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＜実践報告＞

オンライン授業におけるICT活用に関する実践報告 

－令和3年度前期授業実践によせて－ 

三野たまき 信州大学学術研究院教育学系

A Report on the Use of ICT in Online Classes 
-Practice of Classes in the First Half of 2021-

MITSUNO Tamaki: Institute of Education, Shinshu University 

研究の目的

Society5.0 時代に生きる子どもたちをサポートするための教員を養成

する教育学部・大学院に所属する学生諸氏と ICT教育を実践するための，

あり方を探ることを目的とする．2021 年度授業展開された Google 
Workspace for Education を活用した GIGA スクール構想に対応した授

業実践や，さらなる ICT の使い方を模索した実践例について報告する． 
キーワード オンライン授業 家庭科 ICT の活用 クラウド 対面授業

実践の目的 ICT教育実践のためのGoogle Workspace for Education等の活用術向上 
実践者名 第一著者と同じ

対象者 信州大学教育学部生（93 名）と大学院生（修論生 1 名，博論生 1 名） 
実践期間 2021 年 4 月～8 月 

実践研究の

方法と経過

教育学部 1 年生から 4 年生，大学院修士課程 1 年生と博士課程 1 年生

の講義及び実験・実習，演習等を通して，受講生諸氏と共に実施した授

業実践の記録から，その工夫点・効果や問題点を報告する．本年度の講

義・実習等は同期型オンライン授業を主としたが，機器が必要な実習時

においては対面，あるいはハイフレックス授業を実施した．

実践から

得られた

知見・提言

入学当初 eALPS（信州大学の e-Learning システム）へのアクセスが

覚束なかった 1 年生は，後半には Zoom を通して，クラスで共有したス

プレッドシート上に計画を立て，スライドを使って調査結果を発表した．

2 年生はこれに加え，Classroom や機器を交えた簡単なプログラミング，

動画の作成等を経験した．3・4 年生は既に Zoom に慣れており，支障な

く講義を受講・発表し，その内容を eALPS のフォーラムを用いて，意

見を交換し合った．修士生はそれらの手法を全て熟知し，活用していた．

博論生は留学生であったので，4 月当初は海外と結んだ講義となった．

この際時差に留意し，Zoom に入る時間を確認する必要があった． 
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１． はじめに 

内閣府が科学技術政策として提唱した Society 5.0 とは，狩猟社会（Society 1.0），農耕

社会（Society 2.0），工業社会（Society 3.0），情報社会（Society 4.0）に続く，新たな社

会を示すもので，第 5 期科学技術基本計画において我が国が目指すべき未来社会の姿とし

て提唱された（内閣府 2016）．その未来社会の姿は，サイバー空間（仮想空間）とフィジ

カル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより，経済発展と社会的課題の解決

を両立する人間中心の社会という，超スマート社会が到来することとなる．IoT（Internet 
of Things），ビッグデータ，AI（人工知能）やロボット，ドローンといった技術がその立

役者となり，進化した人工知能がいろいろな判断を下して，インターネットを経由して身

近なものが個別最適化されることで，通常の我々の生活の質も大きく変わると考えられる．

このような未来社会において各種技術と上手に付き合っていくためには，正しくデータを

扱える能力や技術そのものの仕組みをしっかりと理解する必要がありそうだ．様々な問題

もビッグデータと AI によって，解決される世の中になりそうである．しかし，その AI に
どのような点を分析させるかの予測は，あくまでも AI を使う使い手側の手腕にかかって

おり，ここに我々の目指す道がありそうだ．その予測は単なる勘では終わらず，経験や学

びに基づいて培うものと考える，つまり「学校での学び」が重要となる．

GIGA （Global and Innovation Gateway for All）スクール構想は 2019 年 12 月 19 日

に，時の文部科学大臣のメッセージとして発せられたもので，Society5.0 時代を生きる子

どもたち一人ひとりに個別最適化され，創造性を育む教育 ICT 環境の実現，つまり令和

時代のスタンダードとして，1 人 1 台端末環境を整えること．それとともに，新学習指導

要領を着実に実施し，教育課程や教員免許，教職員配置の一体的な制度の見直しや，研修

等を通じた教員の ICT 活用指導力の向上，情報モラル教育をはじめとする情報教育の充

実など，ハードとソフトの両面からの教育を改革する内容であった（文部科学大臣 2019）．
当初 3 か年計画であった機器設備への対応は，COVID-19 感染拡大防止の意味からも，オ

ンデマンドによる授業の配信に頼らざるを得ない事情背景から，完了予定の 2023 年度を

待たずして全国の小・中学校での導入がほぼ完了した．そんな中で，筆者の所属する教育

学部や大学院に所属する学生諸氏と共に実施した様々なトライアルを以下に紹介する．

令和 2 年度の COVID-19 の感染拡大防止策として始まった本学でのオンライン授業は，

本年令和 3 年度で足掛け 2 年目の試行となった．昨年度は大学に登校できない学生諸子に

対し，筆者の ICT の扱いの習熟度に関係なく，同期型と非同期型のオンライン授業を実践

する必要性に迫られた（三野 2020）．そんなオンライン授業実践が可能となったのは，本

学部の次世代型学び研究開発センターで開催した Zoom を用いた講義に関する FD への参

加に端を発する．“オンデマンド配信ができる人は特別なスキルを持った人”と考えていた

筆者にとって，新たな授業実践の可能性を諭していただいた FD は今でも感謝に耐えない．

そんな自信の無い筆者が，通常の講義に Zoom を使い，実験・実習は YouTube やクラウ

ドを使って動画を配信できるようになった．また昨年は長野県教員免許更新講習の非同期

型のオンデマンド講習 6 時間分の教材を作成する機会を得た．本年もこの改訂版（8 割の

動画は再制作）を作制し，先日クラウドにアップした．本年令和 3 年度は COVID-19 の感

染拡大如何によらず，安定したオンデマンド配信が可能であると筆者は高を括っていた．

そんな中で筆者を含む各コースの「コンピュータ利用」演習担当者には，新たなミッショ

ンが言い渡された．学部 2 年次生に「現場で使用される Classroom に慣れる」ためのミッ

ションであった．本稿は，時期によっては対面授業も少しは可能となった，オンライン授

業実 2 年目の筆者と学生諸氏の奮闘を記し，今後オンデマンド配信に挑戦なさろうとする

初心者の方の一助になればと，そのコツを含め以下にまとめた．

２．筆者担当の令和3度前期授業 

2.1 筆者が担当した令和 3 年度前期の授業科目一覧 
筆者が本年度前期に担当した授業科目の一覧を表 1に示す．上段は各講義・演習ごとの，

その受講生との共有方法を示し，下段は筆者の準備した機材を示す．なお下段の（〇）は

昨年度用いた機材で，本年度は実物投影機（エルモ，MX-P2）にまとめることができた． 
表１ 令和3年度前期筆者担当授業一覧 

本年度は主任を引き受けた関係上，通常担当している講義以外に 1 年生のゼミと 4 年生

の演習を引き受けた．それに加え，大学院の 2 名の講義も加わり，過密スケジュールとな

った．なお，留学生の博士課程の院生は年度当初，母国からの受講となった．6 月に JICA
の協力の元，成田空港で 2 週間の逗留を経て，7 月に上田キャンパスに到着した． 
2.2 非対面の授業 
昨年度の Zoom を用いた同期型のオンライン授業に使用した機器の接続（右図）と本年
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度実施したハイフレックス型授業の機器の接続（左図）を図 1 に示す．昨年開始した同期

型オンライン授業では，顔出しした筆者の講義の資料提示をメインパソコンで，メインパ

ソコンから受講生に対して配信された映像をサブパソコンで確認する，パソコンの 2 台使

いが基本となった．なお，大きな資料を映し出すためにメインパソコンにはビデオカメラ

を接続し，細かな手元はスマートフォンを用いて，それらの映像を切り替えながら配信し

ていた．この切り替えの困難さを本年度は実物投影機の導入（左図左下参照）により打開

し，スマートフォンとビデオカメラの機能を一つにまとめることができた（三野 2021）．
その結果，機材の持ち運びや設定準備の簡略化，机上の整理が可能となった． 

図１ 非対面授業とハイフレックス型授業における機器接続 

2.3 対面と非対面の受講生を合わせたハイフレックス型の授業 
ハイフレックス型の授業時の機器接続を図 1 の左図に示す．実物投影機，スピーカーフ

ォン（Jabra, Speak 510），ビデオカメラのパソコンへの接続（HD-Video Capture 使用）

の簡易さには目を見張るものがある．筆者が 30 歳代の頃には，ビデオ動画の取り込みに

はキャプチャーボードとこれを制御するマシン語のソフトの習得が必要で，甚だ難解な時

代であった．またパソコンの機種とボードとのマッチングが難しく，この相性を探し当て

るのにかなりな時間と労力を要した．加えて動画のフレームをコマで転送するキャプチャ

ー速度はパソコンの性能に起因し，満足いく結果を得るためには高額な設備投資が必須で

あった．それが USB 接続のみで，煩わしいドライバーのインストールもなく，高画質の

映像をパソコンに取り込み，更にそれをオンライン配信できるという優れものであった．

３．対面と非対面の授業展開 

本学部では昨年度の講義全般は，ほぼ非対面の講義が主となり，実習・実験や演習の対

応に苦慮した．COVID-19 が猛威を振るう前までは普通に対面授業がなされていたわけで，

その中で受講生の様々な様子も観察できていた．これによって，オンライン上で得られる

情報より多くの学生諸氏の情報が，彼らの行間を含めて捉えることができていた．こんな

中で本年度 4 月に対面で実施した各学年のガイダンスから得た知見を以下に記す． 
3.1 2 年次生の実態から 1 年次生対応への展開（対面授業の重要性） 
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映像をパソコンに取り込み，更にそれをオンライン配信できるという優れものであった．

３．対面と非対面の授業展開 

本学部では昨年度の講義全般は，ほぼ非対面の講義が主となり，実習・実験や演習の対

応に苦慮した．COVID-19 が猛威を振るう前までは普通に対面授業がなされていたわけで，

その中で受講生の様々な様子も観察できていた．これによって，オンライン上で得られる

情報より多くの学生諸氏の情報が，彼らの行間を含めて捉えることができていた．こんな

中で本年度 4 月に対面で実施した各学年のガイダンスから得た知見を以下に記す． 
3.1 2 年次生の実態から 1 年次生対応への展開（対面授業の重要性） 

現 2 年次生は昨年度 COVID-19 のために，大学へほとんど登校できなかったようだ．本

年度 4 月 2 日に実施した「コース別ガイダンス」，あるいは「学生相談」に参加した筆者

は，彼らに違和感を覚えた．それは 2 年次生なのに「新入生以下の連帯感の希薄さ，隣に

並んだ学生への関係性の無さ」であった．昨年の一年間では，彼らには共に学んだ仲間と

しての意識が全く育っていなかった．その前日の 3 年生ガイダンスで感じたクラスの連帯

感と異なっていた．教育実習の履修説明の合間にも，常に「ソーシャルディスタンス，三

密を避けて実習日程を調整しあって下さい」と声掛けしなければならなかった 3 年生に比

べ，互いが会う機会を全く得られなかったが故に生じた問題であったのだろう．後日 6 月

中旬のコンピュータ利用教育の授業時に，micro-bit に実際に触れる時間を 2 年生に設けた

ところ，初めてクラス全員が一堂に集まったとのことであった．筆者は彼らの今後の健闘

を祈りつつその日の記念として，クラス全員の集合写真のシャッターを切った．彼らが演

習室から退行していく時の，4 月当初と異なった賑やかな話し声（ソーシャルディスタン

ス，三密を避けての留意は当然実施）を聞きながら，対面授業の重要性を再確認した．

2 年生ガイダンスの連帯感の無い異常さから 1 年生に対して開講した「新入生ガイダン

スと同ゼミ」には，できる限り筆者が松本キャンパスへ通うことにした．少なくとも 5 月

連休前まで松本校舎に通い，対面で授業を実施した．その甲斐あってか後半実施したオン

ライン授業の遅刻者に対し，クラス内で自然と LINE のフォローが入る人間関係が形成さ

れたようだ．入学当初 eALPS（本学の Moodle を用いた学内管理ネットワーク）のホーム

ページにも到達できなかった彼らであったが，Google Workspace for Education のスプレ

ッドシートを共有して面接時間を予約し，家庭科領域の中で関心の高い課題を各自が調査

したものに質問しあい，スライドを使ってZoom上で発表できるまでになった．彼らの ICT
活用の上達には目を見張るものがあった．

3.2 同期型のオンライン授業の展開 
(1) 非対面授業の利点

4 月の教職実践演習（4 年次生必修）で，スライドあるいはパワーポイントで作った原

稿を元に Zoom で顔出ししながら，学部の最終学年である 4 年次生一人ひとりがこれまで

の学生生活を振り返り，今後の一年間でどのように自分自身をブラッシュアップして教員

（あるいは社会人）になっていくかを発表した．本来の目標はインタラクティブセッショ

ンとするべきであるが，次時に実習説明会が設けられている関係から，質疑応答の時間が

取れなかった．そこで，スプレッドシートを使って 2・3 年生や教員が 4 年生の発表内容

に対して質問し，期限を設けて該当の 4 年生がこれに答え，改めて本人たちの一年間の目

標とする場を設けた（図 2 参照）．そのAI テキストマイニング分析（ユーザーローカル）

のワードクラウドを図 3 に示す．彼らの関心事は学習指導や子どもたちで，教育実習，ボ

ランティア，アルバイトに取り組みながら経験を増やしていこうとする姿勢が読み取れた． 
3 年次生の家庭科教材研究では，教育実習に備え，実習前に授業領域ごとの教材作りを

高める講義を実施した．16 時 40 分から 20 時 10 分の講義時間を使いながら実施した本講 
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図２ スプレッドシートを用いたインタラクティブセッションの抜粋 

図３ インタラクティブセッションのワードクラウド 

義は，同期型オンライン授業ならではの夜間にかけての時刻に実施することができた．こ

れは大学へ登校しなくても受講できる最大の利点であった．Zoom のブレイクアウト機能

を利用しながらグループを組み，模擬授業の内容の検討とその教材を作った．ブレイクア

ウトのグループ数は最初に割り当てる数を教員が設定したが，話し合いの進行に伴ってそ

の数を増さねばならなかった．全グループを初期化することなく，一部のグループのみの

質問↓ 回答↓

質問↓ 回答↓

質問ありがとうございます！私は目標に対するモチベーションの維持のために３つの

ことに取り組んでいます。１つめは目標を小さく刻んで決めることです。目標を無理

のない範囲で設定することで達成しやすくあきらめることも少なくなると感じていま

す。２つめに設定目標を振り返ることです。うまくいっていない時は、定期的に目標

を作り直すことでまた新たに頑張りなおすことが出来ます。３つめに達成した目標を

見えるようにすることです。自分が達成した目標には線を引っ張り、シールをはって

完了したことが見えるようになるとやる気も出ると思います！！！
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義は，同期型オンライン授業ならではの夜間にかけての時刻に実施することができた．こ

れは大学へ登校しなくても受講できる最大の利点であった．Zoom のブレイクアウト機能

を利用しながらグループを組み，模擬授業の内容の検討とその教材を作った．ブレイクア

ウトのグループ数は最初に割り当てる数を教員が設定したが，話し合いの進行に伴ってそ

の数を増さねばならなかった．全グループを初期化することなく，一部のグループのみの

質問ありがとうございます！私は目標に対するモチベーションの維持のために３つの

ことに取り組んでいます。１つめは目標を小さく刻んで決めることです。目標を無理

のない範囲で設定することで達成しやすくあきらめることも少なくなると感じていま

す。２つめに設定目標を振り返ることです。うまくいっていない時は、定期的に目標

を作り直すことでまた新たに頑張りなおすことが出来ます。３つめに達成した目標を

見えるようにすることです。自分が達成した目標には線を引っ張り、シールをはって

完了したことが見えるようになるとやる気も出ると思います！！！

質問↓ 回答↓

質問↓ 回答↓ 更に細分化するグループ分けは Zoom では不可能であった．そこで細分化を希望した受講

生には Zoom に接続しながらも，Meet に繋ぐという荒業を試してもらった．するとメイ

ンルームの音声が Meet グループにも重なって届くことがわかり，メインルームでのやり

取りはチャットで，音声を使わない対応とした．このように同一のパソコン上で Zoom と

Meet に接続することは可能であったが，音声出力は統合されることが分かった．模擬授

業の発表は前述の 4 年次生の発表に習った．また，修士課程の大学院生（特別支援学校の

現場教員）の教材研究では，既に対象生徒がいたので彼らの授業の教材を作り，教材の提

供法，彼らの受講の様子とその効果の記録法を共に考えた．発話のうまくできない生徒が

自分の意見をChromebookに打ち込み，AI音声を使って意見を述べる様子も参観できた．

博士課程の留学生は 4 月当初日本に入国できず，講義を進める必要性から Zoom による

講義を始めた．当初 5 月半ばまで，筆者の拙い英会話と英訳したパワーポイント原稿を元

に講義を展開した．ところがその後受講生の日本語の会話力が上達し，簡単な日本語を話

し，理解できるようになった．すると講義の内容も高度化し，拙い英語の説明で筆者が諦

めていた箇所の説明にも手が出せるようになった．また，筆者が不安を感じる英訳に関し

ては却って，受講生からの指摘を貰え，互いに Win-win の関係になった．ただし，受講生

の日本語力が向上すると筆者の英語を使わねばならぬ気持が後退し，もっと積極的に英語

を使う意思を保たねばと反省している．今後に筆者の英語を使う頻度を上げる必要がある． 
ネットワークに接続可能ならば，どこからも受講可能で，特に COVID-19 に限らず体調

不良を抱えた受講生や，実習期間が受講期間と重複した受講生にとって，安心材料の一つ

となった．筆者はこれらの学生に対して，当日の講義をクラウドにアップした．そういっ

た点で，筆者の欠席に関する扱いの垣根は昨年度に引き続き，かなり低くなった．アップ

ロードした講義内容を視聴し，己の知識の研鑽に努めてもらえれば良いと考えている．

(2) 実物投影機の使用の工夫

実物投影機は接写機能が優れているが，対象物が大きくなると全体を映すことが難しか

った．そこで簡易可動台に PC と実物投影機を載せ，Zoom 配信した画像を図 4 に示す．

図 a は簡易可動台のアームが水平の場合，図 b はアームが上方に伸ばされ架台が 10cm 程

度高く固定された時の様子を示す．図の上段はアームの位置，下段は配信画像を示す．こ

のように，通常は水平のアーム（図 a-1）が上方に伸ばされると（図 b-1），対象物の配信

画像はより大きな範囲（図 a-2，b-2）まで配信できた．なおアームは軽く手で上下でき，

任意の高さに固定できる（油圧ダンパー使用）ので，瞬時に目的の大きさに調整できた．

これによって，接写 10cm 角の対象物から 50cm 角位の対象物までを映し出すことができ

るようになった．本方法は本年度後期に実践する被服製作実習にも使えると考えている．

3.3 ハイフレックス型授業実践（被服学基礎の実習において） 
被服学基礎は家庭免許取得のための科目であるため，布による作品の製作が必須となる．

昨年に引き続き，Google Workspace for Education のスライドとスプレッドシートを用い

て受講生各自が製作する作品の計画を準備し，その情報を共有しながら修正し，より確
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図４ 簡易可動台使用時のZoom画像の変化 

実な計画に仕上げた（三野 2020）．その後実際に布を裁断して縫製する際に，ミシンの使

用希望者を含めた対面指導を希望する受講生がいた．そこで，対面受講希望者は大学の被

服製作実習室で，その他の受講生は Zoom を用いて自宅から受講することにした．生憎，

被服製作実習室には備え付けのプロジェクターとスクリーンがなかったので，機材の設営

図５ ハイフレックス型授業の様子（被服学基礎・実習） 
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等の準備に手間取った．そのハイフレックス型授業の様子を図 5 に示す．図 a は筆者のメ

インとサブパソコン，実物投影機等の机上の配置，図 b は実物投影機を用いて接写した手

元の配信映像（Zoom 使用），図 c は教室とスクリーンに投影された Zoom 動画である． 
図 1 に示したプロジェクターとスクリーンを除いた準備は，本年度の Zoom 講義と同様

であった．メインパソコンに筆者が顔出ししながら講義し，実物投影機で手元の拡大映像

と切り替えて教室全体の映像を配信した．サブパソコンにスピーカーフォン（Jabra, 
Speak 510）を接続し，筆者や教室の音声を集音してサブパソコンから Zoom で受講生に

送信した．受講生の音声もここから聞くことができるので，筆者・対面学生と Zoom 参加

学生との対話が可能となった．また，対面学生は Zoom の送信内容や手元の拡大映像を教

室内に設置したスクリーンにメインパソコンから投影した．これにより，対面学生のパソ

コンでのハウリングが防止でき，対面学生の持ち物を軽減することにも役立った．

４．本年の授業展開の見直しと今後の展望 

4.1 「コンピュータ利用」の授業内容の見直し

教育学部における教育実習は教師を目指す学生諸氏にとって，重要な履修課程の一つで

あるが，COVID-19 の感染拡大防止のために昨年度の実習を諦めた．そこで本年度はゴー

ルデンウィーク明けに，4 年次生から順次少人数実習を開始した．実習期間を短く設定し

たが，通常 9 月に終了するそれは 11 月まで延長する予定だ．本年 5 月の実習時に，GIGA
スクール構想真っ只中の現場を参観した．生徒は 1 人 1 台の端末を持ち，Classroom に設

定された資料を使いながら調べ学習をしていた．本年 4 月からコンピュータ利用で

Classroom を経験する機会を取り入れた（佐藤ほか 2021）が，履修対象学年は 2 年次生

であるので，4 年次生は未経験であった．当該実習生が ICT に強かったので，実習中に

Classroom をマスターし事なきを得た．しかし ICT が苦手な学生に対しては，予め教員と

生徒側の双方を経験させる必要がある．

このように授業に加えるべきことは来年度のシラバスに盛り込むだけではなく，現在進

行中の授業に取り入れ実践することも重要だ．特に ICT に関することは筆者より若者の方

が抵抗感なく実施できている．教師（筆者）は学生に対して課題に取り組む場を設け，学

生諸氏とともに学んでいけば良いだろう．かつて受講生に提示するものは，全て筆者が消

化吸収し，わかりやすく咀嚼したものを提供していたように思う．しかし現代社会の要求

速度は速く，それに準備する十分な時間が得られない．特に ICT に関してはまず受講生に

提示し，共に経験して考える方法に切り替えた．すると得意な学生の成長は目覚ましく，

却ってこちらが教えてもらうことが多くなった．そのような筆者の態度を見せることによ

って，ICT が苦手な受講生は授業がわからないことを自ら隠さずに周囲に打ち明け，問題

点を明らかにして教えを乞う態度が見られるようになった．学生同士が相談しあう態度が

身についてきたようだ．より学びを深めるべく，学生諸氏を信じて任すことも大切だ．

今年のシラバスの内容を保ちつつ，Classroom の生徒役のみならず，教師役として生徒
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の招集，課題の設定，採点等を受講生に経験させた．更に AI の活用方法，scratch や

micro-bit の拡張機能（村松ほか 2021），制作した動画を YouTube やクラウドにアップす

る経験等を盛り込んだ．最終日に自らの現在の生活費を基に，今後のライフプラン（ライ

フイベントとして家を建て，子供二人に大学を卒業させることを含む）の発表は，実習先

との打ち合わせのために，半数の受講生が講義を欠席することになった．しかし幸い，パ

ワーポイントやスマートフォン，Zoom を用いた動画制作を彼らは既に経験していたので，

当日授業に参加できない受講者らは，自らの作ったライフプランを資料と共に動画にまと

め，アップしたクラウドのURL を eALPS のフォーラムへ投稿した．当日 Zoom で発表し

た受講生の映像の URL も掲載したので，出欠の差もなく互いの動画と資料を見て，質問

や感想をフォーラムに投稿し，質問に対して回答することができた．LIVE 感はないもの

の，情報の共有と互いの交流はできたと思う．

4.2 さらなる発展 
7 月の最終週には AHFE (Applied Human Factor Ergonomics) 2021 にオンラインで参

加した．時差は 13 時間あり，日中の通常業務に加え夜間 10 時から明け方 7 時までの学会

参加は，かなり身体的負担が大きかった．それでも海外の研究者と討論できる機会はあり

がたい．Go to meeting 上での口頭発表は難しいと考えた New York の大会本部から，予

めの 120MB 程度の MP4 の発表動画の提出を求められた．当日ネットワーク事情が悪化

し，映像配信が停止したので，チャットで本部に事の所以を質問した．すると見慣れぬ言

語の返信が届き，Google 翻訳のお世話になった．ポルトガル語で動画が停止した事情が書

かれていた．言葉の垣根を低くしてくれる Google lens もお勧めのアイテムの一つだ． 
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＜実践報告＞

教員養成学部における

Google Workspace for Educationを活用した講義の実践

－GIGAスクール構想への対応を目指したコンピュータ利用教育の試み－

佐藤和紀・藤原崇雅・青山拓実・山本大貴・藤崎聖也・茅野公穂・三崎 隆・坂口雅彦

齊藤忠彦・三野たまき・宮地弘一郎・小倉光明・森下 孟・村松浩幸

信州大学学術研究院教育学系

A Report on the Use of Google Workspace for Education 
in Pre-service Teacher Education 

-Training Future Teachers for the GIGA School Program
in a Educational Computing Class- 

SATO Kazunori・FUJIWARA Takamasa・AOYAMA Takumi・YAMAMOTO Hiroki 
FUJISAKI Seiya・CHINO Kimiho・MISAKI Takashi・SAKAGUCHI Masahiko 

SAITO Tadahiko・MITSUNO Tamaki・MIYAJI Koichiro 
OGURA Mitsuaki・MORISHITA Takeshi・MURAMATSU Hiroyuki: 

Institute of Education, Shinshu University 

研究の目的

2021 年度の「コンピュータ利用教育」において，展開された Google 
Workspace for Education を活用した GIGA スクール構想に対応した

実践について報告した．

キーワード GIGA スクール構想 教員養成 情報端末 クラウド 
実践の目的 教員養成段階の GIGA スクール構想に対応した ICT 活用指導力の育成 
実践者名 著者と同じ

対象者 教育学部2年生（各コース・コンピュータ利用教育受講生） 
実践期間 2021 年 4 月～8 月 

実践研究の

方法と経過

「コンピュータ利用教育」の授業において，Google Workspace for 
Education（GW）を活用した授業を，オンラインもしくは対面で実施

したことを報告した．

実践から

得られた

知見・提言

各コースの特性と GW の活用を踏まえて，受講生が概ね操作を習得

しながら学習が進められたことが確認できた．一方，クラウドの理解が

不十分であり，他講義等でも GIGA スクール構想に近い環境で学習に

取り組む必要があることが示唆された．
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