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算数の習熟度別学級でのコンピュータ活用の効果
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成績の上位群と下位群の児童から構成される算数の習熟度別学級で，CAIを日

研究の目的

常的かっ継続的に行うためにはどのようにすればよいか．それによって学習意欲と
成績は向上するか．
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実践の目的
実践者名
対象者
実践期間

習熟度別学級における算数指導
橋懸宏文
長野県豊：野町立豊：野西小学校4年生（20名）
2003年5，月〜11月

4学年児童全79名中，成績の上位10名と下位10名から構成される習熟度別学級

実践研究の

を対象として，7ヶ月にわたりCA歪による学習の個別化を行った． CAI教材は次の日
に実施するものを前日に作成することとした．なぜなら，それまでの学習記録を教材
の設計に活かすことができるからである．また，このためには短時問で教材を作成
することが必要となるが，テンプレート型の教材自動生成システムを活用することで

方法と経過

解決した．

コンピュータはCAIとして活用するだけでなく，グループウェアを用いた問題の解
法についての自己評価・相互評価にも利用した．

単元末のペーパーテストの成績と児童の学習意欲の観察結果は，上記の指導法
がどのような効果があるかを分析した．

本実践から，次の成果が得られた．
①テンプレート型の教材自動生成システムを活用することによって，従来，多くの時
問が必要とされた教材開発が短時間で可能となり「明日のための教材を今日準備
する」ことが実現できることが示された．

実践から
得られた
知見・提言

②コンピュータに記録された今日の学習記録から正答率の低い問題を抽出して明
日の教材に加えるなど教材開発に学習記録を反映させた結果，より効果の高い教
材が開発できた，
③グループウェアを活用して，「一人でできる」「人に教えることができる」の2観点平

面上で問題の解法についての自己評価，相互評価を行うことは，学習の励みとな
り，また，参考とすべき友達を適切に選択する手がかりを与えるという点で，効果的
であった．

④本実践によって，ペーパーテストの平均点の向上，集中力の持続不登校傾向
の解消など，下位群児童の学力および学習意欲の向上が認められた．
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1．はじめに
文部科学省は2002年1月に「確かな学力の向上のための2002アピール『学びのすすめ』」

を発表した．アピールは，子どもたちが「確かな学力」を身につけられるために，「少人
数授業・習熟度別指導など，個に応じたきめ細かな指導の実施を推進」して，「基礎・基
本や自ら学び自ら考える力を身に付ける」等の一層の取り組みを各学校に求めた．
学習者一人ひとりの実態にきめ細かく対応しながら学習内容の完全定着を実現しようと
するために，1970年代からCAI（Co磁puter

Assisted

Instruction，コンピュータ支援授業）

が行われてきている．IT技術が進歩しe−LearningというWebを利用した学習形態が新たに
生まれる中，Web−CAIも実現され，用いられるようになってきた．
長野県豊野町立豊野西小学校（以下，本校と称す）においても習熟度別の指導が行われて
いる．4学年算数の習熟度別指導では，CAIによる学習の個別化を取り入れることとし，成
績の上位群と下位群の児童からクラスを構成することにした．個人差の大きいこの学級の
児童には，授業のみならず家庭学習でも続きができるような仕組みを持つWeb−CAIを行う
ことが望ましい．しかしWeb−CAIは開発されて闘もないため，既存の教材がほとんどなく，

授業の進行に合わせて教材開発をする必要がある．

本研究の目的は，Web−CAIを日常的かつ継続的に行うためにはどのように教材開発をす
ればよいか，またそれによって本学級の児童の学習意欲と成績は向上するかどうかを明ら
かにすることである．

2，研究方法
本研究では，第一著者が実践者としてWeb−CAI用の教材開発と授業を繰り返して行い，
共著者は研究者の立場から実践内容についての助言を行った，その過程やペーパーテスト
の結果などから考察を行った．

実践者は毎回の授業に用いる小学校4年算数の教材を，テンプレート型の教材自動生成
システムを活用して授業の前日までに開発した．全出版社の教科書の指導方法と前時の学
習記録を参考とした．Web−CAIによって学習の個別化をはかり，グループウェアによって
相互評価や自己評価を支援した．実践者は授業中に児童の個別支援を行った．児童はWeb−
CA王により家庭からも学習できた．コンピュータが蓄積する学習記録と単元末に行うペー
パーテスト，児童の観察記録，児童が記述した授業の感想等を用いて授業の評価を行った．

この教材開発，授業，評価のサイクルを2003年5月から11月の6ヶ月の問，繰り返して
行った．

実践の対象は，教研式CRT（CRT：Criterion

Referenced

Test，目標基準準拠検査，図書

成

文化社）の成績の上位群10名（A群）と下位群10名（D群）から構成された計20名の習熟度
別学級（AD学級，以下，本学級と称す）であ
100
る．各学級別の児童の教体式CRT成績を図1
に示す．なお，児童の所属の決定には児童の
80
友人関係や保護者の意向も若干加味された，
績60

3．教材開発
点4。

3，1教材の基本設計

）20

（1）教材の目的

教材は，児童全員が教科書の例題と同等の
問題を確実に解けるようになることを目的と
する．
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図1

習熟度別学級別の児童の成績

（2）教材の構造

教材は復習課題猟中心課題業洋，発展課題群の

灘響

3つのブロックで構成される（図2）．復習課題
群と中心課題群は，指導要領が示す「基礎基本」

鱒縫礎

の学習内容にあたり，金問正鯉しないと次のブ

ロックに進めない．各問題では回答に応じたKR
（kllowledge

of

懸跡轄簾

res田ts）情報が提示される．誤答

パターンが検出された場合には対応する治療

．．．．．i

懸潔鉾の

1

コースに進む．

復習課題群は，前時に間違いの多かった問題

図2

教材の構造

を中心に構成され，中心課題群は，新しい学習内
容で本時の目標にあたる問題と説開から構成される．

発展課題群は，文章題など既習の事項が総合的に組み合わされた「発展課題」と難易度
の高い「高度発展課題」からなる．
（3）最適課題の提示と質の高い問題作り

最適な課題を提示できるように，教材作成には前時の学習記録を反映する，また質の高
い問題となるように，全出版社の教科書の指導方法や出題例を参考にする、
3．2教材作成の方法

教材開発を日常的に継続するためには，1授業分の教紡に3乱闘以上の閥発時間はかけ
られない．教材の作成には，前述の基本設計に基づく教林を短時問で作成可能な「スタ
ディライターfor
sisled

Self

Web」（東原ら2002）を用いた，本システムに備わるCASA（Co即uter

As−

A∬ess配Hl）機能を用いることにより教材を自動生成できる．東原ら（2000）

によるとCASA機能は，「教師による児童・生徒の理解状況の診断および児童・生徒の自己
診断を支援するためのCAI教材に引回して，その作成を支援するオーサリング機能をスタ
ディライターに付加する」目的で開発された，短時間での教材開発を可能にしながらも，
生成される教士は，児童・生徒の自己診断に役立つ情報を提供でき，目標の達成状況を目
標領域別に示せ，誤答傾向を示せ，誤答傾向に対応したKR情報を提示できる．
（1）CASA用テンプレート

譲標テンプレート，問題テンプレート，
画面テンプレートの3種類によって教桝麗灘灘翻・
を記述する．
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学習者に提示される問題，目標コード，
予想回答等を定義する，

・＝釜…紅

③画面テンプレート

購織

提示画面のレイアウトが定義される．
（2）CASAによる教材の生成

各テンプレートに入力された情報が図
3のように組み合わされて教材が生成される．
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図3

テンプレートから教轡が構成

目標および問題テンプレートは表計算ソフ

トで作成される．

出題がパターン化できる診断問題はCASAによって自動生成し，新しい概念の説明と治療
コースは一画面ずつスタディライターで作成した，
3．3開発された教材と開発に要した時間
期間中に開発し授業に用いた教材は33本であった（表1）．「わり算」，「小数」，「円と球」，

「折れ線グラフ」，「長方形と正方形の面積」，「式と計算」の単元にわたる．わり算の指導
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図4に教材開発と
授業の実施の記録の

名

月

開発した．

9月

教

鑓

をしている中で下位
群の児童に九九の習
得が不十分である実
態が把握できたため
に，九九のドリルも

わり算の籏算の練習2

・

いる教材を前夜まで

［博数授業日

図4

m開発1時間

○教材使用弔

教材開発と授業の隙意の記録（2003年9月の例）

に開発した．1教材
表1

開発日

1 1−1・答えが何十・何百になるわり算の計算1
2 1−2答えが何十・筆談になるわり算の計算2

3 1−3わり算の筆算基礎課題
4 レ4わり算の筆算発展課題
5 1−5わり算の筆算のやり方1
6 1−6わり算の筆算のやり方2
7

1−7

8
9

1−8 商の1の位に0が立つわり算の筆算
1−9わり算の答えのたしかめ

あまりが出る筆算

101−102けた÷1けたのわり算
111−113けた÷1けたのわり算
121−122けた÷1けたの暗算
132−1小数の学習のじゅんび問題
142−2小数はしたの大きさの表し方

152−3小数の大きさ
16

2−4小数のたし算ひき算

172−5小数のたし算ひき算の筆算
18

34

19

3−2

円の半径と直径

20

4−！折れ線グラフの読み方

円と球

214−2折れ線グラフのかたむき
22 5−1山下でわるわり算の暗算1
23 5−2何十でわるわり算の暗算2
24 5−3 わり算の筆算商の見当づけ1−1
25 5−4わり算の筆算商の見当づけ1−2
26 5−5わり算の筆算の練習1

111

275−6わり算の筆算の練習2
28 5−7わり算の筆算の練習3
29 5−8わり算の筆算の練習4
305−9わり算の筆算まとめ

316−1長方形と正方形の面積

327−1式と計算1
3399−1かけ算九九ドリル

1

画面
数

12
2
／／／
／／1
1
2／2
393
1
2／2
／／／1
／
／2
／／
62
66
／／
／1
／
／2
7
／／
9／
9／
／2
／
／
5／5
5
5
5
6
6−6
6／6
6
66
7
7／8
81／／ 9

（2003年）

9
77
31
41
52
42595
87
！2
11
441
31
14
14
28
！ 23
18
23
80
5
527892266993550054166

罰一スウェア名

NQ．コード

開発した教材
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概要

何十÷1けた，何諸差十÷1けた，何百÷1けた
何千何百÷1けた
何十四÷1けたの曲舞
何十何÷1けた，何十÷1けたの筆算
7÷3・＝2…1の筆算のやり方の説明
72÷3の筆算のやり方の説明
2けた÷1けたの，あまりが出るわり算

商の1の位に0が立つわり算の筆算のやり方の説明

わり算の答えのたしかめ
2けた÷1けたのわり算の練習
3けた÷1けたのわり算の練習

2けた÷1けたの暗算の練習

リットルをデシリットルに，cmをmmになおす

初めての小数小数を使って長さやかさを表す
小数を使って，長さや数直線で示された大きさを表す
小数のたし算ひき算
小数のたし算ひき算の筆算
円の半径と直径を求める練習
球の半径と直径を求める練習と発展問題
折れ線グラフで，時刻に対応する温度を読み取る
グラフかたむきの緩急と変化の様子を関連づける
（何十）÷（何十）で商が1位数になるわり算の暗算
（何百何十÷何十）のわり算の暗舞
（2位数）÷（2位数）での商の見当付け
（3位数）÷（2位数）での商の見当付け（仮商修正無）
（3位数）÷（2位数）（日商修正無）の筆算の練習
（3位数）÷（2位数）（仮商が10になる場合）の筆籏

仮商の修正が必要なわり算の筆算の練習
見当をつけた商の修正で商が2けたなる筆算の練習
わり算を使ったいろいろな問題を解くことができる

長方形と正方形の面積を計算でもとめる
四則記号とかっこがある3項の式の計算
九九の診断ドリル

の開発に要した時間は2〜5時間であった．
3，4学習記録の利用

三時の中心課題で間違いの多かった問題を
二時の復習課題に出した，例えば復習課題10
問のうち5〜6問に畠違いの多かった問題を
用いた，また前時に問違いが少なかったら，復
習課題の問題数を減らしたりした、

インタ肇ク畢イブ・ス傘ディによる

騨囎

L一

睡欝鵠1

繍を遠く織た

i麗欝購を
ス参ディ〆嘩ま据る

鐸彗雛騨

L塵壷麺襟締i授鍵盤どi

4．擶灘方法
本実践では，インタラクティブ・スタディに

よる個別学習を授業の中心とし，スタディ
ノートによる自己評価および相互評価の活動，

図5

：罵ンピュータを用いた

授業の膿開

さらに教師による説明と集団による話し合いを行った．
コンピュータを用いた45分間の授業では，インタラクテ・イブ・スタディ申心の展蘭，イ

ンタラクティブ・スタディとスタディノートを併用する展開，スタディノート中心の展開
の3つのパターンのいずれかで実施した（図5）．
4ユ個別学習
学習記録を蓄積でき，学習の進捗状況をモニタリングするために，インタラクティブ・
スタディサーバを用いた．この環境によって学習を中断しても再開することができ，学校
でも家庭からでも学習を継続できる，
個別学習の時間に児童同士が直接対話によって支援し合えるように，教え合のを奨励し

た．教習を早く終えた児童は困っている児童の先生役になって「相手に問題の正解を教え
ない」貿手のコンピュータを操作しない」というルールによって友を支援した．
4．2自己評価と相互評価

自已評価と相互評緬のために，スタディノートを用いた．掲示板，電子メールの機能を
用いて，互いに問題を出し合ったり，解答を採点して返信し合う活動を行った．また問題
の解法をデータベースに登録して，互いに参照したり情報を付加しあったりして相互評価
を行った．自分の解法を修正したり学習の経過を振り返ったりして自己評価を行った．
児童の相互評価と自己評価のために「一人でできる」一「教えることができるまという
2軸を持つ平面（以下「マップ」と

称す）を用意し，児童は自分の考
えをマップに配置した（図6）．こ

れによって児童は自分のニーズに

適した情報を参照しやすくなっ
た．参照した情報をもとに自分の
考えを修正したり，支援を必要と
する友の情報にアドバイスを書き
加えたり，1またこの過程でマップ
上の配置を移動させたりした．

5．授業の翼施
5．1インタラクティブ・スタディ

を活用した授業の様子
児童はわれ先にコンピュータ教

図6
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震己評価・根互評価用rマップ」

室に走りこんで，自分のコンピューターのスイッチを入れる．「パスポート」と称するカー
ドがあるのでユーザ名とパスワードの入力で戸惑う児童はいない．児童は，次々と提示さ
れる問題に解答し，学習を進めていく．自分のノートを開いて筆算をする児童，教科書の
解法を確かめたりする児童，また解き方や進め方に困って隣の友や教師に相談する児童も
見られる．教師は，学習が進んでいない児童を教師用画面から見つけて，・「どうした？」と

話しかけて一緒に解き方を考える．中には，教師用画面から「あ，Aさん，困ってるの？」
と教師の代わりを始める子．

まだ終えていない児童の周りに集まって「がんばって」とか「ここはこうやればいい」
と楽しそうにアドバイスをする児童は，成績上位群とは限らない．すべての児童が目標を
達成し，満足げに，本時の学習の感想を書いてコンピュータ室を去っていく．
このような毎日が続いた．

5．2スタディノートを活用した授業の様子
（1）掲示板問題集とメールで「出題・採点ごっこ」

児童は，自作の問題を掲示板で出題し，メールで寄せられた解答を採点して，返信して
あげる．児童は出題出航にも解答者役にもなる．正しい解答には丸をつけ，「よくできま
した！」．間違いにはアドバイスや励ましのことばを．採点メールを受け取った児童は，正
解でも，間違いでも，うれしそうに返信を読む．出題者から解答の間違いを指摘されると，
修正して返信する．成績下位群の児童だって出題者であり，採点者だ，出題者の席まで
行って「見てくれた？」と採点を催促する子も多い．このようにして次々にメールのやり
とりによる相互評価が行われる．
（2）マップを活用した自己評価・相互評価

問題の解き方について情報交換するために，児童はスタディノートのデータベースを活
用する．解き方を書いた情報は，前述の「一人でできる」一「教えることができる」の軸
を持つマップ上に，児童によって配置される．配置すべき位置を決定するとき，自己評価
が行われる．

友達の解き方を見るときは，マップ上の位置を意識して，見るべき情報を選択すること
になる．マップは，自分にとって適した情報を効率よく，的確に選択するためにも大いに
役立っ．解き方に自信が持てなかった児童は，マップの右上の情報を参照することになる．
そして，自分の解き方を改善して，自分の情報のマップ上の位置を少し右上に移動させる．
左下の情報を選択する児童は，友達の役に立ちたいといった意識をもっているのだろう，
アドバイスを左下の情報に加える、これで，左下の児童も少しだけ，右上に自分の情報を
移動できることになる．

児童の歓声でにぎやかな「出題・採点ごっこ」と異なり，この学習活動は，静寂の中で
黙々と進行する，

このようにして自己評価と相互評価が繰り返される．

5．3指導時数
表2
実践期間申の月別の授
業の実施状況を表2に示
す．！単位時間は45分で
ある．全時数79時間のう
ちコンピュータを活用し

算数の授業時数と調ンピュータを活用した授業時数

たのは50時間で63％にあた
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る．コンピュータを活用した授業の7鵬がインタラクティブ・スタディを中心にした授業
である．

6．結果
本実践から次の結果が得られた．

6ユインタラクティブ・スタディによる学習
（1）前野に誤答が多かった問題を鷲鼻の復習課題として出題した結果，誤答が減少した．例

回

えば「50÷2Gjの問題では前時にlG名，のべ15回の間違いが見られたが，瞬時では5名，
のべ7回に減っていた．
（2）全問正解しないと次のブロックに進めない仕組みにした結果，最終的にはすべての児
童が毎時間，復習課題群と中心課題群の全問を正解して教材を終えていた．
教材は，正解できたときは次の問題に進み，誤答の場合にはもう一度解答できるように
なっている，それでも正解できないときは，次の問題に進むようになっている．表3は，
それぞれの児童の各問題での正誤の様子を示している．表中のセルの「×○」は第1試行
で間違え，第2試行で正解したことを表す．10問からなる1ブロックの終了時点で，第1
試行で正解できなかった問題がある場合には，そのブロックを再挑戦することになり，間
違えた問題のみが再度出題される．再挑戦の場合にも同様の仕組みで判定され，再挑戦で
出題された問題全てに第1試行で正解できるまで，このような過程が繰り返される．多く
の場合，再挑戦のたびに出題される問題数は減少していくことになる．表3の「回」の列
は，この挑戦の回数を表している，たとえば，DO4児は！回目の挑戦で10問全問間違えて
しまったが，5回の挑戦により全問に正答することができ，DO2児は，全問正解するため
に3回の挑戦が必要であったことを示している（表3）．
わり算の6つの教材で，下位群児童が全問正答するのに何回の挑戦が必要であったかを
表4に示す．1回目の挑戦で全問正解できた例は僅かであり，2麗ないし6回の挑戦の機
会が必要であった．しかし
表3 下位群児童の挑戦計数と試行ごとの正誤
挑戦回数が多い児童は単元
児童
50÷20 30÷20 90÷20 60÷40 70÷30 90÷40 80÷50 70÷20 50÷30 80÷30
1
末テストの得点が低い傾向
×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××
2
○
×× ×× ○
×× ○
×× ×× X× O
があり，再挑戦の仕組みだ
DO4 3 ×○ 0
○
×0 0 ××
けでは教材として不十分で
4 ○
×○

0

「よし！」「先生，見て」と

言い，低いと残念がつた．

再挑戦して評価が向上して
いくと，「よくなってきた」

と言ってまた再挑戦してい

2
3
1

DO7

2

O

3

○
×× ×○ ×○ ○
○
○

○

①高い得点や正答率が表示
されると，児童は喜んで，

DO2

○

が観察された．

○
×× ×× ×○ ×× ○
○
×○
○
○
×○ ○
××
○
○

○

（3）次のような児童の言動

1

○

5

○

あることを示している．

×○

○

××
○

××
○

下位群児童の全問正答までの挑戦回数

表4

復習⊇一スの内容
2けた÷1けたの暗算
何十÷何十の暗算

た．正答率が100％になる
前に投げ出してしまう児童

何百何十÷何十の暗算

はいなかった．

善百何日÷2けた

DO3

2けた÷2けた
イ可百イ可十÷イ可十

②多くの児童が「コン
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図7

解答を採点して竃子メールで返信

図8

2観点マップが示す霞己評擶の向上

ビュータはわからないところをちゃんと教えてくれる」，「インタラクティブ・スタディを
もっとやりたい」と：述べた．下位群児童は「わかるようになって楽しい」底数に自信が
ついた」とも述べた．

③3年生まで不登校傾向だった下位群児童が算数を楽しみにして登校するようになった．
④コンピュータを使わない一斉指導では授業がいやで机の下に潜り込んでしまうことが
あった下位群児童が，毎回45分間，真剣に学習に取り組んだ．
⑤下位群の児童が，自ら先生役になって友を手伝うのを楽しみにするようになった．
⑥画面に正答メッセージが提示されると，教えられる児童も先生役の児童も一型になって
喜んだ．ペーパー教材による教え合いで先生役の児童が共に喜ぶ姿が見られないのと対照
的である．

⑦児童は学習中に自由に席を離れることがあるが，遊んだり無関係な話をするのではなく，
学習に関係する活動の姿が見られた．
（4＞教材画面が隔bページであることに気づいた児童が「家でも学習したい」「この教材を

もう一度やり直したい」と希望し，2名が実際に家庭から自主的に学習を行った．2003年
当初の調査によると，本学年の全家庭のおよそ4割にコンピュータがあり，その半数がイ
ンターネットに接続されている状況であった．家庭にコンピュータやインターネットの環
境を環境を持たない児童も「家でできるならやりたい」と言った．

6，2スタディノートによる学習
（1）掲示板と電子メールによる相互学習

上位群，下位群の区別なく電子メールのやりとりが行われた．1騒15分間ほどの活動
時間に，多い児童で4〜6通，少ない児童で2〜3通の交換をしていた，自分がメールを
出した相手のもとへ駆け寄って，一緒にメールを読むなど，楽しみながら活動していた．
採点され返信されてきた解答メールの例を図7に示す．大きな丸がっけられ，「すごい」と
賞賛されている．

（2）マップによる自己評価と根互評価

「よし，少し上がったぞ」とつぶやきながら自分の情報の編遇を右上に移動する児童が
見られた（図8）．直接対話での教え合い活動で親しい友人を相手として選択していた児童
が，マップを用いた教え合いでは，作成者の名前ではなく，マップ上の位置に注目して情
報を選択していた，

・一
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6．3成績の変化

群群
均均

圃ロ灘峯

O
4

20

㍉＼、響

本実践以前の4月に比べ
て，5月以降の単元で下位
群の成績が向上したことを
図9は示している．

図9

駕
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（1）単元末テストの成績

80
O
6

はほぼ同等と考えられる．

100

平均得点

日本標準「算数の新絶対
評価4学年」啓林館版によ
る単元末テストの結果を次
に示す，各テストの全国平
均得点がほぼ同じであるこ
とから，それぞれの難易度

単元テストの群別の成績

（2）児童の学年順位の変化

児童の4月と7月の学年順位の変化を図
10に示した．下位群（D群）の児童が順位を

の児童の中には順位が大きく下降した例が
見られた．
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7．考察
7．1Web−CAI教材の開発

目標の達成度，誤答傾向の診断ができ，

さらに再挑戦の仕組みを有するWeb教材を
一般のWebページ作成ツールで開発するこ
とは教員には不可能である．図4，表1に

ｸ．20
@−40
@−60

図10

4月と7月の学年順位の変化

示すように，授業の進行と並行して，ある
品質以上のWeb教材を開発できたのは，開発に要する時間を短縮でき，同時に複雑な学習
制御の仕組みを自動的に生成できるテンプレート方式によるスタディライターのCASA機能
によるところが大きい．もし，この仕組みがなかったなら，教材を作成し続ける意欲を持
続させることは不可能であったと考えられる．
7．2自己評価，相互評価
評価情報を見た児童が「よし，もう少しだ」「上がってきた」と言って，再び挑戦して
いった姿に晃られるように，インタラクティブ・スタディを用いた学習で，児童が根気よ
く最後まで再挑戦を繰り返すことができたのは，評価情報が児童にその都度フィードバッ
クされたことの効果が大きいと考えられる，

スタディノートを用いて行った自己評価，相互評価の活動の姿から，児童が「すぐに評
価されたい」「自分の評価をどんどん向上させたい」という願いを持っていることが伝わ
る．本実践ではコンピュータを用いることですべての児童の自己評価と相互評価を支援す
ることが実現された．これが児童の大きな励みになっていたと考えられる．
7，3児童の成績

本実践では特に下位群の児童の成績向上が認められた．Web−CAIによって，より個に対
応した指導が実現できたためと考えられる．例えば，前時に間違いが多かった問題を次時
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の課題に取り入れたこと，全問正解できるまで個人のペースで繰り返して挑戦できる機会
を保証したこと，治療画面を用意したことなどである．
ペーパーによるドリル等でも課題の再挑戦は行えるが，採点，フィードバック，間違え
た問題の抽出などは自動的にはできない，また，繰り返し練習して定着をはかることが必
要な下位群の児童には，集中力の持続が困難な傾向もあるため，インタラクティブ性のな
いペーパードリルでは本実践ほどの効果は期待できないと言えよう．
教材の開発にあたり，下位群の児童が課題を全問正解できるためには，挑戦の機会を2
回以上用意することが必要である．また，再挑戦の機会だけでは手だてとして十分でなく，
同一の間違いを重ねたときには治療ブロックに分岐させたり，教師による支援を求めさせ
るなどの仕組みを備える必要があると言える．
7．4児童の学習意欲の向上

児童がとても意欲的に学習に取り組んだことが認められる．特に不登校傾向の解消や集
中力の持続など顕著な効果も見られた．児童の学習意欲の向」二は，成績のフィードバック
と再挑戦，自己評価と相互評価による効果が大きいと考えられる．
インタラクティブ・スタディによる学習中に，児童は自由に座席を離れて楽しそうに教
え合いをした．この自由さが教室内の雰囲気を明るく和やかにしていた．インタラクティ
ブ・スタディによる学習は児童の主体的な活動が自由に行える学習形態であると言える．
この面も児童の学習意欲の向上に効果を及ぼしたと考えられる．
家庭からインタラクティブ・スタディによる学習に取り組んだ児童がいた．児童が自分
から家庭学習を求めることは珍しいことであり，ここにも児童の主体的な学習意欲が認め
られた．

8．結論
（DCASAを活用することによって，従来，多くの時間が必要とされた教材開発が短時間で
可能となり「明日のための教材を今日準備する」ことが実現できることが示された．
（2）コンピュータに記録された今日の学習記録から正答率の低い問題を抽出して明日の教
材に加えるなど教材開発に学習記録を反映させた結果，より効果の高い教材が開発できた．
（3）グループウェアを活用して，「一人でできる」「人に教えることができる」の2観点平
面上で問題の解法についての自己評価，相互評価を行うことは，学習の励みとなり，また，
参考とすべき友達を適切に選択する手がかりを与えるという点で，効果的であった．
（4）本実践によって，ペーパーテストの平均点の向上，集中力の持続，不登校傾向の解消
など，下位群児童の学力および学習意欲の向上が認められた．
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