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を聴き取ったり,授業参観をして指導方法の変化を観察したりした.

類して提示したりできる点に魅力を感じる・
実践から

②提示の便利さから,授業者自身が児童の考えを説明してしまう授業者
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るためには,授業者が児童にどのような発問をするかを十分に吟味する
必要がある.
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1.研究の目的
工CTの教育利用では,近年,全国各地でネットワークに接続されたタブレット型コンピ

ュータを活用した授業実践が増えてきている.専用ペンや指で画面をなぞることで入力で
き,写真や動画も簡単に取り込めるタブレット型コンピュータの学習活用は,子どもたち
にとって「より工夫して表現しようとする態度を身につけ,発表への意欲を高めることが
できる」ことや,教師が電子黒板と同時に活用して「児童生徒一人一人の状況を把握する
ことで児童生徒の状況に応じた適切な支援を行うとともに,より多くの児童生徒の意見を

採り上げることで 児童生徒が様々な表現に気づくことができた」等の効果が認められて
いる(2014文部科学省).このようなシステムを活用した授業は,今後ますます行われる
ようになっていくであろう.

今回,信州大学教育学部附属教育実践総合センターの支援を受けて,無線工。ANで通信

できる児童一人1台のタブレット型コンピュータと,サーバ・電子黒板によって協働学習
を支援できるシステム(以下,学習PADシステムと称す)を一定期間活用させていただ

いた.本研究の目的は,学習PADシステムを用いない授業を日常行っている本校の教師
が,初めて本システムに触れ,実際に授業をしていく中で,どのような授業が実現され,

教師にどのような意識が見られたかを示すことである.
2.学習PADシステムを活用した実践の概要
2.1実践期間と活用の内訳
2014年5月20日から6月20目までの1ヶ月間,飯山市立木島小学校の1・2・4・5・

6年生の算数などの授業で学習PADシステムを活用した授業を行った.各授業は,各担

任または第一著者,あるいは第一著者と担任とチームティーチング(以下TTと称す)で
行われた.

表1に,本校で学習PADシステムを活用して実践した語録を示す.期間中,全部で14

の活用がなされた.活用の内訳は職員研修用として2回, 1年生∴2年生・4年生が算数
システムの活用記録

活用月日・開始時刻

クラス名

1

05月20日(火)19:01

研修用学校長・稲澤

導入研修

2

05月26日(月)17:17

研修用6・5・2年担任

導入研修

3

05月27日(火)09:39

4
5

6

05月29日(木)14:18
06月02日(月)11:12

06月03日(火)11:52

対象

活用場面

6年

6年児童

算数

5年

5年児童

国語他

5年

5年児童

算数

5年

5年児童

算数
算数

指導者

丁丁

参観者等

使用システム
エクスチェンジボード

捧澤
橋橋
任任任任任任任任任

No

期謹軸軸軸軸軸諾諾驚

表1

エクスチェンジボード
エクスチェンジボード
エクスチェンジボード

エクスチェンジボード
エクスチェンジボード
エクスチェンジボード

7

06月04日(水)14:12

5年

5年児童

8

06月06日(金)11:01

5年

5年児童

算数

9

06月09日(月)07:35

5年

5年児童

算数

10

06月09日(月)09:56

6年

6年児童

算数

06月16日(月)09:02

5年

5年児童

算数

12

06月19日(木)09:46

2年

2年児童

算数

13

06月19日(木)11:02

1年

1年児童

算数

1年担任

エクスチェンジボード

14

06月20日(金)11:09

4年

4年児童

算数

4年担任

エクスチェンジボード

土工
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エクスチェンジボード
エクスチェンジボード
エクスチェンジボード
エクスチェンジボード

2年担任1年担任

エクスチェンジボード

の授業として各1時間の活用があった.また, 5年生が国語や算数で7時間,, 6年生が算
数で2時間の活用があった.
システムの導入時には,校長である宮澤と教頭である第一著者を対象にして,第四著者
である東原による活用研修が行われた.それをもとに,後日,第一著者が本校の教職員へ
の活用研修を行った. 1 ・ 2 ・ 4年生にはそれぞれ第一著者が授業を行い,担任はTTとし

て支援した. 5・6年生の授業ではそれぞれ第1時は第一著者がTTとして支援に入ったが,
その後は各担任が1人で授業を行った.
2.2

学習PADのシステム

学習PADシステムには,シャープ・ビジネス・ソリューションの「スタディネット」

を用いた.スタディネットのいくつかの機能の中で,本実践では学習者が記入した内容を
亀子黒板に提示して協働での討議を支援する「エクスチェンジボード」の機能を活用した.
エク季チェンジボードは次のような機能によって,児童の協働的な学習を支援できる・
①教師がすべての児童の学習PADに学習問題が記されたワ」クシートを一斉配信できる.
②児童がワークシートに解き方や解答を記入し,学習PADシステムに退店すると,電子
黒板に児童全員の回答が提示できる.

③電子黒板に投影された児童それぞれの回答を分類したり拡大したりして児童に提示で
きる.

④選択した1名の児童の回答を新たなワークシートとして児童に配信し, ②③のように回
答を回収して提示できる.

3.実践例と教師の意識
3.1 1年生算数

(1)授業の概要

本実践(表1 No.14)は,四角や三角などの基本的な図形に絵を加えて,どんなものが

想像できるか,互いに見合って意識を広げ,基本的な図形について親しむことを目的とし

た.学習問題は「この形,なにに見えるかな」であった. 1年生が初めて学習PADシステ
ムに触れるので,第一著者が授業者となり,学級担任(20代女性・初任者)は児童の個別

支援をするともに,授業を参観する形で参加した.
授業では,授業者が長方形や三角形などの基本的な図形を記したワークシートを児童一

人ひとりの学習PADに配信した.児童は配信された図形に思い思いの形や色の線を描き
込んだり着色したりして,イラストを作った.全員の回答を電子黒板に提示し,児童が描
いた一筆ずつ、をストローク再生させて, 「どんな形ができるのかな?」と発問し,児童の
興味を惹いた.

児童の作品例を表2に示す.児童ぼ提示された長方形にひげをつけたり目を掃いたり
して,動物の顔や人物の顔を作り出していた.またケーキやロケットなど,自由な発想が
見られた.また提示された三角形をもとにして,動物の顔を作っていた.さらに「地球に
隕石が向かっている」として自由に想像を広げた例も見られ,それらを見た児童は「わあ! 」
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と声を上げながら発想の広がりを楽しんでいた.
表2

1年生が基本図形をもとに描いた作品例

元の図形
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(2)授業に参加した学級担任の感想

①児童の学習意欲が高くて良かった.
②初めて活用したにもかかわらず,ペンなども上手に使っていたのが驚いた.

③児童全員の学習内容が表示され,描いた手順に再生されるのが,大変興味深かった.

④自分ひとりでやるとしたら,操作をしっかり覚えないといけない.特に,教材を用意す
るのが大変そうである.支援の先生がほしい.
3.2

5年生算数「りんご1個の値段と,かごの値段を求めましょう」

(1)授業の概要
本実践(表1 No.9)の学習問題は「り

んご1個の値段と,かごの値段を求め

籠うら●●
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ましょう」であった.それまで数時間

本システムを活用した授業者(学級担

s

冷

任・20代男性・教師歴5年・算数数
図1りんご1個とかごの値段を求めましょう
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学教育専攻)一人によって行われた.
(2)授業の開始

授業は,かごとりんごと値段を記し
た図1を教師が児童のタブレットに送
信し, 「この図から,りんご1個の値

段と,かごの値段を求めましょう.図

に線などを描き込んで考え,式と答え

を書きましょう」と発問して始まった.

図2 自席で教師の説明を聞く児童

17名の児童は,自分のタブレットに,

式や答え,説明を書きこんで,教師機に送信した.

(3)児童の解答が集約されたあとの授業者の授業の進め方
①授業者が児童の解答を選択し拡大提示
児童は授業者から,電子黒板を見るように指示され,自分の机に座ったまま電子黒板を
見て,¥教師が選択して拡大した児童Aの考え方の画面を見た(図2).続いて授業者は, 「A
さんの解き方を見てみましょう. Aさんは,上の絵と,下の絵のりんごを見て,りんご2

個ちがうことを見つけたんだね.その2個の差が240円って求めたんだね.なるほどね.
そうだよね, Aさん」と説明し,児童Aに同意を求めた.児童Aは領いて肯定した.

②似た考え方の児童の解答を拡大して児童に提示して説明

教師は同様にりんご2個の差が金額の差であることを示した児童Bの画面(図3)を拡
大表示して,説明した.さらに次々に児童の画面(図4)を拡大表示して,教師が説明を
していった.児童は特に発言もなく教師の説明を聴いていた.
(4)授業の評価と次回の実践への方針

授業者は授業後に児童の学習意欲や集中の高さを感じ, 「児童の考えが一覧できるので,
授業が進めやすい」と述べていた.一方でこの授業を参観していた宮澤および東原から,
授業後に,授業者が一方的に話し過ぎる「講義型」の授業になっていて,児童が受け身的

な学習をしていたことが指摘された.授業者自身もその指摘を受けて「授業者が子どもの
考えを選んで授業を進めていった.全体追究はしやすかったが,児童から自由な意見を引

き出せなかった」と反省していた.そこで,次回は次の方針で授業を展開することにした.
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図3

図4

児童Aの解答
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児童Bの解答
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図6教師が児童を電子黒板の前に呼ぶ

図5 学習問題「△はいくつ?」

①電子黒板に提示された児童の考えについて児童が自由に意見を言い合って深め合う協
働学習が実現できるようにするために,授業者は次のような発問をするように心がける.
「なにか気づくことはありませんか」 「この人の考えをきいてみたい,というのはありま
せんか」 「この考えに似た考えはどれでしょう」など.

②授業者は説明しないで,児童の自由なっぶやきを聴き取って他の子につなげるような授
業の進め方をする.
3.3

5年生算数「△はいくつ?」

(1)授業の概要

本実践(表1No.12)は事例3‑2と同じクラスおよび授業者で行われた. 「△はいくつで

しょう」を学習問題として,小さな正三角形が積み重なってピラミッド型になった図5の

図形で,その中にある小さな三角形の数を求める活動であった.
(2)授業の開始

本授業は,図5を教師が児童のタブレットに送信し, 「考え方がわかるように,図を書

いたり式を善いたりして答えを出しましょう.」と発問して始まった.児童は自分のタブ

レットに送信されてきた図形に,思い思いに考え方を書き込んで答えを出し,学習払D
表3
No

児童の解答が集約されたあとの授業者と児童の会話

授業者と児童の会話

① 稗

:(みんなの考えが)見えるところに出ておいで

② 稗

:さあ,いくつか考え方があるよね.似ている考えってある?

③

:ある.7番.

④ 稗

:どれが似ている?7番の人が,だれと似ている?

⑤

⑥

:2と9

:4人いる

⑦ 稗

:似ているね(と児童が似ていると指摘する解答を電子黒板上で近くに寄せる).

⑧ 稗

:同じ考えの多いのはどれ?

⑨

:まとめたらいいんじゃない?

⑲ 稗

:ああ,似ているけど,違う?(2例を抽出し拡大提示(図7))似ているけど違いはなに?

⑪

:数えやすいようにかたまりにしている

⑫ 稗

:ああ,なるほどね!考え方は・・(後略)

ー
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システムに返信していった,
(3)児童の解答が集約されたあとの

授業者の授業の進め方
児童の解答が電子黒板に集約さ

れた後からの授業者と児童の会話

を表3に示す.授業者はまず「みん
なの考えが見えるところに出てお

図7 児童が指摘した2例を挙げて違いを質問

いで(表3①)」と,後方の座席の

児童を電子黒板の前に呼んだ

数名の児童が席を立って電子黒板の前に移動した(図6).

そして授業者は, 「さあ,いくつか考え方があるよね.似ている考えってある?」と発問

した(表3②).児童は, 「ある!」と声を上げた(表3③).続けて似ている考え方を授業
者が児童に問い,児童が指摘していた(表3⑤⑥).また, 「まとめたらいいんじゃない?

(表3⑨)」などの児童の要望に応じて,授業者は考え方2例を抽出して拡大提示した(図
7).授業者の「似ているけど違いはなに?」との発問(表3⑩)に対し,児童は「数えや
すいようにかたまりにしている(点が同じ) (表3⑪)」と指摘し,授業者は「なるほどね

(表3⑫)」と返答していた.これらの児童の発言は,普通,授業で行われる児童の挙手・
授業者の指名・児童の起立発言という形ではなく,気づいた児童が自由に述べる形で進ん
でいった.

(4)授業後の授業者の感想

授業者は授業を振り返って, 「全体追究の場面では児童のつぶやきを待って進めていっ

たので,発言の間があくことや話題がずれてしまうこともあったが,児童の中からつぶや
きがたくさん出されるようになって,授業の最後まで進めることができた,児童の発言が
多くて時間配分がうまくできなかったので,もっと発問計画をしっかり立てる必要があっ
たと思う」と述べていた.
4.まとめ

4.1教師の感想
(1)初めてシステムを使った教師の感想

初めて学習払Dシステムを使った授業を体験した教師は,児童の考えを一覧でき,児
童に紹介しやすい点や,児童が描いた順に再生できる点や,保存されている点で,児童理

解が深まることに良さを感じていた.また,一旦操作を覚えてしまえば授業の準備も楽に
なりそうだという一方で,操作方法を覚えることへの不安と,提示する教材を用意するこ
とについて大変そうだと感じていた.教師が実際に授業を継続実施するにあたっては,チ
ームティーチングなどで一緒に授業を進めてくれる支援の先生の存在を願う声もあった.
(2) 「授業が進めやすい」と感じる授業者
事例3.2で授業者は「児童の考えが一覧できるので授業が進めやすい」と述べていた.

学習PADシステムを使うことで,授業者は児童の考えを容易に一覧でき,授業の展開を
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瞬時に見通しやすくなるためであろう.しかしその結果,授業者は授業展開に合う児童数

人の考えしか取り上げず,さらに授業者が児童の考えを本人の代わりに解説する教師主導
型の一方的な授業になっていな東原(2014)が指揮する「授業の展開上,教員にとって
都合の良い児童生徒の考え方を選択して取り上げている.授業の効率を向上させることが
主たる目的となっていた」という例に当たる.
この実践のあと, 「全体追究はしやすかったが,児童から自由な意見を引き出せなかっ

た」と述べた授業者の反省をもとに,次時に向けて教師の解説を控える方針を立て,児童
から考えを引き出そうとする発問を吟味した、そして事例3.3では

児童からの回答を一

覧表示した後,授業者は「似ているのはどれ?」 「似ているけど違う?」という発間をし
た.それがきっかけとなり,授業中に児童から次々に自由な呟きが生まれた.授業者は解

説せず,児童の言葉を「なるほど」と受け止めることを通して児童自身の発言によって考
えが分類整理されていった.学習PADシステムが児童の主体的な協働学習を支援するた
めにば 児童の考え等が集約されたあとの授業者の発問を吟味することが大切だと考える.
4.2

実践から示唆されたこと

本実践によって,それまで学習モADシステムを活用した授業を体験したことがない教

師が体験することができた.本研究では実践数も実践期間もわずかなため,成果として述
べるには十分ではないが,いくつかの実践に接して,以下の点が指摘されだ
①授業者は,児童の考え方を集約でき,再生して提示したり,抽出・分類して提示したり

できる点に魅力を感じる.
②提示の便利さから,授業者自身が児童の考えを説明してしまう授業者主導の授業になる
ことがあり, 「授業が進めやすい」と感じることがある.学習払Dシステムを児童の考え
の多様性をもとにして協働学習の支援に活用するためには,授業者が児童にどのような発
間をするかを十分に吟味する必要があると考える.
4.3

課題

学習PADシステムによって,活用しなければ実現できないような場面で効果的に活用

して,協働学習を支援させたい.そのために,授業者にどのような準備が必要かをさらに
明らかにしていきたい.

なお,本実践ば信州大学教育学部附属教育実践総合センター情報分野の「移動学習PAD
教室」の一環として実施された.また,システムや機器の設置・保守に関してご支援をし

てくださったシャープ・ビジネス・ソリューションにお礼申し上げます.
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