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北大東小学校を実践校，都市地区の浦添市立前田小学校を研究協力校として，平成８年度から10年
度にかけウ文部省による「へき地学校高度情報通信設備（マルチメディア）活用方法研究開発事業」

に関わってきた。研究の主題は，衛星通信による情報通信設備（マルチメディアテレビ会議システム）
を用いた双方向遠隔協同学習の活用方法に関する検証・研究である。本稿では，この事業に参加して
得られた貴重な体験を論じることにした。

１事業の概要

高度情報通信設備（マルチメディア）活用方法
研究開発事業：文部省，沖縄県教育委員会，浦

文部省のこの事業は，交通などの条件に恵ま

れていない離島や山間地の学校などを光ファイ
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バーや通信衛星を利用し，高速・大容量の通信
回線で，都市部の学校などと接続し，マルチメ

図１文部省の事業の概要

ディア対応の高性能なテレビ会議システムの情
報通信設備の導入により，その効果的な活用方

その内容は，文字，音声，動画などの大容量

法の在り方などを検証・研究することを目的と

の情報を高速で，高品質に伝送できる光通信や

している（図１参照）。

衛星通信のほか，広域に普及しているデジタル
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２研究開発事業のながれ
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遠隔協同学習の主たる目的は，
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｢お互いの地域を深く理解する」，

｢先端技術への目を開く｣，「へき地
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の学校の課題を解消する」を検証・
研究する!)2)。

魁

（平成８年度）

北大東村
北大東小学校
（実験校）

①両校の児童が遠隔協同学習に
親しむため学級活動でお互いの地
域や学校の様子を紹介する。
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②教科での活用を探るため発表
会形式による単元学習を実施する。

学級活動を中心とした遠隔学習の
試行する。

③教師が機器操作に慣れる。

④協同学習の方向性を探るため

の情報交換や討論等を行う。

⑤児童の実態調査を行う。
（平成９年度）

①両校の児童がテレビ会議シス
テムを用い，あたかも同じ教室で
学習を進めているような授業展開
を図ろ。

②いろいろな教科(国語,社会．
算数，理科等）で実施する。

図２遠隔協同学習の様子

③効果的な活用法を教科指導で

通信網を利用して複数の学校間を接続し，大画
面テレビなどで相手方の顔を見ながら，双方が

実践研究し学校内の推進を図る。
（平成10年度）

①マルチメディア機能をコンピュータと組み

一体となった授業（遠隔協同学習）をするもの

合わせ，情報活用能力を高める。

である。

②マルチメディアの機能を教室外に持ちだし

具体的には，遠隔地の離島に所在する北大東

小学校と都市部の浦添市立前田小学校との人工

授業を実施する。

③その他いろいろな可能性を求めた教科指導

衝星を介した情報通信設備（マルチメディア：
テレビ会議システム）により，音声・映像・電

中心の授業実践を行う。特にへき地教育におい

子ボードといった様々なメディアを効果的に活

ては．遠隔の地にあるが故の障壁を乗り越え・

用し，双方向の交信を通して遠隔協同学習を行

学校教育の充実をめざす。

うことである。北大東小学校は実践校，都市地
区の浦添市立前田小学校は研究協力校である

３小規模校としての利点と課題

(図２参照）。
北大東島は沖縄本島から東に360kmの遠隔地
－２－

で，北大東小学校は，児童数52名の－村一校の

⑤環境が変わり，はじめての人に接した時

併置校であり，小規模校として次のような利点

や，大勢の場での意志表示がうまくできない。

と課題がある。

（利点）

４研究仮説

①児童生徒は明るく素直で，学習活動や行
事，休み時間等，学校生活面で学年枠を飛び

（お互いの地域を深く理解する）

越えた活動をしている。

地域性が違うことを踏まえ，お互いの地域を

②幼少から互いの名前，顔，性格などを細
かく知って兄弟的つきあいに近いため各学年

深く理解し，同時に多くの友達を持つことの喜
びを得ることで，豊かな人間形成が図れろ。

学級の枠を超えて活動しやすい。

地域の歴史，環境，風土，文化，地域の伝統

③教師にとっては学級が少人数なため，児

芸能など地域素材を紹介し合うことでヮ自分の

童生徒一人ひとりへの個別指導がゆとりを持っ

地域を深く理解すると同時に相手校の地域を深

て行える。

く理解できる。

（課題）

（先端技術への目を開く）

①へき地であるため新聞，テレビ，ラジオ

通信衛星によるテレビ会議システムの授業は，

などのマスメディアからの情報量が少なく不

映像，音声さらに電子ボード，書画装置等のマ

便である。都会との情報格差が大きい。

ルチメディアを使った情報交換が，双方向にで

②幼少からの兄弟的付き合いのため人間関
係が固定化している。

きることから先端技術に触れることになる（図
３参照）。

③学級が少人数なため，一人二人の意見交

マルチメディア先端技術がどのような仕組み

換だけで話し合いが終わり，多様な考えが出

になっており，どのように使えば，自分の意見

ず，内容面で深まりにくい。

を相手に効果的に伝えることができるかを自ら

④児童生徒間の切瑳琢磨な機会が乏しい。

考え，より効果的な活用の方法を工夫すること

システム制御調整卓
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図３テレビ会議システムの主要機器
－３－

６ＴＴによる授業実践

になる。

情報活用能力「情報及び情報手段を主体的に
選択し活用していくための個人の基本的な資質

(読み，書き，算盤と並ぶ基礎・基本）」を学

ＴＴ（ティームティーチング）による授業実
践は３～４人構成で行った。

Ｔ１は主たる授業者で，授業全体の流れを担

校教育で高める面からも有意義となる。
（へき地校の課題解消）

当する。Ｔ２は相手校の授業者で，児童の考

遠隔合同学習を展開することで，北大東小学

校のへき地校としての課題が解決できる。

えの発表や話し合い参加のための支援（個別的

対応も含めて）を行う。またＴ３は機器操作担

少人数のため多様な考えが出ず，内容面で深

当者で，授業の流れに応じたスクリーン・カメ

まりがない点については，各教科や道徳・特別

ラ・電子ボードの操作，マイク（集音マイク，

活動等で，様々な意見を持った児童がいること

ワイヤレスマイク）準備と音量調整，プリント

に気づかせる。

配布等に携わる。授業者が小規模校の場合は一

環境が変わり，はじめての人に接した時や，

人でＴ１及びＴ３を兼ねることもある。

大勢の場での意志表示がうまくできない点につ

授業者及び機器操作担当者全員で協力しあい

いては，発表する機会を多くとることで，自分

ながら遠隔協同学習に使う視聴覚資料の作成，

の考えを修正し相手に分かりやすく表現する方

発表会形式等の授業のタイプに応じた司会・発

法を気づかせる。

表者の位置の検討，さらに資料に応じた提示方

基本的には，発表形式的，課題解決的な授業

法の工夫などを事前に検討した。

形態で遠隔協同学習を進める。

提示方法の工夫は，例えば，書画装置ではど
のような大きさで書けばいいのか，紙に書いて

５研究推進活動

発表するときの字の大きさや位置，数，色の工

夫はどうか，壁に提示して発表する場合の字の
遠隔協同学習を推進するに当たって，両校に

大きさや位置，数，色の工夫はどうか，など。

研究主任，推進委員会，研究会をおいた。各学

また，画面合成装置を使うと画面の縦・横分割，

年研究部は両校合同で研究活動を進めた。
研究推進と全体的な課題調整は研究主任を通
じて相手校へ伝え教師間の意志疎通を密にした。
研究を推進するに約360km離れた両校の教師が
一堂に会してテレビ会議システムを用いて研究
会を持った。それが困難な場合は，電話やファッ

クス，郵便等の手段を用いて意志疎通を図った。

電子ボードと29インチモニター（左・生徒用、右・先生用）

両校の教師は，できるだけ相手校の現状や環

境を理解するためお互いを訪問し，意見を交換
し児童との直接交流も行った。時には，両校の
教師が入れ替わって相手校の児童と授業を行う
ことも試みた。

固定カメラ

研究テーマや実践研究については，共通理解
のもとに理論研究，研究校視察，教材研究，研

究授業，授業反省会を通しながら研究内容の充

実を図った゜研究授業の日程は年間の教育計画
に基づいて行った。

電子ボード用プロジェクター８０インチ大型スクリーン用

図４テレビ会議システムの機器
－４－

分割幅が自由自在であることから授業にあった

展開ができる。なお画面分割（映像の合成）に
脇

は，教師と全体像，発表者と児童全体，黒板と

CoUa

児童全体，発表者とノート（書画映像）などの

emote/DistanceEducntion
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工夫ができる。

７遠隔協同学習の実証

衛星通信網、デジタル通信網、光ファイバー網、電話回線網

図５遠隔学習

テレビ会議システムで，あたかも一つの学級

にいるかのような臨場感を醸し出し，同時双方

同じ教室で授業を展開していると思われるほど

向性の遠隔協同学習が可能になった。

のＴＴ方式の授業実践にも大きな成果があった。

この遠隔協同学習では360kmも離れた教室に

児童生徒（学習者側）にとっては「遠くにい

いながら，両校の児童生徒は互いを身近にとら

るお友達と楽しく勉強できた」遠隔学習を，ま

え，大勢の仲間と一緒に学習しているという意

た授業者（教授側）にとっては，「遠くにいる

識を芽生えさせてくれた。そして多様な考え方

先生方と有意義な授業運営ができた」遠隔教育

に触れ，視野の広がりをみせた。「いろいろな

が実現できた。

意見を聞くことができてよかった」「学ぶこと

なお，遠隔地域との交流学習で，授業運営が

がいろいろあった」という自己評価が多く見ら

ＴＴ（ティームティーチング)的なグループワー

れた。

ク（コラポレーション）であることから「遠隔

児童の遠隔学習に対する意識，機器の操作，

協同学習」が実証できた。

曰頃の教科における学習意欲・態度等に大きな

好ましい変容が見られた。授業時間や児童数と

８児童の意識の変容

の関係で，発表できない子も多数いたが，話し
合い活動への参加の仕方，常に自分の考えを持

平成９年度及び10年度における児童の意識の

ち友達の意見を聞くことで生まれる新しい発見，

変容を分析してみた。北大東小学校は平成９年

感動，喜びなどを感じとっていた。

度に各学年の総計33人，平成10年度に43人，ま

教師間の交流もテレビ会議やFAX，電話等
による教材研究を含め，両校の教師が同じ学校．

た前田小学校は平成９年度に総計137人，平成
10年度に232人である〔図６～10参照〕。
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図６協同学習は楽しかったですか？
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鰯とても楽しかった
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前田小９年度

０６４

□まあまあ楽しかった

０５４

□楽しくなかった

北大東10年度

１）協同学習は楽しかったか？

お互いの地域と映像や音声を通して知らせ合う

図６にみるように全般的にみて両校とも「協

同学習は楽しかった」と自己評価している。平

ことで，新しい発見を得ながら，親近感を増し
ていった。

成９年度は両校とも－部「楽しくなかった」と

⑥「ペア学習」を取り入れたことで，両校の

いう児童もいたが10年度にはほぼ全員が「楽し

児童がより身近な存在として学習できる喜びを

かった」としている。

味わえた。

【自己評価】

⑦生き生きと相手校の画面を見つめ，名前を

①島に学校が１つしかなく，他の学校の同級
生と会う機会のないへき地では，友だちを増す

覚え，先生の話に耳を傾け，しっかり自分の意
見を述べた。

⑧修学旅行を利用して直接会い学習したり，

ことが難しいが，交流を通して友だちを増すこ

夏休みで沖縄本島に来たとき児童同士合ったり，

とができた。

②互いに顔見知りになり，親近感を持って授
業に臨んだ。友達ができた嬉しさと，大勢の中

画面以外の直接交流の時間も持ちお互いが理解
できた。

で学習する楽しさを味わった。しかし，互いの

⑨教師の機器への研究が進み，マルチメディ

存在が気になり，授業に集中できない面もみら

ア室を離れ，オープンスペース等での授業がで

れた。

きたことで，授業は「楽しくどこでもできる」

③学級活動（単位時間学習）を最初に位置づ
け，自己紹介やゲームなどで児童同士の和やか

という感覚になった。児童にもプレゼンテーショ

ンや発表の工夫が見られるようになった。

な雰囲気作りを行うことで友達としての意識が
高まった。

２）学習したことがよくわかったか？

④互いの地域や学校の様子等を紹介する取り

学習の理解度については，図７に示すとおり

組みの中で地域を知ることができた。意見を交

である。前田小学校では理解度が高まったと判

わしたり，取材したり，ビデオやコンピュータ

断されるが北大東小学校はその逆である。

等を活用して編集したり，その結果を発表しあ

【自己評価】

いながら，－人ひとりが主体的に取り組むこと
で理解が深まった。

①マルチメディアを活用した授業実践研究は，
マニュアルの少ないなかでの協同研究であった

⑤画面を通して調べたことを発表し合い，質
問し合うことで，発表する喜びを味わった。叉

ため，教材研究に時，膨大な時間がかかり苦労
も多かった。

イダ、ＴＩ、／ヘヘハグ‐ハ八，１
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図７学習したことがよくわかりましたか？
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鬮よくわかった

０２８

□まあまあわかった

北大東９年度
北大東９年度北大東10年度前田小９年度前田小10年度
北大東10年度
前田小９年度
前田小10年度
３８８

□わからなかった

②両校の教科書が違うこともあり，教育課程

自ら進んで発表する児童が増えた。

を揃えることに苦労することもあったが，新し
い研究という強い意識で取り組んだ。

④多くの児童生徒やカメラの前で発表するこ
とで多様な考え方を身につけ，自分の考えを堂々

③教科書が異なることから，資料の選定，収

と発表できるようになった。

集，提示に工夫が必要になった。協同学習によっ

てより効果的な学習内容を両校の年間指導計画

⑤機器を通して発表することに喜びを感じ，
自ら進んで活動することができた。

の中に組み込み，１０年度は無理のない指導がで
きるようになった。

⑥意欲均で発表する児童も多く，マイクの受
け渡しもスムーズで，授業者の話し合いのすす

④限られた画面で授業運営するため，授業者

め方も良くなった。

にとって，相手の子供のつぶやきや全体の様子

⑦生き生きと相手校の画面を見つめ，名前を

が見えない。そのため児童の気持ち等がつかみ

覚え，先生の話に耳を傾け，しっかり自分の意

にくい。相手方の先生が主になって授業を進め

見を述べた。

ているとき児童の反応が弱い。

⑧調べ学習に図書室の本を多く利用し，まと
め方も上手になり，相手に自分の話をより分か

３）自分の考えを進んで発表したか？

るように伝えたいとの気持ちの現れが発表力を

児童が「自分の考えを進んで発表したか」に

身につけた。

ついては，図８に示す通りである。両校とも

｢進んで発表する」傾向が強まった。平成９年

⑨練り合いの場面も多く見られ発表力が以前
にも増して身についてきた。

度は前田小学校の約６割が「できなかった」と
しているが，１０年度は２割弱と減っている。

４）スクリーンの画面は見やすかったか

【自己評価】

スクリーン画像は見やすかったかどうかにつ

①画面を通しての授業になるので，テレビを
観ている感覚でお客さんになりやすい。

いては図９に示すとおりである。平成９年度よ

り10年度は見やすくなっている。平成９年度は

②音声言語の活動に慣れない子供たちは意図
的に「話す」ことの大切さを体験させるきっか

前田小学校で「見えなかった」が約25％あった
が，１０年度では３％に減っている。

け作りを行って発表させた。

スクリーン画面は機器操作担当者の人数，操

③一度の発問で理解できない児童については，
学習を重ねることで聴く力を養った。その結果

作技量（カメラワーク，画面分割テクニック，

教材提示方法）にも大きく左右する。
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図８自分の考えを、進んで発表しようとしましたか？
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図９スクリーンの画面は、見やすかったですか？
【自己評価】

し，聞く態度が真剣になった。

①北大東においては，授業をしながら機器操
作を行うので，授業を進めるＴ１になるのは厳

５）相手の学校の先生や友達の声は聞きやす

しく，授業の内容構成に限界が生じた。

かったか？

②スクリーンに映しだされた資料で見づらい

「相手の学校の先生や友達の声は聞きやすかっ

ものがあった。書き直して再提示する必要があっ

たか」については図10に示すとおりである。両

た。

校とも平成９年度より10年度は聞きやすくなっ

③聞く態度の指導が必要な児童が何人かいた。
子供の興味・関心を引くことや，画面に長時間

たと評価している。

【自己評価】

①発表者の声が小さく場内に通らなかった。

集中させることに難しさを感じた。

④操作を順序立てて３つのカメラを有効に使
えば，いろいろな映像をおくることが可能になっ

②ハンドマイクの受け渡しの際，間延びして
授業の流れが停滞した。

③ワイヤレスマイクでの発表はマイクの受け

た。

⑤機器操作担当者の技量アップや授業運営が

渡しで間延びするので集音マイクを使用したが

スムーズになったことで，どの子も画面に集中

児童の声が聞き取りづらくなることが多かった。
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図１０相手の学校の先生や友達の声は、聞きやすかったですか？
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④回を重ねるごとにマイク等

機器の取り扱いに慣れ授業がス
ムーズに流れた。

，鎚急

⑤マイクの使い方を－人ひと

り考え，全員に聞こえるよう声
の大きさに注意しながら発表す

ぶ

る態度が身についた。
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蕊

研究開発事業｣の研究主題であ

る「マルチメディアを活用した
効果的な学習活動の工夫」を，

前田小学校と北大東小学校の教

諭とともに３年間，遠隔協同学
習が研究できたことは貴重な体
験となった。州

マルチメディアを活用した授

業実践研究は，マニュアルのな

し)協同研究で，教師側にとって
は教材研究に膨大な時間がかか
り苦労も多かった。鮨：～
360km離れた両校の教師が心

・霧醗■■》。

「へき地学校高度情報通信設

備（マルチメディア）活用方法

輪1i1年２月5日隆）

午前中に功･小･中･商の各会鰯校で公開授禦と研究交流を符li鐘鈩6午後から繍繊瀞前H1小学校体育館にて全休会と記念シ
ンポジウムを閲俄します.夢加費はZpOO円(研究紀要代含む)です8多くの先生方のご参加をお待ちしています6なお､当日は
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画面枠を通して双方向に授業研
究を進めることは経験がなかっ
埜騒!piii;;鱸#jiiご嬬劉;斬驚総劃HIilUM勤蕊理

１時間の授業を作り上げるの

に多くの時間を要した。教科書
や単元の調整はテレビ会議シス

テムを，話し合えなかった部分
は電話を，児童の作品やメッセー

ジ等は郵便を，さらに指導案や

羽｣エニ午亜

害可と厨ﾛロ

資料はファックス，インターネッ
トを利用した。まさにマルチ手

段（メディア）による意志交信
となった。人的交流の難しさが
実証できた授業研究であった。

児童も直接会って活動する機

欝i篝霊霊塞iIii::Wj::|…)■■

脚illlI鶏Ii霊騨蝋蝿塞禽醗蝋纈ii謬蒋螂職

を一つにし，限られた時間枠，

た。
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会が少ないなかでの協同学習となったが，情報

伊計義治，教諭：當眞洋子，大田徳雄

機器等の先端技術に触れ活用することで遠隔の

･前田小学校校長：久場良重，教諭３名嘉

友達と意志疎通が図れた。さらにコンピュータ

久美子，金城良弘，宮国敬，長嶺聡子，當

等の情報機器を使うことで全世界に広がったネッ

眞綾子，田端一正，副主査：安次嶺敏勝

トワークを体験し，自分の欲しい情報の検索や
インターネットのホームページでの情報を発信

③平成10年度
。北大東小学校校長：桃原致上，教頭：多
和田眞修，研究主任：阿波連本恵，１年：

もできるようになった3)。

これらの研究成果が，全国各地で開催される

比嘉良成，２．３年：新垣利恵，４年：阿

第47回九州地方放送教育研究大会のブロック大

波連本恵，５年：輿島守，６年：中村辰子

会（1999年２月５日）で発表された。午前は各

・前田小学校校長：大城常夫，教頭：古謝

校種別の研究会，午後は全体研修会で記念シン

久子，研究主任：与古田思信，２年：真栄

ポジュウム「マルチメディアが教室を結ぶ」を

田幸子，松田邦子，比嘉奈津子，垣花利枝

行った。浦添市前田小学校と北大東小学校を衛

子，伊禮優子，金城節子，３年:古堅啓子、

星回線で結んで新しいメディア教育の可能性な

本山智美，渡口学子，高江洲恵子，４年：

どを探った。

宮里照美，川満睦子，仲宗根史子，中野謙

この模様は1999年３月６日，ＮＨＫ教育テレ

６年：山城ちえ子，佐久田悟，前里季織，

ビ放送の番組「教育トゥデイ'９９．メディアと

呉屋祐子

教育」で「島からの発信１メディア学習～沖

【参考文献】

縄の取り組みから」と題して放送された`)。ま
た1999年３月27日，沖縄ＮＨＫ教育テレビ放送
の番組「トークおぎなわ」で「マルチメディア

l）平成９年度，へき地学校高度情報通信設備

が教室を結ぶ」と題して放送された。

（マルチメディア）活用方法研究開発事業

（研究集録・理論編），平成10年１月

[研究同人］

2）平成10年度，へき地学校高度情報通信設備

（マルチメディア）活用方法研究開発事業
①平成８年度

（研究集録理論編・授業実践編），平成10

・北大東小学校研究主任：幸地巧，教諭：
仲井真敦子，高松隆二

年11月

3）北大東小学校ホームページ：http:〃www・

゜前田小学校教頭：宮城安英，教諭：佐久

ii-okinawa・nejp/people/kitadai/syogaku

田啓子，本村弘代，西平富弔内間おりえ，

宮城アケミ，玉寄美津枝，武富剛，新田マ

／3nenhtml

4）教育トウデイ'９９．メディアと教育「島

リ子

からの発信１メディア学習～沖縄の取り組

②平成９年度

みから～」http:〃www６，hk.or・jp/sch／

・北大東小学校校長：大城常夫,研究主任：

－１０－

H10media/media990306.hｔｍｌ

