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*琉球大学教育学部附属中学校 料琉球大学教育学部

I主題設定の理由

1 昨年度までの研究の成果と課題から

これからの社会は、スマートフォンやタブレット

機器等の普及に伴い、インターネットを中心とした

多種多様なサービスが展開され、情報端末機器が生

活の重要なツールとして定着していくことが予測さ

れる。特に、ネットワークを媒介したデータのやり

取りや、 他者とのコミュニケーションツールとして

の利活用は、これからの社会を生きていくために必

要なスキルのーっとなっている。また、平成25年に

閣議決定された「世界最先端口国家創造宣言」にお

いても無線LANの整備やデジタル教材、コンテンツ

等の積極的な活用が掲げられ、児童生徒一人一台の

情報端末による教育の本格展開の検討が行われ、教

いう活動まで至らなかったことが推察できる。能動

的な姿勢で学習に取り組ませるためには、生徒の興

味・関心の高い素材を準備するとともに学習の明確

なねらいと適切な学習環境等の授業デザインが求め

られる。本研究では、これまで3年間培ってきた内

容を更に発展させて、 ICTを活用したアクティブ・

ラーニングの授業の効果を検証してみたい。

2 ICTを取り入れた学習の生徒の変容

昨年度は、グループ学習にICTを取り入れること

で、生徒自身が自分の考えを整理したり、学んだ内

容を互いに共有することで学級全体の学び合いを高

めることができた。特に製作実習においては、タブ

レット機器を活用して日々の製作状況の記録を取

育分野におけるICTの活用が一層求められている (1)。 り、加工の修正のポイントをまとめることで、加工

そこで、本校技術科では、平成25年から3年間をか 技術の向上が見られた(図 1)。

けてICTを活用した学び合いについて研究してきた。

成果としては、ネットワークを積極的に活用し、製

作実習のなかにクラウド環境を用いることで対話を

生み出し、互いに作品の構造や加工技術について学

び合いを深めることができた。タブレット機器を対

話のツールとして取り入れることで、互いに話し合

い、他者の考えや意見を共有して課題を解決してい

く場面が増えた。また、生徒自身が自己の学びをデ

ータ化して記録、蓄積することにより、振り返りと

自分なりの理解を再認識することに繋がった。しか

し、課題として積極的に互いに議論をしたり、課題

解決に向けた話し合い活動まで発展できずに、機器

を中心とした操作や表面的な発表に偏ってしまう傾

向があった。要因と しては、授業内容が多すぎたり、

発問の問いが暖昧だ、ったため、互いに協議させると

塗装

切断
100 ..・..1国軍IJ

ー← グループ

材料の調整

図 1 個人の技能の変容(昨年度)

この内容から、生徒同士の学び合いにICTを取り

入れ、他者の考えや意見交流を通すことで互いに試

行錯誤しながら実習を進めてし、く場面が増えること

が分かつた。グループ間でタブレット機器を用いた
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記録をもとに製作状況を比較しながら考えること

で、修正箇所を見つけてよりよく改善し、最終的に

は、協働しながら加工技術を高められた。この変容

は、生徒の能動的な学習を促す機会となることが期

f寺できる。

E本研究の目的

生徒が能動的な学習に向かうための課題設定や授

業デザインについて調べ、 学習意欲を高める学習環

境や授業づくりについて研究する。方法としては、

ICTを活用した授業カリキュラムを設計し、生徒個

々の思考を可視化させ、多様な考え方の共有や学び

の過程の振り返りができるようにしたい。実際の授

業では、課題解決の場面を目的に合わせて協働的な

学びができる学習形態を設定し、 ICTを活用した効

果的な学習方法について追究する。

E 目指す生徒像

入れるのではなく、学習形態や授業場面等、どのよ

うに工夫したらICTの効果を発揮することができる

かについて考え、アクティブ・ラーニングと関連付

けた学習環境の構築が求められる。

2 ICTを活用した授業カリキュラム

文科省の「学びのイノベーション事業」により開

発された指導方法の類型では学習場面に応じたICT

を活用した授業のポイントを「一斉学習JI個別学

習J I協働学習」の 3つの視点でまとめているへ

一斉学習では、写真やイラスト等をコンテンツと

して提示することでより具体的な説明ができるた

め、生徒の興味・関心を高めることができる。その

ため、主に導入や生徒の注目を集めたい場面におい

て有効である。個別学習では、教師の制作したデジ

タル教材を活用したり、 web等を用いて自らの疑問

について調べることで、自分に合った進度で学習す

ることが容易となる。また、一人ひとりの学習履歴

を把握することで個々の理解や関心の程度に応じた

学びを構築することができる。協働学習ではタブレ

ICTを活用した協働学習を通して自分の考えを整 ツト機器を活用し、教室内の授業や他校との交流学

理し、思考力を活かして課題を解決できる生徒。 習において生徒同士による意見交換、発表等、個々

W 研究内容

1 21世紀型の学びと ICTとの関わり

国立教育政策研究所では、 21世紀を生きるために

必要な資質・能力を整理して、中核となる「思考力」、

それを支える「基礎力」、両者を使い分けを方向付

ける「実践力」という三層構造で示している ω。資

質・能力に関しては、子どもが元々もっている考え

る力を信じて、生徒自身が自力で考えられるような

課題を準備することが大切である。従来行われてき

た教師中心の授業から生徒主体への学習スタイルの

転換が行われ、一人ひとりが自分なりの分かり方を

求めて追究していく授業が必要とされている。授業

では、教師の適切な問いや課題の提示、そして、生

徒の資質・能力と内容理解をつなぐ有効な学習活動

をデザインすることの重要性が増している。生徒個

々によって異なる学習活動を支援するためにはICT

の活用が有効で、あり、単に一つのツールとして取り

で学んだ内容を共有した学び合いがある。主にペア

活動やグループ。活動を通して、思考力、判断力、表

現力などを育成することができると考える。本研究

では、どの場面においてICTを有効活用することで、

生徒の能動的な学習を促進することができるかにつ

いてアクティブ・ラーニングを取り入れた授業カリ

キュラムを次のようにまとめた(図 2)。

[綬業導入】 | 一斉学習
・デジ5ルコンテンツを活用することで本時の間いや課題を
視覚的に提示することで明確にする

安興味関心を高める工夫

*画像や動画等の，舌用

【思考・判断】
・個人で考えた内容をベア、グループで共有する

*複数の考えや意見を諾諭して整理する
女学級問、学級の枠を超えた意見交流

安思考の可視化

図2 能動的な学習を促進する授業カリキュラム
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生徒聞の端末をネットワークで接続し、タブレッ

ト機器や授業に有効なアプリ等を取り入れてICT環

境を整えて効果的に活用することは、分かる授業や

考える授業をっくり出し、生徒の確かな学力の育成

に繋がる。教師の問いに対して試行錯誤する場面を

設定するには、題材のなかにICTの活用場面を意図

的に組み入れた授業カリキュラムが必要である。

3 ICTを活用したアクティブ・ラーニングの

授業デザイン

生徒一人ひとりの学びをネットワークを用いて共

有することで、生徒同士の考えを広げ、深める機会

となり協働的な関わりを通して学ぶことができる。

多様な考えに触れることで思考する場面も増え、振

り返りの場面では各々が個人で考えたことを整理し

てまとめることができる。

ICTを活用したアクティブ・ラーニングでは、教

師の授業のねらいを明確にし、どのような課題や発

問によって生徒が思考するのか、どの場面で議論し

たり深く考えることができるのか等、授業全体を見

渡した教材の準備が求められる。図3のように、ア

クティブ・ラーニングを軸とした題材の開発と 学習

形態、端末の数等を視野に入れた授業デザインと指

導計画との位置づけが重要である。また、生徒の能

動的な活動を促すためには、学習内容の精選と教師

の授業の意図をコンテンツとして制作し、タブレッ

ト機器を介して提示することが有効的であると考え

ている。

考えの分類・整理

1 学級肉の情報共有
教室内における I (ペア1台・巨的に合わ
思考力・判断力・表現力の |せてグループ複数台)
深まり

図 3 アクティブ・ラーニングの授業デザイン

【個別学習】

基礎・基本の習得

思考の深化・自己内対話
(生徒1台)

V 授業実践

1 1学年授業実践事例

「材料の切断と加工J(C02削減フ。ロジェクト)J 

(1) 主題

日常生活で発生する二酸化炭素の発生量を知り、削減

するためにはどのような行動が必要か考える。

(2) 目標

発生する三酸化炭素の量を計測し、削減するた

めに必要な行動目標について、ネットワークを活

用して協働的な視点で解決する。

2 本実践の目的

昨年度の製作実習より、環境保全を意識した取

り組みとして木材加工の材料に 「間伐杉材」を使

用している。実習を通して、森林の成長過程で密

集する立木を間引し、た木材の有効利用について考

えられるように工夫し、間伐材を材料とした製作

に結びつけることにより、環境保全に対する関心

が高まりつつある。授業では、資源を無駄なく利

用する観点から身近な生活を見直し、地球温暖化

に影響を及ぼしているC02に着目し、 「エコジャク

(山崎教育システム)Jを活用することで、目に見

えない二酸化炭素の排出量を数値化して可視化で

きるようにした。題材を通して暮らしや技術につ

いて見つめ直し、個の暮 らしから家族や地域に目

を向ける機会として、各家庭で実践できるように

したい。本題材では生徒の考えや意見をクラウド

上にアップロードし、互いの意見をリアルタイム

に交換し合 うことで建設的な意見交流を促し、 ICT

を活用した協働的に学び合 うことのできる授業実

践を目指す。

3 実践内容

(1) 授業実践の概要

生徒は、ニュースや新聞等を通して地球温暖化の

原因となっているC02に関する情報や削減の必要性

についての知識はある程度知っている。 しかし、実

際には普段の生活のなかでどれぐらいの量のC02を

排出しているかについては把握することが難しく、

身近に考える場面は少ない。本実践では、 ICTを活

用したアクティブ・ラーニングを取り入れた授業を

凸
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展開することで、グ?ループρ活動を活性化できるよう

に、学習内容と発聞の工夫と学習形態等を考えた。

題材計画を以下に記す。

題材計画

[学習内容①1
0地球温暖化が引き起こす問題 (1時間目)

[思考を誘 う発問]

「温暖化が原因でどのような現象が起きるか考えてみ

よう」

[アクティブ・ラーニングの場面】

0温暖化がもたらす被害の映像をもとに話し合う。

(グループ活動)

[学習内容②1
0日常生活にあるC02の排出 (2時間目)

[思考を誘う発問]

「日 常生活のなかでどのようなものがC02の排出量が

多し、か ?J

[アクティブ・ラーニングの場面】

01日の生活からC02の排出量についてどれぐらい発生

しているかを考える(ク、、ルーフ。活動)

[学習内容③1
0 1エコジャクの使い方J(3時間目)

[思考を誘う発問]

「エコジャクを活用して普段の生活で、どれぐ らいの

量のC02を排出しているか調べてみよう」

[アクティブ・ラーニングの場面】

Oエコジャクを活用して、目に見えなし、C02の排出量

を数値化して一般家庭の1日の発生量について知る。

(べア活動)

[学習内容④1
o IClicaクラウドを活用した情報共有J(4時間目)

[思考を誘う発問]

「各家庭がエコ生活で実践できそうな内容についてネ

ットワークを活用して共有しよう j

[アクティブ・ラーニングの場面]

OrCTを活用して各自が実践できるC02の削減方法につ

いて模索する(個人斗グループ)

[学習内容⑤1
o ITさん家族のエコライフ診断J(5時間目:本時)

[思考を誘う発問]

IC02削減アドバイザーとして問題を発見してアド、パ

イスしよう」

[アクティブ・ラーニングの場面]

0生活状況を分析して、問題点を探し出し、 C02の削減

ポイントを提言する。(ベア司グ、ループ斗学級全体)

授業実践では 1C02削減アドバイザーとして、問

題点を発見しアドバイスすることができる 」を本時

のねらいとして展開した。

学習の流れと生徒の活動

[導入1
OTさん家族の生活状況を知る。

-日常生活の交通、炊事、洗濯、家電等の使用状況に

ついて

・家族構成から見る生活状況

[課題提示(本時の間い)] 

~C02削減アド、パイザーとして問題を発見してアド、パ

イスしよう』

・これまで習得してきた内容を活かしてアド、パイザー

の視点をもって課題を解決する。

[ベア活動①】

O生活のなかにある行動を分析する。

[エコライフチャート ・エコジャクの活用]

・エコライフチャートからC02の排出量が多い生活行

動や時間帯を洗い出す

・エコジャクを活用して家庭の中で排出されるC02の

量を計測する

[べア活動②1
OTさん家族のC02の排出量削減計画

[クラウドネットワークを活用した情報共有]

-家族の生活行動と C02の排出量の関係、を検討しどこ

に無駄があるのか話し合う。

・ペアで話し合った内容を整理してクラウドにアップ

ロードする。

[グループ。活動1
o IC02削減アド、パイザー」になって問題を解決する 0

.ペア活動②でアップロードした内容から共通の問題

点を探す。

-アド、パイザーの視点からC02削減のポイントを考え

る。

OTさん家族のエコライフ診断

・グ、ループで、考えた内容をまとめてクラウドにアップ

ロードする。

• C02削減アド、パイザーとして問題点を発見してアド

バイスする。

地球温暖化の問題について日常生活のなかでも意

識して考える場面はあるが、現実的な問題として捉

えるためには実感を伴う活動が必要である。そこで、

エコジャクを活用して目に見えなし、C02を可視化す

ることにより生活の視点で把握させ、アドバイザー

内
/
以

内
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① 二酸化炭素可視化するための教具

.教具名

「エコジャク(山崎教育システム)J 

.概要

山崎教育システムが各機関から出されている公的

な統計データをもとに開発した「二酸化炭素排出量

計算用計算尺」である。生活を 5つの項目(交通、

ゴミ、水まわり、電化製品、リサイクル)に分け、

それぞれの各内容に次回、回数等の数値が記された

スケールがあり、 二酸化炭素の排出量を計算するこ

とができる(図 4)。授業では、エコジャクの操作 (3) [CTコンテンツを活用した授業導入

を通して、排出量を実感できるような課題設定を心 題材計画の第 1時間目では、普段何気なく聞いた

がけた。 ことのある「地球温暖化の影響」についてどれぐら

として解決することを目的とした。

(2) 深く考えるための学習教材の選定

生徒の自発的な学びを促進させ、自ら深く考える

させるためには、学習内容に最適な学習教材が必要

となる。そのなかでも、実習を主体とした本教科で

は、実験・実習を含む意見交流を活発化させるため

の実習室の構成等、学習環境があげられる。

本題材は、ニュースや新聞等で何かと話題となり、

日常生活のなかにある問題を対象としているため、

課題意識が高い生徒も多い。主体的な姿勢で目的意

識をもって授業に参加できるように、本実践では目

に見えない二酸化炭素を可視化し、数値として捉え

ることで生活の課題を発見できるように教材の選定

を行った。また、ベア、グ、ループρ活動を活性化させ、

多様な意見を交流できるように、ネットワークを活

用してクラウド上で議論できるようにした。

図4 工コジャクの使用方法

② 意見交流を活性化させるためのネットワーク

.教材名

iClica (デジタノレナレッジ)J 

.概要

eーラーニング専門企業であるデジタルナレッジの

webコンテンツであり、タブレット等のスマートデ

バイスを活用した参加型の授業実践ができる。

授業のなかで、教師側からの課題提示や質問等の

実施や生徒の考えや意見の収集、投稿がリアルタム

でできるため、能動的な参加を促し、生徒と教師、

そして生徒聞の双方向授業が可能となり、 ICTを活

用したアクティブ・ラーニングの実践に期待できる

(図 5)。

Clica 

l.~ 

31乃衣34聞太 16/11;0215:35:12 

aさん軍旗

父が、自動車ではなく、銑道で通勤すればいい.モじたら、自動車で往 -

27200kgの即日るところを鉄道では往復64耐の排出量印 。-
受識者111 16/11/0215:35:10 

Aさんの車脹柿は‘ 1日の中で、 20，00がco2の排出量50009で1番多

いし、特にお父さんの車からのC02の排出量が4600(片道)で多いの

:;&官す鉄道⑧日れば片道だけでち40叫 ちco2が輔らせ 。
図 5 生徒が投稿した clicaの画面

本実践では、生徒の能動的な活動を促すために、

題材内容を吟味し、身近にある生活問題を取り上げ、

思考しながら解決できるような教材・教具の活用を

試みた。

い具体的に把握しているかについて調査するため

に、 1学年を対象に既存の知識や現段階で知ってい

る内容から関連するキーワードをあげさせた (2016

年 9月実施)。普段の生活のなかでもテレビや新聞

を通して目に触れている内容のため、比較的簡単に

回答することができ、主な回答例としては、「異常

気象」に関する内容が45%、ツパル等の島岨国にお

ける「海面上昇」の被害が42%、「砂漠化J 7 %、

食料難、その他がそれぞれ 3%であった。その他の

内容では、マラリア等の感染症や、未知のウイルス

の発症等があげられた(図 6)。全体的な内容から

内
、
リ

ハ
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をみると、ある程度の認識をしているが他人ごとの できるかが大切である。当事者意識をもって学習に

ように客観的に捉えている状況であった。 臨まなければ、表面的な学びになってしまう恐れが

ある。そのため、使用する素材や内容をできる限り

生徒の取り巻く生活環境に合致したものを選ばなけ

ればならない。動画教材等のICTコンテンツを効果

的に取り入れることで、生徒が現実的な問題として

課題を解決しようとする場面を意図的に設定するこ

-・異常気象

怒童書海面上昇

置圃 砂漠化

;;.言語 食料雲監

その他

図 6 f地球温暖化の影響』に対する意識調査

そこで、自分自身の生活問題として現実的に捉え

られるように、できる限り生徒の生活環境に合わせ

た内容を考えた。一般公開されている映像を抽出し、

動画教材として編集することで現実的に体感できる

ように工夫した。内容は、沖縄という地理的条件か

ら、身近な生活に潜む驚異として、「台風JI竜巻」

を取り 上げ、今後、温暖化が進むとどのような被害

が発生するかについてタブレット用アプリ IPoketJ

を活用して学習を展開した(図 7)。授業のなかで

は、一斉学習の際にプロジェクタで全体に提示し、

その後、各グループ。ごとに気になった動画の場面を

抽出し、映像をもとに原因や問題について議論でき

るようにした。題材の導入場面で、動画教材を有効

的に活用することで、視覚的に捉えた内容から自分

なりに考え、深く思考することができた。
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図7 アプリ fPocketJの画面例

環境問題を取り扱う 学習では、授業のねらいとし

て、いかに自分自身のこととしてして捉えることが

とができるのではないかと考える。

(4 ) 課題解決を目指した実践活動の展開

本実践では、目に見えない二酸化炭素の量を測定

することにより、数値化して考えることを行った。

エコジャクを活用した三酸化炭素の排出量の算出根

拠は、以下の内容の通りである。

算出方法の考え方(山崎教育システム資料を参照)

1 政府の公的データに基づき作成

2 全国地球温暖化防止活動推進センター「環境家計

簿用排出係数一覧(平成18年6月更新)の数値データ

3 製品によっては各メーカ独自の測定データを使用

O[電化製品]

・電力消費量×電気の二酸化炭素係数=二酸化炭素排出量

. kWh X O. 39kgC02/kWh三kgC02

※電気に関しては、係数値の関係より時間あたりの電

力使用量をkwh~こ置き換えて計算する。

O. 39は電力会社の全国平均値から算出している。

授業実践で使用するエコジャクは、上記にまとめ

めている算出方法を用いており、自分たちの生活場

面における二酸化炭素の排出量について数値的に読

み取ることができる。電化製品や自動車などの交通

機関の利用以外にも、ごみを出したり、水の使用に

関しても二酸化炭素を発生させている現実について

も把握することができる。つまり、私達が生活をす

るというこは、 三酸化炭素を排出していることと同

じであることについて理解できる。普段あまり 意識

することの少ない目に見えない二酸化炭素の量を可

視化することにより、個人の深い学びを引き出せる

ように課題提示にも配慮した。教師側でエコジャク

を活用して、課題を解決していくために必要な実践

内容を含んだ演習も取り入れた。図8に示す実践を

通して、自分達の一日の生活を振り返ることにより、

どれぐらいの二酸化炭素を排出しているかについて

- 94 -



調べ、数値化することで自分自身の生活問題の一部

として考えられるように工夫した。その際、各自の

生活行動を洗い出し、一人ひとりの何気ない行動や

家族、時間帯等に分類してエコジャクを活用して分

析することにより、日常生活で発生する二酸化炭素

の量を把握できるようにした。

日常生活から排出されるC02

を「交通・電化製品・水まわ
り・ゴミ・リサイクル」の5つの
内容を10グループに分けて

種類、時間、回数ごとに排出
量を計算した。

IIlI姐】次の5つのco，の初出をヱコジャクを使って聞ベてみよう

.. 混必し

9S0g 

05つの項目から co，の鱗出量の多い肉容を調べてみよう
ゴミリサイクル水まわり交通電化製品

:::，E三三亙二コ |同じ製品や時間帯でもC02の

~コ|排出量が異なる原因につい
|て技術の進展や省エネの観

::;':'lE三三E二コ |点から議論した。

図8 工コジャクを活用した C02の排出量計測

その後の展開として、本題材のメインの課題であ

る iC02削減アドバイザー」として、問題を発見 し、

解決していくアクティブ・ラーニングを取り入れた

実践内容へ展開した。解決方法は、ある家庭の生活

実態を時系列に記した「エコライフチャート」を分

析して、 家族の生活パターンの改善策を立てた。そ

して、 家族の行動内容を細かく解析して発生される

二酸化炭素の排出量を計算し、原因と削減するため

に必要な生活習慣や行動について検討した(図 9)。
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図9 工コライフチャー卜を分析したワーク(一部抽出)

実際の学習はペア活動を中心に行い、エコライフ

チャートのなかに隠されているそれぞれの生活状況

から、地球温暖化に影響を与える行動について見つ

け、その内容を改善するために必要な具体策につい

て考えた。授業では、アドバイザーの視点を重点に

置いているため、相手を説得させるために、エコジ

ャクを最大限に活用して計算 し、 C02自IJ減に提案で

きる生活行動について比較検討した。また、図10に

示すように教材を通して学びの深化を図り、個別、

ペア学習を通して本時のねらいや問いを把握させ

て、エコライフチャートのなかにある課題を見つけ

られるようにした。その後、ベア活動やグループρ活

動を通して、互いに調べた内容や考えを共有し、聞

いの解決ができるように支援した。

0個別学習
学習内容の把握

課題の分析。
授業の「問い」を明確にする
安情報収集のための機器の活用

安解決するためのデ タ分析

0協働学習
ベアやグループの考えの共有
課題の解決

G 
「聞い」に対する答えを整理する
脅協働的な学習の相互作用

女思考の深化

図 10 個別学習と協働学習の様子

課題解決学習に適した教材・教具は、生徒の頭の

中にある思いや考えを組み立てるために手助けをす

ることができ、 ICTを効果的に取り入れることで思

考を可視化することに役立つ。また、タブレット機

器を介したクラウドネットワークと組み合わせるこ

とにより、生徒各々の考えを互いに共有することが

でき、教師もリアルタイムに把握することが可能と

なる。実際にClicaに投稿した文章 を他者に見ても

らったり、再度自分で見直すことにより、知識や考

えを拡充したり整理したりすることができた。そし

て、自分のなかでは気付けなかった課題の論点を再

発見することに繋がり、よりよい協働的な学びへの

展開に結びついた。

(5 ) 実践の考察

① 生徒の学習の評価

本実践では、 ICTを活用した協働的な学び合いに

ついて研究しクラウドネットワークの環境を活用す

ることで生徒同士の意見交流を活発化させ、互いに

試行錯誤しながら考える場面をつくってきた。課題

提示で、どのように工夫したら相手を説得させるこ

とができるかについて、教具を活用して考えさせた。
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図11は、生徒のアド、パイザーとしての考えをまと

めた内容の一例である。

お父さん

捕虜エアコン19974時間分合釣2909
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周畠〈湧かす)1固(30分)合的目。g
耗箆1冊廃lI!o-釣6209

守銭Il'は廃東じないで、リザイウんする

テレビを見事時聞を滅告す師

自量由車を鉄道に変えると「約1000-釣16gJになるので、鉄遣に衰え吾とよい

お母芭ん

捕虜エアコン199711時間分。釣770g
テレビ混血 5時間分合約155g
経髭10冊層習慣0-釣5凹 Og
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図 11 生徒の C02削減アドバイザーの視点(一部抜粋)

授業内容が進行するとともに、生徒達の考え方も

より具体的になり、多角的な面から課題に向かい合

う姿勢が見られた。また、課題解決学習の場面にお

いて、図12に示すようにワークシート等を使用した

話し合い活動と、タブレット機器等のICTを活用し

た意見交流で、学習効果について分析した。

自分の考えの笠理

話し合いのみ

争犠な考えの共有

1晶働的な課題解決

:20 40 60 ω 100 

図 12ICTを活用した協働的な学び合い

分析方法は、 I学級を抽出して質問項目に対する

生徒の記述した内容やキーワード、具体性から検証

した。教師側で、先述した図 9の「エコライフチャ

ート」から理想的な改善に必要な行動の内容を提示

した。項目(交通、電化製品、水まわり、ごみ、リ

サイクル)ごとに、家族の行動をもとに三酸化炭素

の量、具体的な行動の改善策を書き出し、アドバイ

ザーとしての視点を重要視した模範解答例を作成し

た。その内容に対して、できる限り近い内容を基準

に考えた。「自分の考えの整理」では、課題に対し

て考えたことをまとめることは話し合い活動でもで

きるが、 ICTを使うことでまとめた内容をデータと

して蓄積することができるため、振り返る場面にお

いて有効であったと分かつた。「多様な考えの共有」

では、ネットワーク上でリアルタイムな状況で他者

との意見交流ができるため、思考の幅が広がったと

推察できる。また、 「協働的な課題解決」では、 ICTを

活用した授業カリキュラムにおいて、ペア活動やグ、ル

ープ活動を取り入れた学習効果だと示唆される。

② 授業デザインの振り返りと改善点

ICTを活用したアクティブ・ラーニングの学習形

態は、生徒一人ひとりの学びをネットワークで共有

することで、生徒聞の深く考える機会を増やし、協

働的な関わりを通した学習ができる。クラウドを活

用することで、授業中にリアルタイムに多様な考え

に触れることができるため、思考する場面や振り返

りにおいて有効的であることが分かつた。しかし、

授業のねらいや発問によって生徒の知的好奇心を促

しよりよい教材・教具を準備ができなければ生徒の

能動的な活動を展開することは難しい。

羽成果と課題

本研究の成果としては、 ICTを活用した授業カリ

キュラムが生徒の思考を深め、多様な意見や考え方

の共有に結び付いた。また、アクティブ・ラーニン

グに学習形態や授業場面等を工夫することでICTの

効果を発揮できることが分かつた。しかし、生徒の

実態に対応した学習の明確なねらいや、適切な学習

環境等の授業デザインがなければ、 ICTの利点を活

かすことは難しいことが課題としてあげられた。
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