞の良い点や

実現性を踏まえ，実際に飲食店でメッシュを活

用する日が「ハッピーエンド」になるかを検討

できるようになっている。これにより，「『お客

さん賞』と『店員賞』の良い点を組み合わせれ

ば，それぞれで課題と言われた内容も解消でき

るような，一番良い考えになる」などのように，

創造的な解決策を生み出すことが期待できる。

こうした解決策を，児童には学級の「ハッピー

エンド」という言葉で伝えることで，創造的な

解決策を目指していくことを意識させたい。

６．本時の目標と指導過程例 発表を通して学級の「ハッピーエンド」を考えることができる 

児童の活動 指 導 の 方 法 期待される児童の反応 

○発表の最終準

備をする

○ゲストへ発表

する

○ゲストのコメ

ントや賞の内

容を聞く

○「エンディン

グシート」を

記入し，学級

全体で「ハッ

ピーエンド」

を議論する

○ゲストを紹介し，発表の最終準備をさせる

○探究してきた解決策を，班ごとに発表させる

・人感センサーで入店音が鳴るようにしました

・厨房につながる「いいね」スイッチをレジに

置き，調理員を応援するものを開発しました

○ゲストから賞を授与してもらい，良い点だけ

でなく他の解決策の紹介や助言もしてもらう

・「お客さん賞」は授与されているけど，常連さ

んには迷惑になるかもしれない解決策なんだ 

○ゲストのコメントを受けて，実際に飲食店で

メッシュを活用する日がどうなるかを，段階

ごとで考えさせる

・スイッチを使った班と人感センサーを使った

班の考えを合わせれば，常連さんに迷惑にな

らない学級の「ハッピーエンド」になるかな

○ゲストを確認し意欲

的に最終準備をする

○発表を通して自らの

考えを整理すること

ができる

○賞をもらった班にも

課題があることに気

付き，解決の方向性

を広く考えている

○中間報告会で明らか

になったメリットと

デメリットを踏まえ

て，創造的な解決策

を考えている



地域の飲食店の課題を IoT型プログラミングツールで実際に解決する 

小学校の総合的な学習の時間のカリキュラム開発 

小池翔太（千葉大学教育学部附属小学校）・佐藤和紀（常葉大学）・萩原丈博（ソニー株式会社） 

竹内慎一（ＮＨＫエデュケーショナル）・堀田龍也（東北大学大学院） 

概要：本研究では，児童が地域の飲食店の課題を発見し，IoT 型プログラミングツールで実際に解決す

る，総合的な学習の時間のカリキュラムを開発し，実践を行った。これらを通して，地域の課題を実際

に解決していくことを目標とし，その上でプログラミングを体験することが，探究的な学習の過程に

適切に位置付いたカリキュラムが開発可能であるかを検討した。34 名 1 学級を対象に実践した結果，

課題解決を目指した 10のアイディアを考え，全ての班が飲食店で実行できた。授業後の児童の感想で

は，準備不足だったという回答が多く見られたが，「この学習を通してお店のためになれた」という設

問に対して，全員が肯定的な回答をしていた。 

キーワード：総合的な学習の時間，地域学習，プログラミング教育，カリキュラム開発

１ はじめに 

平成 29年告示の小学校学習指導要領（以下，

新学習指導要領）において，総合的な学習の時

間の内容の取扱いとして「プログラミングを体

験することが，探究的な学習の過程に適切に位

置付くようにすること」（文部科学省 2017a，

p.182）という記述がある。

このような授業については，より多様な分野

で実践を行う必要があると言われている。片山

（2017）は，こうした授業の実践例が少ないと

指摘した上で，カリキュラムを編成し実践を行

ったと報告している。これを受けて三井ほか

（2019）は，「福祉分野」における授業開発を行

ったが，それ以外の多様な分野での実践の必要

性があると指摘している。 

 また，総合的な学習の時間における地域学習

に関するプログラミング教育の先行実践には，

課題があると考えられる。「プログラミングを体

験することが，探究的な学習の過程に適切に位

置付く」実践はいくつか確認できるが，新学習

指導要領解説の総合的な学習の時間編の「地域

の事象を取り上げ，それらを実際に解決してい

く過程が大切」（文部科学省 2017b，p.27）とい

う点を踏まえた実践報告は管見の限り見当たら

ない。その多くは，未来の町づくりを考えてプ

ログラミングで表現したり，発表したりするも

のに留まっている。 

したがって，地域の課題を実際に解決してい

くことを目標とし，その上で，プログラミング

を体験することが，探究的な学習の過程に適切

に位置付いた授業が開発可能であるかを，実践

研究を通して検討していくことが必要である。 

 本発表では，児童が地域の飲食店の課題を発

見し，IoT 型プログラミングツールで解決する

総合的な学習の時間のカリキュラムを開発し，

実践を行った結果について報告する。なお，IoT

型プログラミングツールの特性やそれを活用す

る理由については，第 3章で論じる。 

２ 研究の方法 

（１）調査対象および調査時期

 X小学校 5 年生 1 学級(34 名)を対象に，2019

年 4 月～7 月の総合的な学習の時間のカリキュ

ラムの開発・実践を行う。授業者は第一著者で

ある。 

ここで調査対象となる児童の実態を述べる。
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本児童は 4年生までに，プログラミングを体験

する学習を行っている。所属学級によって学習

内容や時間は前後するが，例えばブロック型プ

ログラミング言語を使って，micro:bit の LED

を制御するなどの活動を行った。よって，地域

の課題をプログラミングで実際に解決する学習

は，全ての児童が初めて経験していく。また，

公共交通機関を利用して通学する児童が多いた

め，学校周辺の地域について馴染みが薄い児童

が多い。そして，総合的な学習の時間で地域学

習を行うことも初めてである。 

（２）分析方法

まず，カリキュラムのねらいとそれを踏まえ

たデザインの工夫を記述した上で，カリキュラ

ムを開発する。次に，授業者による観察とメモ，

映像記録を元に，ねらいに関する授業の実際を

記述する。全ての授業の実践後，授業全体に対

する児童の意識調査を行う。 

（３）カリキュラムの開発

文部科学省(2017b)の新学習指導要領解説の

総合的な学習の時間編や文部科学省（2018）「小

学校プログラミング教育の手引（第二版）」の内

容，児童の実態を踏まえて，次の 3 点をカリキ

ュラムのねらいとする。 

①飲食店の課題を自ら発見できる

②客や店員など複数の立場での潜在需要を

満たすような，IoT 型プログラミングツー

ルを活用した解決策を思考し実行できる

③学習したことが地域のお店の役に立った

という実感をもつことができる

このねらいを踏まえて，次の 3つのカリキュ

ラムのデザインの工夫をした。

1点目は，IoT 型プログラミングツール「MESH」

を学習で活用したことである。MESHとは，ソニ

ー株式会社により開発された，ブロック形状の

無線電子ブロックである。例えば「人感ブロッ

ク」を店の入口に置き，人が通ったら音を鳴ら

すプログラムをすることで，入店音を流すこと

ができる。プログラミングの学習用に設計され

た教材よりも，MESHのようなツールとして開発

されたものを用いることで，より多様な課題解

決に向けて児童が考えることができると考えた。 

2 点目は，「探究的な学習における児童の学習

の姿」（文部科学省 2017b，p.9）を想定して単元

を構成したことである。プログラミングを通し

て課題を解決する際，使用するツールの特性に

とらわれ，結果的に課題解決の方向性を狭めて

しまう懸念が考えられる。そこで，平成 20 年と

新学習指導要領解説の総合的な学習の時間編で

示されている「探究的な学習における児童の学

習の姿」を踏まえ，「探究の過程」を発展して繰

り返す児童の姿を，図１のように想定した。 

3 点目は，実際に解決する地域の飲食店を，X

小学校近くで商店街の活性化に取り組む飲食店

へ依頼したことである。この店舗は，泉・中里

（2013）などで論じられているように，2000年

からこの商店街で開始された地域通貨を導入し

ている。このような店舗であれば，本研究で開

発する授業の趣旨を理解して頂けると考えた。

また，児童が地域学習を行っていく上で，こう

した商店街の活性化について学ぶことも重要な

機会であると考えた。なお，授業づくりの過程

で学校とお店との連携体制を整えたり，ねらい

を達成したりするために，同商店街で定期市の

主催などを行う地域支援コーディネータの方に

も，一連の授業について協力頂いた。 

 以上を踏まえて開発した 19時間(1時間 40分

扱い)のカリキュラムを表１に示す。 

図１ 探究する児童の姿の想定（一部） 



（４）授業の実際

①飲食店の課題を発見する場面(2次 5～11 時)

5 時間目には，次のように授業者が話して導

入を行った所，飲食店の課題を自分たちで解決

したいという児童の姿が多く見られた。 

学校近くにある飲食店で食事をしていた際，お店
の人と話をする機会がありました。そこで 5 年生
のみんなが教室の IoT 化の学習をしている話をし
ました。実際にお店の方にも MESHを触ってもらい
ました。すると「これをぜひお店でもやってほし
い」と言われました。みなさん，どうしますか？ 

このように店員から児童へ向け，正式な依頼を

行うような手立てを行った。これにより，児童

が店員の都合で利用されるのではなく，地域の

当事者として実際に貢献する学習が行えるよう

にした。その結果，授業者の話に対し「やりた

い」などと声を挙げる児童の姿が多く見られた。 

 9時間目には，課題解決を目指した以下の 12

のアイディアを学級全体で挙げることができた。 

【主にお客に関して】 
①間もなく料理が提供されることを伝える音と光
②入店時に地域通貨の取引後の音を流すセンサー
③入店時にその日の気温に応じた，おすすめメニ
ューの音声を自動で流すセンサー

④メニューのボタンを押すと，おすすめメニュー
を音声で流す仕組み

⑤卓上の気温を確認して自動で動く扇風機
⑥トイレにあるカレンダー記載の名言を音声紹介
【主に店員に関して】
⑦お客が呼び出していることがわかるランプ
⑧調理場の気温を確認し自動で動く扇風機
【主にお店全体に関して】
⑨店の前の植木鉢への自動水やり機
【主に飲食店の広報に関して】
⑩店の前を人が通ったら宣伝するまねき猫
⑪店掲示の千葉市の地図の音声紹介
【主に商店街の広報に関して】
⑫店掲示の商店街の広告の音声紹介

このうち，自分が解決したい課題を選ばせたと

ころ，⑧と⑫以外のアイディアが残った。そし

て，各班 2～6人の計 10班を編成した。 

②複数の立場での潜在需要を満たすような解決

策を思考し実行する場面(2次 12～18時)

例えば「⑩店の前を人が通ったら宣伝するま

ねき猫」の班（以下 10 班）は，お店の入り口に

自作のまねき猫を置き，人が通ると「いらっし

ゃいませ」と録音した音声で呼び掛けることで

お客を呼び込む仕組みを作った。夜になるとま

ねき猫が自動で光る工夫もした。使用したプロ

グラムは，人感ブロック・LED ブロック・明るさ

ブロック・スピーカーブロックである（図２）。 

10 班は，12時間目の中間報告会で「お店へ呼び

込むだけでなくお店が地域に愛されるための仕

組みを考えて」というアドバイスを地域支援コ

ーディネータから頂いた。そこで，実際にお店

で実行する前に，録音した音声を「ゆりの木商

店街はみんなから愛される商店街です。楽しい

ですよ」という音声変えて，商店街の課題につ

いても解決するアイディアに修正していた。 

 そして 16～18 時間目は，10 班全てのアイデ

ィアを飲食店で実行することができた（図３）。 

表１ 開発した 19時間(1時間 40分扱い)のカリキュラム 

次 時 学習活動のねらい 学習活動 

1 

1 
産業の変化を知り，IoT技術が生活に
及ぼす影響を考えることができる 

・政府広報「Society5.0」の映像を視聴する
・IoT技術が進む社会をどう思うか発表する

2～4 
IoT技術を活用することで，自分たち
がよりよい生活を送る可能性があると
いうことに気付くことできる 

・「MESHレシピ」を参照して，実装例を知る 
・教室の何を IoT化したいかを班で話し合う
・アイディアをプログラミングで表現し発表する

2 

5～11 
学校周辺の地域を知り，飲食店の課題
を自ら発見し，プログラミングによる
解決の方向性を考えることができる 

・飲食店の店主から児童への依頼を聞く
・フィールドワークでヒアリングや試食をする
・自分が解決したいことをプログラミングする

12～15 
地域支援コーディネータの方へ中間報
告をし，複数の立場での潜在需要を満
たす修正案を考えて表現できる 

・中間報告会で途中までできた解決策を発表する
・地域支援コーディネータのアドバイスを聞く
・よりよい解決策を目指して最終準備をする

16～19 
解決策を飲食店で実行し，地域の役に
立ったという実感をもてる 

・営業開始から 30分間，MESHを飲食店に置く
・お客さんに使ってもらい，お店の人へ発表する

図２ 10 班が考えたプログラム 



３ 結果 

 まず「学習を通してお店のためになれた」「西

千葉の地域を知れた」と 4件法で尋ねた結果を

表２，表３に示す（1 名の児童は回答時欠席）。 

次に，学習を振り返った自由記述の出現語数

を確認した。多く見られたのは，「準備」や「（MESH

などの）置く（位置・場所）」，「計画」などのよ

うな準備不足だったという内容であった。 

４ 考察 

 まず，開発したカリキュラムのねらいを達成

できたかどうかを考察する。実践と意識調査の

結果，自ら発見した課題解決の 10 のアイディ

アを実行できたり，「学習を通してお店のために

なれたと思う」という設問に全員が肯定的な回

答をしていたりしたことなどからも，おおむね

達成できたといえる。 

次に，「はじめに」で論じたようなカリキュラ

ムが開発可能なものであったかどうかを考察す

る。意識調査で児童が準備不足だったと課題に

感じていたことなどから，実行する前に予行演

習する時間を設けるなどの多少のカリキュラム

の修正が必要であったと考えられる。しかし，

上記のようにねらいをおおむね達成できたとい

えることからも，開発可能なカリキュラムであ

ることが示唆されたといえる。 

５ 結論と今後の課題 

本研究により，地域の課題を実際に解決して

いくことを目標とし，その上で，プログラミン

グを体験することが，探究的な学習の過程に適

切に位置付いた授業が開発可能であることが示

唆された。今後の課題は，本カリキュラムにつ

いて詳細かつ多様な分析を行っていくことであ

る。また，成果の一般化に向けて，本研究で開

発したような授業の実践研究を，より多くの地

域で行っていく必要がある。 

謝辞 

本研究は，ソニー株式会社，NHK エデュケー

ショナルと，東北大学，常葉大学との共同研究

である「IoT ブロックを活用した小学校プログ

ラミング教育の実践的研究」によるものである。

また，文部科学省「次世代の教育情報化推進事

業(情報教育の推進等に関する調査研究)」の一

環で行った。更に，株式会社プロシードジャパ

ンの吉川亮氏，ぎやまん亭をはじめ多くの方に

ご協力頂いた。ここに記して感謝申し上げます。 

参考文献 

泉留維，中里裕美（2013）地域通貨は地域社会

にどのような繋がりをもたらすのか：地域

通貨ピーナッツの事例をもとに．専修経済

学論集，3：1-16 

片山敏郎（2017）総合的な学習におけるプログ

ラミング教育カリキュラムのあり方．日本

デジタル教科書学会発表予稿集，6：45-46 

三井一希，佐藤和紀，萩原丈博，竹内慎一，堀

田龍也（2019）総合的な学習の時間「福祉

分野」における探究のサイクルに位置付け

たプログラミング教育の実践．日本教育工

学会研究報告集，19(1)：39-42 

文部科学省（2017a）小学校学習指導要領 

文部科学省（2017b）小学校学習指導要領（平成

29 年告示）解説 総合的な学習の時間編 

文部科学省（2018）小学校プログラミング教育

の手引（第二版） 

表２ お店のためになれた（N=33） 
とても まあまあ あまり まったく 無回答 

20 13 0 0 0 

表３ 西千葉の地域を知れた（N=33） 
とても まあまあ あまり まったく 無回答 

20 11 2 0 0 

図３ 10 班がアイディアを実行する様子 
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情報活用能力の育成に関する簡略版指導事例 

学校名 千葉大学教育学部附属小学校 

○ 概要

教科・科目 総合的な学習の時間 学年 第 4学年 

教科書名/教科書作成会

社名 
(該当無し) 

単元名 係活動パワーアップ計画 

本単元（授業）の中で 

主として育成を目指す 

（発揮が期待される） 

情報活用能力 

（※情報活用能力の体系

表例から１つ選定する） 

■情報活用能力の育成 □情報活用能力の発揮（どちらかを選択してください）

ステップ３

A知識及び技能

２．問題解決・探究における情報活用の方法の理解 

①情報収集、整理、分析、表現、発信の理解

ｈ「聞き手とのやりとりを含む効果的なプレゼンテーション方法」

本単元（授業）の中で 

その他に育成を目指す 

（発揮が期待される） 

情報活用能力 

（※情報活用能力の体系

表例から複数選定する） 

□情報活用能力の育成 ■情報活用能力の発揮（どちらかを選択してください）

【知識及び技能】 

ステップ２

・1②d「身近な生活におけるコンピュータの活用」

・1②e「コンピュータの動作とプログラムの関係」

【思考力、判断力、表現力等】

ステップ２

・「表現方法を相手に合わせて選択し，相手や目的に応じ，自他の情報を組

み合わせて適切に表現する」 

・「自らの情報の活用を振り返り，手順の組み合わせをどのように改善して

いけば良いのかを考える」 

【学びに向かう力、人間性等】 

ステップ２

・１①b「新たな視点を受け入れて検討しようとする」

・１②c「情報の活用を振り返り，改善点を見出そうとする」

・２①a「自分の情報や他人の情報の大切さを踏まえ，尊重しようとする」

・２①b「情報の発信や情報をやりとりする場合にもルール・マナーがあるこ

とを踏まえ，行動しようとする」 

授業の概要 

■習得：授業の中でどのように情報活用能力を育成するのか

□発揮：情報活用能力が発揮されることによって，どのような学びの深まりが期待できるか

児童は前時までに，自分の関心に合わせて編成したグループ単位で，IoTプ

ログラミングツール(MESH)を用いて，教室を IoT化するプログラミングに取

り組んでいる。本時では，その学習の成果を文化祭で発表する方法について

取り上げていくことで，相手や目的を意識したプレゼンテーションができる

ような力を育成していきたい。特に，本校の文化祭は，縦割りグループで編

成された 1～6 学年の児童が聞き手となるため，多様な聞き手にも伝わるプ

レゼンテーションにするための工夫を具体的に考えさせて，それを実行でき

るようにしたい。 
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○学習指導案（７時間目） ※前頁の「授業の概要」における具体的な指導案

日 時 R元年 12月 6日（金） クラス 4年 1組（35人） 指導者名 
田﨑優一(T1) 

小池翔太(T2) 

教科・科目 総合的な学習の時間 

教材（使用

する ICT含

む） 

ノート PC(Lenovo 300e)

タブレット端末(iPad)

IoTプログラミングツール（MESH） 

本時の 

目標 
相手や目的を意識したプレゼンテーションの方法を考えることができる 

単元全体に

おける本時

の位置付け 

前時までに，自分の関心に合わせて編成したグループ単位で，IoT プログラミングツー

ル(MESH)を用いて，係活動をよりよくするプログラミング学習に取り組んでいる。本時

では，その学習の成果を文化祭で発表する方法について取り上げていくことで，相手や

目的を意識したプレゼンテーションができるような力を育成していきたい。 

過

程 
学習活動 指導内容（留意点） 

形

態 

情報活用能力 

育成のポイント 

導

入 

2 

分 

・学習の見通しをもつ

・文化祭の発表のルール

と留意点を知る

・学習の後半で，希望者に模擬発

表をしてもらうことを伝え，プ

レゼンテーションの方法を全員

で検討していくことを伝える 

・1人 1分以内の「PRタイム」で

プレゼンテーションをし，その

後に体験会を行うことを伝える

一

斉 

・模擬発表の場を設けると

伝えることで，相手や目

的を意識することの必要

性に気付かせる

・限られた時間で，必要な

情報を厳選しなければな

らないことに気付かせる

展

開 

① 

20 

分 

・関心に合わせて編成し

たグループで集まり，

どんなプレゼンテーシ

ョンをするか考える

・机間指導の際は，問いかけなど

の話し方の工夫を見つけて，価

値付けをしていく

※文化祭では縦割りグループ編成上，基

本は 1人でプレゼンテーションする

グ

ル

ー

プ 

・自分の関心に合わせたグ

ループを事前に編成して

学ぶことで，全員が思い入

れのある内容を伝えられ

るようにする 

展 

開 

② 

15 

分 

・希望者 3名程度に模擬

発表を行ってもらい，

プレゼンテーションの

良かった点・アドバイ

スを考える

・まずは希望者の意欲を奨励する

・模擬発表を聞く人は，多様な聞

き手を想定した上で，積極的に

意見を発表するように伝える

・プレゼンテーションの方法で足

りない視点は授業者が補足する

一

斉 

・事前にプレゼンテーショ

ンの方法やコツは提示せ

ず，国語科等で育成した

情報活用能力を発揮させ

る場とすることで，児童

の主体性を保障する 

ま

と

め 

3 

分 

・模擬発表を踏まえて，

今後自分がどのような

ことに留意して発表や

プログラミングを行え

ばよいかを考える

・ただ発表方法を振り返るだけで

なく，これまで自分自身が取り組

んできたプログラミングによる

解決策の工夫(困りを解決した

点・より便利にした点)を踏まえ

るように伝える

個

別

・

一

斉 

・模擬発表で聞き手だけだ

った児童にも，プレゼン

テーションを行うことに

当事者意識をもてるよう

に，当日に向けて個別で

振り返る場とする。 

  （形態には一斉、個別、グループ等を記載） 



（１）情報活⽤能⼒育成に関する取組シート

１．情報活⽤能⼒育成を図る教科等（教育課程内）
※表の各分類ごとに、貴校で主として育成する教科等を記⼊してください。
※各教科等はなるべく網羅的に記⼊してください。
※１つの単元に複数の情報活⽤能⼒が関連する場合、主となる1つの情報活⽤能⼒の箇所にのみ記⼊してください。
※１つの枠には、多数の教科等及び単元・題材名を記⼊して構いません。
※ステップ１は⼩学校低学年、ステップ2は⼩学校中学年、ステップ3は⼩学校⾼学年、ステップ４は中学校、ステップ５は⾼等学校を想定していますが、これと異なる取組の場合は学校種に拘らず、ステップの内容を踏まえ記⼊してください。
※ステップごとの具体的な内容は、2018年度【情報活⽤能⼒の体系表例】を参照してください。

ステップ１ ステップ２ ステップ３ ステップ４ ステップ５

①情報技術に関する技能 ・２年︓⽣活「ドット絵をかこう」 ・3年︓国語「ローマ字」（東京書籍） ・５年︓総合「タイピングをマスターしよう」

②情報と情報技術の特性の理解 ・2年︓⽣活「ロボットとおともだちになろう」
・４年︓総合「3Dゲーム上で回路を⼯夫して⾃動ドア
をつくろう」

・５年︓総合「教室をIoT化しよう」

③記号の組合せ⽅の理解 ・1年︓⽣活「はじめてのプログラミング」 ・4年︓算数「⾓」（学校図書）

①情報収集、整理、分析、表現、発信の理解

・1年︓国語「わたしのかさはそらのいろ」（東京書
籍）
・1年︓体育「かべをよじのぼろう」
・２年︓特別活動「教室ハッピープロジェクト」

・４年︓体育「まわるおもしろさを味わおう」

・４年︓総合「係活動パワーアップ計画」
・５年︓理科「花から実へ」(学校図書)
・５年︓特別活動「よりよいクラスを⽬指して」
・６年︓特別活動「⾃分たちで問う最⾼の縦割り活
動」

②情報活⽤の計画や評価・改善のための理論や
⽅法の理解

①情報技術の役割・影響の理解 ・３年︓総合「3Dゲームで建築家になってみよう」
・５年︓社会「わたしたちの⽣活と情報化」（東京書
籍）

②情報モラル・情報セキュリティの理解 ・３年︓国語「はじめてのタイピング」
・６年︓道徳「楽しいコミュニケーションを考えよ
う」

①必要な情報を収集、整理、分析、表現する⼒ ・２年︓算数「たし算の筆算」（学校図書）
・２年︓道徳「⼤切なわたし ⼤切なみんな」

・４年︓社会「千葉県の産業の様⼦」
・３年︓外国語活動「Let's Go Shopping Together〜
みんなで楽しくお買い物〜」

・４年︓理科「空気と⽔」(学校図書)
・６年︓社会「わたしたちの⽣活と政治－どうなる消
費税－」
・６年︓算数「ならべ⽅と組み合わせ⽅」

②新たな意味や価値を創造する⼒

・１年︓⾳楽「からだの動きを活かして⾳をつくろう
〜AR楽器を⽤いて〜」
・１年︓図⼯「忍法ひらめき変化︕」
・１年︓⽣活「⼟の秘密を発⾒しよう」

・３年︓社会「市の様⼦の移り変わり〜千葉駅周辺改
造計画」
・４年︓社会「⽔はどこから－⽔道の未来はどうなる
－」

・６年︓⾳楽「学校BGMをつくろう」
・５年︓体育「浮いて進もう」

・５年︓総合「商店街の飲⾷店の課題をプログラミン
グで解決しよう」

③受け⼿の状況を踏まえて発信する⼒
・４年︓国語「故事成語tuberになろう」
・６年︓外国語「I Am a Tour Planner〜あなたに
あった観光地紹介します〜」

・５年︓国語「<千⼀夜物語>の魅⼒を伝えよう」
・６年︓道徳「友達だから〜友達とは友情とは〜」
（光村図書）

④⾃らの情報活⽤を評価・改善する⼒ ・３年︓算数「あまりのあるわり算」（学校図書）
・６年︓家庭「サービスから⾒つめよう︕消費⽣活の
しくみ」

①多⾓的に情報を検討しようとする態度 ・２年︓図⼯「びっくり へんしん たまご」 ・４年︓算数「簡単な場合についての割合」

・５年︓算数「速さ」
・５年︓図⼯「形くん，旅に出る」
・６年︓家庭「環境とのかかわり 究極エコ⽣活と家庭
エコ⽣活」

②試⾏錯誤し、計画や改善しようとする態度 ・３年︓理科「ものの重さと体積」(学校図書)
・４年︓⾳楽「箏の⾳⾊に親しもう」

・５年︓家庭「洗濯にかくれた我が家の哲学」

①責任をもって適切に情報を扱おうとする態度 ・２年︓⽣活「はじめてのコンピュータ」 ・３年︓道徳「少しだけなら」

②情報社会に参画しようとする態度 ・６年︓総合「プログラミングの新番組コーナーを作
ろう」

２．教育課程外の場⾯における情報活⽤能⼒の育成（朝の会や部活動など）があればお書きください（児童⽣徒全員が対象でないものも含む）。

３．情報活⽤能⼒を発揮することで教科等の学びが深まった場⾯の例
発揮された情報活⽤能⼒

A-1-①，A-1-②，A-1-③，A-2-①，A-2-
②，A-3-①，B-1-②，C-1-①，C-1-②，
C-2-②

学校名 国⽴⼤学法⼈千葉⼤学教育学部附属⼩学校

分類

A知識及び
技能

１情報と情報技術を適切に活⽤
するための知識と技能

３情報モラル・情報セキュリ
ティなどについての理解

貴校における各ステップの教科等

２問題解決・探究における情報
活⽤の⽅法の理解

C学びに向
かう⼒、
⼈間性等

１問題解決・探究における情報
活⽤の態度

２情報モラル・情報セキュリ
ティなどについての態度

B思考⼒、
判断⼒、
表現⼒等

１問題解決・探究における情報
を活⽤する⼒（プログラミング
的思考・情報モラル・情報セ
キュリティを含む）

教科等 学びの深まりの例
５年︓総合「商店街の飲⾷店の課題をプログ
ラミングで解決しよう」

商店街の飲⾷店の⽅からの「私たちのお店もIoT化してほしい」という話を⼦どもたちが聞き，お店に関わる⼈たちが潜在的に抱えて
いるニーズを踏まえて，プログラミングで実際に問題解決を⾏ったことにより，プログラミングの経験をより良い⽣活や社会づくりに
活かそうとする学びが深まると考えた。

分類 具体的な育成場⾯
A1③記号の組合せ⽅の理解 休み時間において，プログラミングツールを教室後⽅に置いておき，担任の許可をもらって使⽤できるようにする。これにより，プログラミング体験が教科のねらいを達成する

授業が⾏えるように，⼗分プログラミングを体験したり遊んだりして慣れさせるようにした(1年⽣1学級)

C2②情報社会に参画しようとする態度 係活動において，児童が⾃主的に「ムービー係」を結成し，転校してしまう児童や学期末などの節⽬において，思い出を振り返るムービーを編集し上映する(6年⽣1学級)
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(１)体育科の側面から 

 ここ最近とまではいきませんが，体育の学習

においてもＩＣＴ機器の活用は広くされつつあ

る現状です。しかし，利活用の状況を見てみる

と，「お手本の動画をタブレットで見て参考にす

る」「動画で撮影し，自分の姿を確認する」「作

戦ボードの代わりにタブレットを使い，情報を

蓄積する」など，どちらかというと教材の補助

的なもの(デジタル教科書的なもの)や，評価に

活用できるツールとして使われることが多いと

いうか，ほとんどそうなのではないでしょうか。 

 そこで，今回は，「体育の学習がよりおもしろ

くなるツールとしてＩＣＴを活用する」ことを

主眼にして授業づくりをしてみようと考えまし

た。 

(２)プログラミング学習の側面から 

 そもそも，プログラミング教育とは「子供た

ちに，コンピュータに意図した処理を行うよう

に指示することができるということを体験させ

ながら，将来どのような職業に就くとしても， 

時代を超えて普遍的に求められる力としての

「プログラミング的思考」などを育成するもの」

と文科省の資料に記されています。プログラミ

ング学習の目的は，簡潔に言うと「プログラミ

ング的思考を育む」ことだと言えます。では，

プログラミング的思考ってどんな思考なのでし

ょうか。同じ資料には，「自分が意図する一連の

活動を実現するために，どのような動きの組合

せが必要であり，一つ一つの動きに対応した記

号を，どのように組み合わせたらいいのか，記

号の組合せをどのように改善していけば，より

意図した活動に近づくのか，といったことを論

理的に考えていく力」とあります。 

 一般的にイメージされやすいプログラミング

って，難しい数式を打ち込んでいく専門的な言

語で，「そんなもの教えられないよ」というよう

な内容なのではないでしょうか。しかし，小学

生向けのプログラミング教材は，ジグソーパズ

ルを組み立てるような扱いやすいものがほとん

どです。そうしたプログラミングを子どもたち

と共に楽しく体験した上で，「どう命令したら，

どう実行されるのか」を考える力を育むという

視点なのかなと捉えることができます。つまり，

「問題解決のための手段を増やす」という視点

なのではないでしょうか。専門的な数式なんて，

1 年生に理解できないだろうけど，「命令―実

行」の仕組みなら，使う教材によっては理解で

きると考えました。 

 また，プログラミング教育をすることが目的

化してしまい，何のために行うのかという視点

が抜けてしまいがちな分野でもあるなあと思っ

ています。(※本実践では，生活科の教材の一つ

という位置づけで実践を行っています。) 

(３)子どもに必要感をいかにもたせるのか 

 上記のような側面から，２つの教科を始めは

別々に学習していき，何かの「必要感(今回で言

えば，おもしろさを広げる)」を子どもたちに感

カリキュラム・マネジメントの意図 

は ぴ ら ん 

ハッピーラーニング！ 

体育×ＩＣＴで運動のおもしろさを拡張させる！ 

1年 永末 大輔(体育)×小池 翔太(ＩＣＴ) 

 来年度から完全実施されるプログラミング教育。全ての教科でプログラミング的思考を育む

ことが大切と言われています。しかし，目的意識の低いプログラミング教育では，ただやって

いるだけになってしまいます。体育の学習もこれまで通りでは時代の流れについていけなくな

るかもしれません。そんなプログラミング教育と体育が出会うとどんな化学反応がおきるので

しょうか。 
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じさせた上で取り組むことを大切に授業デザイ

ンしました。 

今回の活動の授業デザイン 

１．単元名 

「リズムをかんじておどろう」(体育) 

「ＭＥＳＨをつかってあそぼう」(プログラミング) 

２．実践時期 

 １１月～１２月 

３．ねらい 

〇ロック調やサンバ調などの様々な曲にのり，

即興的に踊る。(体育) 

〇プログラミングの仕組みについて理解し，自

分で装置を使った遊びをつくることができる。

(※教科の枠組みとしては生活科でカウント) 

４．実践の内容 

＜体育の授業＞ 

子どもたちにとっては，運動会のリズムダン

ス以外では初めての表現領域の学習です。低学

年のリズムダンス遊びは実はとても大切で，年

齢が進んでいくとどうしても恥ずかしさが出て

しまい，即興的にリズムを感じて踊ることが難

しくなってしまいます。 

指導要領上は中学年の内容に少しなってしま

う部分はありますが，子どもたちの実態から１

年生でリズムダンス遊びを取り入れることにし

ました。 

１時間目 

リズムダンス遊びは，初めての学習なので，

「リズムにのるってどこを動かすといいか」と

いう問いから始めました。子どもたち全員で円

を作り，教師の指示でいろいろな部位(頭，腕，

腰，お尻，足など)を音楽に合わせて意識的に動

かす活動を行いました。 

【お尻を意識して動かす子どもたち】 

 最後に，「リズムにのるときは，おへそを意識

して動かそう」という視点を教師が与え，活動

を終了しました。 

２時間目 

 準備運動で毎回取り入れている鬼遊び。リズ

ムダンス遊びに合わせて工夫をしました。音楽

が流れている間は普通に鬼ごっこをするのです

が，音楽が止まったときには，ポーズをして止

まるというルールにしました。子どもたちは思

い思いに工夫しポーズを取ります。 

【鬼ごっこの途中にポーズをとる子どもたち】 

 リズムダンス遊びの活動では，グループごと

実践の授業デザイン 

授業の実際 

体育の実践 プログラミング 

体育の授業に実装する 

それぞれ実践する 

活用方法を考える 



の円形ダンスを取り入れました。円形ダンスと

は，グループで円になり，真ん中に一人立ちま

す。その一人の動き(踊り)をみんなで真似しま

す。途中で誰かにタッチし，交代します。得意

な子どもはたくさん踊れるし，苦手な子どもに

とっては真似することで，動きの材料を得るこ

とができます。 

 円形ダンスを通して，曲調に合わせたリズム

ののりや，動きの工夫を子どもたちは感じ，気

づきながら動くことができました。 

【円形ダンスで踊りを楽しむ子どもたち】 

３・４時間目 

 準備運動の鬼遊びの後，３時間目からはペア

で踊ることにしました。ペアで踊るといっても，

同じ動きをしなくてはいけない訳ではありませ

ん。お互いを感じながら，別々に踊ったり，一

緒に踊ったりと即興的に踊っていいこと，どこ

で踊るか，はじめと終わりを意識することなど

を確認し，いざダンス開始です。 

 ロック調，サンバ調，沖縄民謡，ミュージカ

ルソングなど，いろいろな曲を踊る中で，リズ

ムの違いを感じ，動きに合わせていくことがで

きるようになりました。 

 子どもたちは即興的にリズムを感じ取り，動

きを工夫するようになってきています。ロック

では縦のりで激しく，サンバでは，リズム良く，

沖縄調では，手をゆらゆらさせながらゆっくり

と。直感的に動くことのできる低学年ならでは

の動きの工夫がたくさん見られました。 

【リズムを感じながら踊る子どもたち①】 

【リズムを感じながら踊る子どもたち②】 

＜プログラミングの授業＞ 

 子どもたちにとっては初めてのプログラミン

グ学習です。難しいことをさせて嫌な印象を与

えないために，やさしい課題から始めることが

大切です。授業の導入として，パソコンの使い

方を覚えました。電源の入れ方，マウスの接続

方法，マウスの使い方など，基本的なことを一

つずつ丁寧に理解しました。 

また，「コーダブル」というソフトを使い，「プ

ログラムとは，命令することだ」ということを

直感的に理解しました。簡単なゲームなので，

子どもたちの「もっとやりたい」という欲求を

高めることができました。 

【専科教員によるパソコンの使い方のレクチャー】 



【コーダブルで遊ぶ子ども】 

ＭＥＳＨの学習① 

 プログラミング学習の教材であるＭＥＳＨを

使って，いろいろな遊び道具を作成しました。

はじめに，専科教員から，簡単な使い方の説明

をし，実際にいくつかの「ミッションをクリア

しよう」という課題を提示した。 

子どもたちに与えたミッションは， 

①レストランの呼び出しボタンをつくる 

 （ボタンを押すとＬＥＤが光る） 

②お宝を守るセンサーをつくる 

(人が通ると感知してＬＥＤが光る) 

③不思議なお宝をつくる 

（ブロックを振ると，ＬＥＤが光る） 

以上の３つです。ＭＥＳＨは直感的に操作でき

るので，子どもたちは考えながらすべてのミッ

ションをクリアすることができました。操作し

ていく中で，教師が教えていない機能にも気づ

き，②のミッションでは，ＬＥＤが光るだけで

はなく，反応してカメラの撮影する機能まで実

装することのできたグループもありました。 

【グループごとに機材を触ってみる】 

ＭＥＳＨの学習② 

前回の取り組みを生かし，次のミッションを

教師から与えた。 

④ボタンを１回押したらライトが点いて，ボタ

ンを長押ししたら点滅する装置をつくる 

⑤センサーを何回振ったかカウントできるよう

にする 

⑥⑤でつくった装置に，３０回振ったらライト

が点滅するように改造する 

⑦⑥でつくった装置に，ボタンを押したらカウ

ントがリセットされるようにする 

すべてのグループがミッションをクリアでき

た訳ではありませんが，他のグループの設計(レ

シピ)を見ると「なるほど」と共感することがで

きていました。共感できるということは，ある

程度，ＭＥＳＨの仕組みを理解したということ

だと考えられます。 

【グループで相談しながらレシピを考える】 

ＭＥＳＨの学習③④ 

 これまでのミッションでつくった経験を生か

し，最終ミッションとして「これまで覚えた機

能を生かし，遊べる道具をつくる」という課題

を子どもたちに与えました。 

 ある程度の工夫する材料やヒントは，これま

でのミッションをクリアしていく中で習得して

きていたため，子どもたちは意気揚々としてい

ます。 

 グループで相談しながら考える様子が見られ

ました。子どもたちが１回の活動で考えられた



遊びは主に以下のような装置です。 

〇ボタンを押すと写真が撮れる装置 

 (リモコンで写真を撮る) 

〇センサーに引っ掛かると音が鳴る装置 

 (引っ掛からないように移動する遊び) 

〇センサーを付けて，たくさん踊ると拍手がな

る装置(カウンターが一定回数になると音が

鳴る仕組み) 

【写真を撮る装置を試す様子】 

【踊ってカウンターを動かす装置を試す様子】 

１回目に試作したものを次の時間にブラッシ

ュアップしました。他のグループの装置を真似

したいグループはレシピを見せてもらい，参考

にするよう教師側から促しました。 

子どもたちが主に取り組んだのが，以下の３

つです。 

①遠隔でボタンを押すと，ライトがついたり，

音が鳴ったりして，最後にカメラで写真を撮

る装置 

②動きのブロックを何回か動かし，カウントす

る。カウントが一定回数になったところで音

が鳴る，ライトが点灯する，カメラで写真を

撮る装置 

③人感センサーを使い，センサーに引っ掛かる

と写真が取られる装置 

これらの装置をグループごとに考え，レシピを

考えていました。また，ＭＥＳＨを入れて装着

するリストバンドも用意したので，カウントす

る際に実際に入れて試すグループもありました。 

【ボタンを使い，遠隔で写真撮影をする子ども】 

※真ん中の子どもの右手にボタンがある

【リストバンドを装着し，カウントが動くか試す子ども】 

＜いよいよ体育の授業にプログラミングでつ

くった装置を実装する！！＞ 

これまでの活動から，何となく「これはダン

スに使えそうだ」とか「これは鬼ごっこで使え

そうだ」という声が子どもたちから上がってい

ました。そこで，実際に教師から「ＭＥＳＨを

体育の授業(リズムダンス)で使ってみよう」と

いう声掛けをしました。子どもたちから出てき



たアイディアは以下の通りです。 

①フリフリカウンター 

何回動いたかをカウントし，一定回数に達す

ると音が鳴ったり，ライトが点灯したりする

装置 

②ピカピカセンサー 

動いている間，ライトが点灯する装置 

その他リズムダンス以外にも使えそうだとい

うことで，縄跳びに使ってみたり，鬼ごっこで

使ってみたりといろいろと試す様子が見られま

した。 

【ピカピカセンサーを装着し，レシピを試す様子】 

※帽子にライトが着けられています。

次につくった装置を実装し，体育館で試すこ

とになりました。 

 体育館では，準備運動から始め，リズムダン

スの中でＩＣＴを使って運動を楽しみました。

ダンスがリズムにのって踊れているかをセンサ

ーで確認したり，写真を撮ったりしている姿が

見られました。子どもたちからは「リズムによ

ってカウントされるスピードが違う」「センサー

が光って踊れていることがわかった」などの感

想が挙がりました。 

【iPadを持ってリズムを確認する様子】 

【友達の様子を撮影する様子】 

【体育科教員の立場から】 

 これまでの既存の ICT活用方法だけではなく，

子どもたちが発見した機能を体育の授業に実装

することにより，運動の新たな一面の可視化や，

おもしろさの拡張する様子が見られました。一

方，まだ体育の授業においての機器の取り扱い

に慣れていないため，授業の流れが滞ってしま

う場面もありました。今後も継続して取り組む

ことで，子どもたちが ICTのある体育に慣れて

いき，よりおもしろさを拡張できる授業が展開

できると考えられます。１回きりで終わりにす

るのではなく，継続して活用方法を考えていく

ことで，「意味のあるプログラミング学習が体育

においても実装できる」という実感がもてまし

た。 

【ICT専科教員の立場から】 

 「ICT 活用が目的ではなく手段として…」と

いう話は，これまでもよく言われてきたことで

した。紙幅の都合上詳しくは書ききれませんで

したが，児童自身も ICTを課題解決の手段とし

て活用することを自覚できるよう，学級経営上

の工夫も多くあったと思います。「運動のおもし

ろさを拡張させる」ためには，教師たち同士で

も面白い気持ちを持つことが必要なはずです。

こうした挑戦的な授業開発を通して，カリキュ

ラム・マネジメントや ICT活用のあり方を改善

していくことを今後も継続したいと思います。 

実践を振り返って 



 

(１)理科の学習で大切にしたいこと 

 『百聞は一見に如かず』という故事成語は，

とても有名ですが，後に創作され付け足された

続きがあることをご存じでしょうか。 

『百見は一考に如かず，百考は一行に如かず…』

と続いていくそうです。 

聞くだけよりも実際に見た方がいい。 

見るだけではなく，考えないと意味がない。 

考えるだけでなく，行動するべきだ。 

（やってみるべきだ） 

と解釈することができ，理科の学習でも正にこ

の部分が大切になってきます。経験を伴わない

知識習得ではなく，自分が見たこと・やってみ

たことからどんな情報を得て，何を不思議・疑

問と思うか，解決するために必要な新たな情報

は何なのか，それはどうすれば獲得することが

できるのかと考えを巡らせるには，事象との出

合いや直接体験が必要不可欠であると言えます。 

(２)実際の授業ではどうか 

 理科の授業では，観察・実験活動が事象との

出合いや直接体験の中心となり思考を重ねてい

きます。これに勝るものはありませんが，実物

では対応困難であるなど，直接体験ができない

事象を扱うことも多いです。そんな時，補完す

る有効な手立ての一つとして「ＩＣＴ活用」の

場面が設定されてきました。 

◇多様で大量の情報を収集，整理，表現するこ

とができ，カスタマイズが容易であること

◇時間や空間を問わずに，画像・データなどを

蓄積・送受信できること

というようなＩＣＴの特性を生かしたものであ 

ると思います。ただ，子ども達自身が「何のた

めに情報を集める必要があるのか」「どんな情報

が必要なのか」「そこから分かることは何なの

か」というようなことを理解した上でＩＣＴが

有効に活用できていたかは課題があると考えま

す。「思考や問題解決のためのＩＣＴ活用」まで

踏み込んでいき，子どもの学びにつながり，資

質・能力の育成を目指していけるように授業デ

ザインを見直していきたいと思います。 

理科における問題解決のプロセスとあわせて 

ＩＣＴの活用と授業デザインの見直し 

実践の授業デザイン 

は ぴ ら ん 

ハッピーラーニング！ 

子どもの学びにつながるＩＣＴ活用を目指して 

～ 情報を集め・読み取り・まとめ・伝える力の育成 ～ 

  平山 佐知子 

1年 永末 大輔(体育)×小池 翔太(ＩＣＴ)

新学習指導要領の今回の改訂では，学習の基盤となる資質・能力の一つとして『情報活用能

力』が示されました。理科の授業においても，教科の特質に応じて適切な学習場面で育成を図

ることが重要だと言われています。「『ＩＣＴ活用』に慣れる」ことはとても大事なことですが，

その期間を経て，次のステップに進む必要性が出てきました。 

①自然事象への働きかけ 

② 問題の把握・設定

③ 予想・仮説の設定

④ 検証計画の立案

⑤ 観察・実験

⑥ 結果の整理

⑦ 考 察

⑧ 結論の導出

問題発見場面 

『情報収集力』 

考えを整理する場面 

『情報分析力』 

解決の糸口を発見する場面 

『情報収集力』 

何が解明されたのか思考する場面 

他グループや友達との共有場面 

『情報分析力』『情報収集力』 

『伝える力』『まとめる力』 

資料6-②



１．単元名 

第５学年「流れる水のはたらき」 

２．実践時期 

  １月 

３．ねらい 

〇地面を流れる水や川の水などの流水にはどの

ような働きがあるのか，身の回りの事象に目

を向けながら調べ，自分の考えをもち追究し

ていく。 

４．実践の内容 

雨が降っている時の校庭で地面を流れている

水を見て，子ども達は特に不思議を感じず，当

たり前の事実として，「高い所から低い所へ水が

流れること」を説明します。また，昨年度，『雨

水の行方と地面の様子』（第４学年追加内容）で

もこのことについては立証済みです。 

本単元の導入は「川」から入りました。本校

の子ども達にとって「川」はあまり身近なもの

ではありません。ただ，５年生の社会科で，『国

土の地形の特色』について学習しますので，社

会科の既習事項と関係付けて１時間目をスター

トしました。 

１時間目：導入 

 

 

 

 

 

 

はじめは，上流と下流の様子だけを提示し，

その違いから上流より更に上は…，上流と下流

の間はどんな様子？と上流・下流を手掛かりに

考えられるようにしました。 

子ども達は，石の大きさや形・水量・流れの

速さ・川幅などに着目して，自分なりの考えを

もつことができました。 

２・３時間目：実験計画・実験準備 

川の形状の違いがあるのはどうしてだろうか。

という問いに対し，土地の高低差が関係して，

水が流れることで…と考えを巡らせていきなが

ら，上流・中流・下流の様子をモデル実験によ

り証明することはできないか，班ごとに実験計

画を立て，準備を進めました。実験内容を考え

たり，道具・材料を選択したりする時には，そ

の実験で明らかにしたいことは何か，その材料

を使うことで何が見えるのかという目的や必要

性を話し合わせ，「よく分からないけど，水を流

してみた」「何のためにこれを使ったのだろう」

というような状況がうまれないように気をつけ

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

【班ごとに作成した実験計画書】 

実験を考える上での視点についてはクラス全

体で確認をしましたが，計画書用の紙には何も

書かれていないものを渡し，子ども達が図や言

葉で自由に表現できるようにしました。 

授業の実際 

川の長さ 

ランキングを 

クイズ形式で

出題 

３つの川を 

例にあげ，川の

様子を比較 

必要な道具 

どんな川を作

り，それによっ

て何が分かる

のか，など 

班ごとに図な

どを用い説明 



☆ＩＣＴを活用する上で意識したこと

実験結果を残すために ipadを使いたいと，

子ども達から声があがりました。ここで重要視

したのが「どれだけ信ぴょう性の高いデータを

つくるか・集められるか」という点です。実験

の様子を俯瞰的におさめるのではなく，データ

としてどの部分が必要なのか，そこから解明で

きることは何なのかを考えさせ，「活用できる情

報収集」に目が向くようにしました。 

４・５時間目：はじめの実験 

 自分達で考えた実験計画に基づいて，実験道

具などを準備・作成し，実験を開始しました。

実際に実験を試してみたところ，思っていたよ

うに水が流れない，石や土が流されるのは分か

ったけど，中流の形状については…などの実験

の不備・不足部分も自分達で発見する事ができ，

道具や方法など修正・改善を加えなければ，正

確なデータ・情報が得られないという気付きが

ありました。 

【考えを交流させながら実験準備をする】 

【記録をとる部分を確認してから撮影】 

【写真を見直し，重要な部分に書き込み】 

実験開始前に「どの部分を見れば，何が分か

るのか」，「考えを証明するためのデータを取る

には…」と全体で確認したことにより，どんな

データが必要なのかという視点がうまれ，その

データが適切なものなのかどうか見直したり，

不確かなデータしか得られない時に実験自体

を見直したりする姿が見られました。 

６・７時間目：修正・改善を加えた実験 

前回の実験結果を見直し，修正・改善が必要な

点を共有してから２回目の実験に臨みました。 

【実験準備ができた後，修正点がないか見直し】 

 一度実験を経験したことで，視点がより明確に

なり，これでは調べたいことが分からないという

ような意見交流がそれぞれの班の中で活発に行わ

れていました。 



【前のデータを基に話し合う】 

「さっきはこうなっていたからもっと○○を～し

た方がいいんじゃないかな」と自分達で集めたデ

ータを基に話し合いが進んでいました。 

 今年度，ＩＣＴを活用した単元・場面につい

て紹介します。 

第４学年『雨水の行方と地面の様子』 

（水たまりができる場所を予想し，共有する場面） 

第５学年『実や種子のでき方』 

（花のつくりと受粉の関係について共有する場面） 

第５学年『人のたんじょう』 

（胎児の様子について調べたことを発表する場面） 

ロイロノート・パワーポイントなど使用 

ＩＣＴ活用が，理科の学習で大切にしている

事象との出合いや直接体験などを補完する手立

てだけに留まるのではなく，情報を活用する力

を育むといった子どもの学びにつながることを

目指して授業を構成してきました。 

本実践では，「ＩＣＴ活用に慣れる」という部

分から一歩でもステップアップし，情報に対す

る判断・分析・表現といった情報活用の部分で

のＩＣＴについて考えてきましたが，授業を行

う教師側に，これをすることで子ども達には何

が残って，どのような考えをもてるのかという

イメージがない限りは，黒板を使おうが，パソ

コンを使おうが，ただ道具が変わっただけとい

うことになってしまうということを再確認でき

たことに意義がありました。また，今回は「思

考・問題解決場面でのＩＣＴ活用」を意識して

きましたが，「このデータがなければ，この考え

がでなかった」，「これが解決の糸口になった」

という信ぴょう性の高いデータを得られた場面

を見れば，思考・問題解決の一助を担っていた

ということを成果にあげることはできると思い

ます。今後も「思考・問題解決場面でのＩＣＴ

活用」について実践場面をできるだけ具体的に

イメージし，単元構成を考えていきたいです。 

高学年の子ども達は，キーボード入力やロイ

ロノート・パワーポイントによる発表資料の作

成など，基礎的な知識・技能の習得については

他教科や下学年からの積み重ねがあり，理科の

授業内で指導したということはほとんどありま

せんでした。ただ，「伝える」ということに着目

した時には，集めた情報が伝えきれていない，

その反対に情報過多で聞き手が混乱しているな

どの状況も見受けられました。やはり「慣れる・

使う」という段階から「有効に活用する」とい

う段階にステップアップしていけるように，教

師側が意図的に組み込んで授業デザインしてい

く必要があると感じました。 

実践を振り返って 

他学年・他単元での実践場面 



 

 担任として子ども達と過ごす中で，子ども達 

はパソコンやインターネットを活用した学習は

大好きで，植物や生き物等への関心や自然から

学ぼうとする意識は高いとは言えないように感

じられました。そこで，３年生の教育課程を通

して自然に対する関心を高め，自然から学ぶこ

とも大事にしてほしいと願い，教科等横断的な

学習を計画し，必要な人的・物的体制を確保し

ていきました。 

 道徳科「ヤゴ救出大作戦」（光村図書 どうと

く３きみがいちばんひかるとき）の学習をきっ

かけに，プールにヤゴを取りに行きました。教

室で飼育しながら，総合的な学習の時間にヤゴ

やトンボについて課題を設定し，調べ学習を進

めていきました。 

調べたことについては，国語科「調べて書こ 

 

 

 

 

 

 

う，わたしのレポート」（東京書籍 新しい国語

三上）の学習でレポートにまとめました。

その後の総合的な学習の時間では，トンボ以

外の昆虫について，それぞれが課題を新たに設

定して調べ学習を進めました。また，理科の「こ

ん虫の育ち方」の学習の一環として，教室でモ

ンシロチョウやアゲハチョウ，カブトムシの幼

虫を飼育する等して，関連を図りながら学習を

進めました。

（１）図書館の活用 

 地域の図書館を中心に資料を集め，主に本

を中心に調べたり，実物を観察したりして学

習を進め，必要に応じてインターネットを活

用していくようにしました。 

トンボについて使用した本と調べた内容の

一部を以下に例示します。（資料１）パスファ

インダーと呼ばれるこのような資料を作成し

教科等横断的な学習 

人的・物的体制の確保

は ぴ ら ん 

ハッピーラーニング！ 

昆虫研究室（総合的な学習の時間） 

― 自然の豊かさに気付き，自然から学ぼうとする子どもに ― 

３年 廻 正和 

３年の総合的な学習の時間に昆虫をテーマに追究しました。道徳（生命尊重），国語（報告文），

理科と教科横断的に学習を進めました。あまり昆虫を身近に感じていない子どもが多かったた

め，実際に見たり感じたりすることを大切にしながら，図書館や大学を活用して調べ学習を進

めました。そして，調べた昆虫の特徴をもとにして，未来に役立つアイデアを構想し，発表して

いきました。 

国語「調べて書こう，わたしのレポート」 

道徳「ヤゴ救出大作戦」 

総合的な学習の時間「昆虫研究室」 

理科「こん虫の育ち方」 

文化祭での発表 

カリキュラムマネジメントの意図 

資料6-③



ておくことは，子どもへの助言に役立てたり， 

他の先生が実践する場合に資料を探すのに参 

考になったりします。 

【資料１ トンボ調べのパスファインダー】 

（２）大学との連携 

千葉大学大学院工学研究院生物機械工学研  

究室では，昆虫等の羽ばたき飛行の研究を行

っているため，学級で展示を見学し，説明を

していただきました。また，子どもが調べた

内容を聞いてもらい，コメントをいただいた

り，わからないことを質問したりしました。 

（１）ヤゴ，トンボについて調べる 

 実際にヤゴを飼い，ヤゴが羽化していくの

を見ることで，不思議さや愛着を感じ，興味

をもつ子どもが増えてきました。時には，羽

化に失敗してしまうヤゴもおり，命の尊さを

考える機会にもなり，道徳の学習が深まりま

した。羽化したトンボを教室の外へ放す時は，

複雑な思いで見守っていました。教室からは

２０匹以上のトンボが羽化し，残った抜け殻

をコレクションにしていました。 

  国語科では，ヤゴやトンボについて調べた 

ことをレポートにまとめました。子ども達の 

関心が高まってきているため，子ども達の中 

に表現したいものがきちんとあり，意欲的に 

レポートを書いていくことにつながりました。 

  さらに，その後の国語科の生活文「心にの

こったことを」（東京書籍 新しい国語三上）

の学習で，カブトムシの飼育について書く等，

身近な自然に対する関心が高まっている子が

見られました。

【資料２ トンボの羽化についてのレポート】 

（２）いろいろな昆虫を調べる 

 初めに，子ども達は，ヤゴやトンボについ

て追究する中で，ヤゴが水中で水をはき出し

ながら速く進むことができることや，トンボ

は前後の羽を別々に動かして飛行し，バック

や空中で止まることもできることなどを発見

しました。そこで，これらの性質を生かした

未来の乗り物ができそうだと考えました。 

次に，トンボ以外の昆虫について調べるに

あたって，昆虫の特別な性質が未来に生かせ

ないかと投げかけました。山口周氏は，著書

（ニュータイプの時代）において，アラン・

ケイが半世紀前にタブレットを構想していた

ことを取り上げ，「『こういうものがあったら

素晴らしい』と考えた上で，そのイメージを

授業の実際



具体化し，多くの人に働きかけたこと」の重

要性について述べています。本実践において

も，昆虫の特別な性質を調べて，それをもと

に「こういうものがあったらいい」という視

点で，未来にあったらいいものを構想してい

きました。 

〈子どもの構想の例〉 

○バッタシューズ

これをはくとジャンプ力が上がる。 

○蚕の繭を活用したテント

  蚕の繭は，保温効果と低温効果がある。 

○タマムシのキラキラを道路や標識に

見る方向によって色が変わり，反射するの 

で目立つ。 

〇アメンボの浮く性質を利用したドローン 

水害時の救助に活躍する。 

（３）大学との連携 

  生物規範工学を研究している教授や大学生

から，昆虫の飛行の様子や光る虫の仕組み等

を説明していただきました。また，それらを

活用した模型やモルホチョウの標本等も見せ

ていただきました。 

 子ども達は，模型や標本を見て「プロペラ

をやわらかくするという発想がなかった。」，

「ツルツルに見えるものが，実はデコボコだ

と思わなかった（光るものが）」等と，新しい

発見をしたり，昆虫の性質の理解を深めたり

することができました。

さらに，子ども達が昆虫について調べてき 

たことについて，発表を聞いていただきまし 

た。アドバイスをいただくことで，その後に

行われる文化祭に向けて，さらに追求してい

くヒントを得ることができました。 

（４）Sway を活用して文化祭で発表 
  これまで調べてきたことを文化祭で発表す

るため，マイクロソフトの Sway というアプ

リを使って，プレゼンテーションする準備を

進めました。内容に合った画像を選んだり，

レイアウトを工夫したりすることがパワーポ



イントより簡単にできるため，３年生には適

していました。

【資料３ Sway を使って発表する様子】

【資料４ 文化祭の様子】

また，それまで画用紙にまとめてきたもの

や昆虫の標本，集まった抜け殻は，展示して

博物館をつくりました。

子ども達は多くの参観者の前で発表するこ

とができ，達成感を味わうことができました。 

○ 子ども達の中には，昆虫の観察をとても楽

しみにして学校に来る子も見られました。進

んでバッタを捕まえてきて飼育し，バッタが

蛹にはならないけれども，脱皮して抜け殻が

残ることを発見している子どもも見られまし

た。進んでセミの羽について調べ，セミの羽

が回転しながら落下する性質があることを発

見した子どももいました。全体として，昆虫

に対する見方が変わってきました。

○ 子ども達は，自分達の調べたことが，実際

の生活で役立つかもしれないという思いから

学習に達成感を感じていました。特に，台風

や大雨による災害があったため，子ども達は，

アメンボの水中ドローンのようなアイデアが

実現してほしいと考えていました。また，社

会科の安全の学習で，道路のカラー化の取り

組みがあることや立体的に見える横断歩道が

取り入れられていることを知り，自分達の考

えが実現しそうだと改めて考えていました。

さらに，マラソンシューズがニュース等で話

題となると，「バッタシューズみたいだ。」と

驚いていました。 

○ 道徳の学習をきっかけに，総合的な学習の

時間を展開していくことができました。本実

践の後に行った福祉の学習も，道徳「みんな

がくらしやすい町」の学習をきっかけにして

展開していきました。一方，社会科の昔のく

らしについての学習の後で，道徳「ふろしき」

の学習をすることで，昔の人の知恵や豊かさ

についてより深く考えることができました。

道徳も含めた教科横断的な学びは，内容の理

解を深めたり，道徳の価値を深めたりするこ

とにつながりました。このようにして，学習

の効果の最大化を図って年間計画を立ててい

くことが大切だと考えます。 

○ インターネット中心に調べ学習を進めると， 
画面を見ることが中心となってしまいがちで

す。昆虫の学習は，実物を見たり，図鑑等で

調べたりすることを中心に，自然に目を向け

て進めることができました。図書資料も集め

やすく，取り組みやすいと考えます。

○ 総合的な学習の時間は，地域の人や専門家

との交流を通して，子ども達が一層意味や価

値のある課題を見い出し，探究的な学びを充

実させていくことが大切です。今回は，大学

との連携を通して，昆虫を調べることの意味

や価値を見い出すことができました。

実践を振り返って 



令和 2 年 2 月 28 日 

保護者様 

千葉大学教育学部附属小学校 

 校長 片岡 洋子 

休校時の自宅学習の方法について(3 月 2 日利用開始予定) 

日頃から本校の教育活動にご理解とご協力をいただきましてありがとうございます。 

 さて，別途ご連絡させていただきましたとおり，3 月 2 日(月)より新型コロナウイルス感染防止のため休校と

なります。今回，自宅学習の取り組みの１つとして，試行的に下記の環境を整えました。あくまでも補習的に

実施するものですので，必ずしもアクセスできなくても構いません。ご理解ご協力をお願いいたします。 

記 

1 目的 

「Microsoft Teams(チームズ)(※)」を活用し，課題だけでなく，教員や児童同士双方向で学ぶ体験をする。 

(※)マイクロソフト社提供のチャット等が行えるグループウェア。各企業等のリモートワークで導入例有。本学が同社と包括契約

を結んでいるため，セキュリティ保障の上，教職員や児童が一定の範囲で無償利用可。2 年生の生活科の授業でも一部活用例有。 

2 方法 

文末にある一人一人交付のアカウントを用いて，ご自宅でインターネット接続可能なパソコン・タブレット・

スマートフォン等でサインインしてください。その後，表示される学年のチームで，教員より提示された学習に

取り組みます。 

3 その他 

・操作方法等ご不明な点については，以下の本校情報担当のメールアドレス宛にご連絡ください。回答までに

少々お時間をいただくことがございます。予めご了承ください。

・インターネット接続に伴う通信料に関しては，各家庭でご負担いただきますようお願いいたします。

・アカウントの管理やアプリの利用，書き込み等を行う際は，保護者の方の管理下でご対応ください。

・サインイン等の詳しい操作方法は，裏面の説明をご参照ください。

・正式に利用開始ができるのは 3 月 2 日(月)からの予定です。それ以前にサインインをしても，チーム表示等

ができない場合がありますので，ご了承ください。

■問い合わせ先 本校情報担当 小池 翔太 mail： koike.s@chiba-u.jp

【重要】 

X 年 X 組 X 番 XX XX さんの情報 

アカウント： XX@XX

パスワード： xxxx

※パスワードは，大文字・小文字，類似した数字と英語(0 と o など)等に注意してください。

※「Teams」へのアクセス・利用方法等については，裏面を参照してください。

資料⑦
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【Teams初回の使い方(スマートフォンの例)】 

※事前にアプリをインストールして使用することを推奨します。

※パソコン等で利用される場合は，「Teams」と検索し，右記 URLへアクセスしてください。 https://teams.microsoft.com/

①「サインイン」を選ぶ ②表面アカウントを入力「次へ」 ③そのまま待ちます ④パスワード入力し「サインイン」

⑤左上メニューボタン   ⑥「アクセス許可…」が出た時 ⑦課題を踏まえて学習写真を撮影  ⑧友達の投稿もチェックしたり

→「国立大学法人千葉大学」 →「承諾」を選びます。 →投稿(記名を忘れずに) スタンプを送ったりできます。

↑組織が「千葉大学」のままだと何も表示されません。 

(コンピュータの場合は，右写真のように画面右上から選べます。)

【補足】 

・スマートフォンのブラウザでアクセスすると，右のようなエラーが出る場合があります。

その際は，画面の指示通りに，アプリをダウンロードしてください。

・アカウント名は変更できません。そのため投稿しても名前が判別できません。

なるべく撮影前に書いた紙か各投稿で名前を明記して頂ければ幸いです。

・Windows・Mac等のコンピュータでも利用可能です。 2年生では今年度にローマ字入力の

学習もしましたので，この機会にパソコンを活用して復習して頂ければ幸いです。

・今回は試行的な取り組みであるため，十分に活用できない可能性があります。

休校明けに可能な限り配慮等を行ってまいりますので，ご了承ください。

・きょうだい関係のある方は，アカウントの切り替え等にお手数をおかけしてしまいますが，ご理解の程お願いいたします。

【自宅学習方法の例(予定)】 

[基本]・投稿機能を活用した課題の提出・交流学習 

・教員からのインターネット上の資料・動画等の教材の紹介ならびに視聴(NHK for School等)

[応用]教員からの動画配信や，児童同士でのビデオ通話による交流学習 

iOS(iPhone,iPad)→ Android→ 
1・2 年生向け 

※画像はいずれも Microsoft Teams ウェブサイトならびにアプリより引用 



 

【Teams初回の使い方(パソコンの例)】 

※コンピュータの学習の復習も兼ねて，パソコンやタブレット PC等での利用を推奨します。

「Teams」と検索し，右記URLへアクセスしてください。 https://teams.microsoft.com/  (スマートフォンの場合は上記QRコードよりアプリをご活用ください)

①「Teams」検索し「サインイン」 ②表面アカウントを入力「次へ」 ③そのまま待ちます ④パスワード入力し「サインイン」

⑤画面右上の「千葉大学」 ⑥「アクセス許可…」が出た時 ⑦教科(チーム)を選び，学習を進めてください。

→「国立大学法人千葉大学」に →「承諾」を選びます。 →投稿の際は記名を忘れずに

↑組織が「千葉大学」のまま 

だと何も表示されません。 

スマートフォンの場合は，

メニューボタン の下 

にあります(右図)。 

【補足】 

・スマートフォンのブラウザでアクセスすると，右のようなエラーが出る場合があります。

その際は，画面の指示通りに，アプリをダウンロードしてください。

・アカウント名は変更できません。そのため投稿しても名前が判別できません。

なるべく撮影前に書いた紙か各投稿で名前を明記して頂ければ幸いです。

・Windows・Mac等のコンピュータでも利用可能です。アプリもあります。

・今回は試行的な取り組みであるため，十分に活用できない可能性があります。

休校明けに可能な限り配慮等を行ってまいりますので，ご了承ください。

・きょうだい関係のある方は，アカウントの切り替え等にお手数をおかけしてしまいますが，ご理解の程お願いいたします。

【自宅学習方法の例(案)】 

・教員からのインターネット上の資料・動画等の教材の紹介ならびに視聴(NHK for School等)

・投稿機能を活用した意見交換

・教員からの動画配信や，児童同士でのビデオ通話による交流学習

3～6 年生向け 
※画像はいずれも Microsoft Teams ウェブサイトならびにアプリより引用 








