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実証研究プロジェクト E 

教師の子どもに対する気づきの深化を目的とした 

ICTの活用 

 

E.1 実証研究のテーマ 

本研究の出発点は、ICT の活用に関して「教師の気づきの量と質を上げる」というこ

とであった。 研究を進めていく中で、それら「教師の気づきの深化」をどう児童の指導

に生かすか、という課題が生まれ、その指導を時間もリソースも限られている中でどう展

開し、学習効果をあげていくか、という新しいテーマが生まれた。結果として ICT を活

用し、教師の気づきを深め、それを指導に生かし、組織的に取り組むことで教育効果

を高めるという一連の活動となった。本研究のテーマは以下 3点に集約される。 

 

1) ICTが教師の補完的なパートナーとなる 

どんなに ICT が進化しても、それぞれの子どもと教室で毎日接し、指導に当たって

いる担任教師が最もよく子どもたちの状況を総合的に理解している。しかし、教育現場

にはやるべきことが多く、ひとり何役もこなさなければならない中で、全員の状況をす

べて把握するのは困難である。本研究では ICT で教師の経験的、総合的な智慧をど

う補完することができるか、ということを「気づきの深化」としてテーマにした。 

 

2) ICTを活用した教育の個別最適化 

ICT を活用した教育の個別最適化は古くて新しいテーマである。ひとつの教室に

35人いれば35通りの進度があり、35通りの学び方、習得の仕方がある。教育を「指導

者中心」から「Learner Centric=学習者中心」に、「教えやすい」教育から「学びやす

い」教育への変革は「21 世紀型の学習環境」を考えた時にも欠かせない観点である。

このようなテクノロジーを活用した教育の個別最適化は、歴史的に 20 年ほど前にコン

ピューターが教育の現場で使われ始めてから提唱されてきたが、客観的な数値データ

で効果を検証した事例は少ない。そこで今回は、全国的に広く使われている客観的な

アセスメントを使い、効果検証に挑むことにした。 

 

3) ICTを活用した「Beyond the Classroom－教室を超えた学び」 

この時の「教室」とは物理的な教室にとどまらず、授業時間、場所としての教室、担

任教師も含めた総合的な「教室」を示す。本研究は、当初は授業時間の中で研究を開

始したが、授業の時間内だけでは補充が終了せず、また担任教師だけでは手が行き

届かないといった課題も見えてきた。「Learners Centric Approach (学習者中心)」
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に、どのように補充を進めていけばよいの

か検討を進める中で、授業の時限の中で

は吸収しきれない進度やつまずきの多様

性に対応するために、試行錯誤を重ね、学

校独自での補習や放課後活動の中での学

習にも取り組んだ。これは、21 世紀型の新

しい学習環境として「開かれた学校」 

(2012年 2月 28日公開授業 学校研究発

表より) を志向することになった。これら授

業以外の場での学びと授業内での学びをいかに連携するかというところで、ICT の特

性を生かした個人履歴の管理によって、授業以外の場での学びと授業内での学びの

連携をはかることができた。 

 

 

E.2 実証研究の概要 

リーダー企業 日本マイクロソフト 株式会社 

監修者 信州大学 教育学部 東原義訓 教授 

実証校 港区立 青山小学校  (東京都) 

授業案作成・授業者 港区立 青山小学校 藤村千菜子教諭 他 

 

参加企業 シャープシステムプロダクト株式会社 

 株式会社東大英数理教室 

 株式会社 スティング 

 

期間 2012年 9月～2014年 6月 

 

使用する機器 Windows 7を 41台、Windows 8 タブレットを 1台、 

Window Serverを 1台 
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E.3 授業案 

活動は全校あげての取り組みとし、1年生から 6年生まですべての学年の算数の単

元を対象に行った。そのため、授業案は多岐にわたるが、以下代表的なものをひとつ

例示する。 

 

授業案のポイントは以下 3点である。 

 

1) 単元の中での本時の扱い 

単元全体の中で、「まとめ」に当たる時間、もしくは「導入」に当たる時間を 1 校時、

個別学習にあてる。一度学習を開始すると児童は内容に深く入り、集中して取り組め

るよう、細切れの時間として与えるのではなく、ある程度まとまった時間取り組めるよう

に工夫する。計算方法の確認や振り

返りについては、できるだけ短時間で

行い、子どもたちが問題に取り組む時

間を長く取れるよう配慮する 

 

2) 机の配置、授業準備の留意事項 

写真のように、風車のような形で机

を配置した。個々の子どもたちが集中 子どもたちが教え合い、学び会う姿が日常的に見られる 
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でき、かつ適宜「教え合い」「学びあえる」ことを目指して変則的な机の配置を行う。ま

た「学習のめあて」をノートに鉛筆で書かせ、計算過程をノートに記述することも大切な

学習過程であるので、ノートや鉛筆がおけるように配慮する。学習に入る前に担任がク

ラス全員に同じ学習単元をセットするが、学習の遅れが著しい等の個別対応が必要な

児童には、その子のレベルにあったに切り替えられるよう配慮する。インタラクティブス

タディの設計思想上、一見その子がどのレベルの問題を解いているのかは、はた目に

はわかりづらい。どの子もその子のレベルにあった問題に、他人の目を気にせず取り

組めるよう、過去の学習履歴データを見直し、適切な課題をあたえる。 

 

3) 机間指導のポイント 

教師画面に一覧表示される個々の子どもの状

況を見ながら、教師は机間指導にあたる。たとえ

ば、長時間同じ問題で詰まっている子ども、どん

どん進むが誤答が多い子どもなどには、教師画

面上でアラートが出る。 

また、非常によくできた子どもの学習の締めくく

りにそのアラートと一見同じようなアラートが教師、

子ども画面双方に出るが「先生がほめましょう」と

いうアラートの場合もある。ICT 機器を補完的に

使いながらも、人間教師の役割を考え抑制的な

システムになっているので、基本的に教師が主体

的に活動できる。 

「子どもは正しく間違える」という東原先生の指

導の下、机間指導で「正解を教える」ことを行わな

いよう努力した。インタラクティブスタディを使った

学習の場合、不正解した場合、その不正解したと

いう事実、誤答のパターンにより、適切な問題へ

ナビゲートされる。そのため、横にいる教師が答

えを教えてしまうと適切な問題へナビゲートが進

まない。教師の役割は、児童を励まし、問題を自

分で解けるような手だてを与えるということであ

る。 

  

教師用画面の例：手が止まってしまった

子供にアラートが出ている 

授業の様子：タブレットで教師用画面を

確認しながら個別指導にあたる教師 
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E.4 保護者からの理解と協力 

学校側から活動の詳細を保護者に対して説明会などをしたり、保護者の協力を得る

ための活動も行なった。PTAの機関紙に取り上げていただいたり、保護者が活動に期

待することをインタビューして、研究に反映したり、双方向の交流を行なっている。学力

データを扱うこともあり、通常の実証研究以上に保護者との関係性には注力をした。も

ともとの学校の良好な PTA との関係の土台の中で、保護者の理解と協力をいただけ

ている。 

 

 

E.5 プロジェクトの評価と課題 

E.5.1 評価―教師アンケートの結果 

2012年 11月にとった教師用アンケートでは、ほとんどの教師がインタラクティブスタ

ディを使った個別学習に複数回取り組み、教師用画面を活用しながら、経験でとらえ

ていた子ども像に対し、データから新たな「気づき」があったと回答している。 

 

 

その後、半年を経てさらに活用は進み、サポート役としてのシステムの活用が定着し

た。 
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E.5.2 学力調査 

児童の学力の変容をできるだけ客観的に図るため、算数の学力調査として、図書文

化社 CRT (標準学力検査 CRT / 目標基準準拠検査) を研究開始直後の 2012年 9

月と 5か月後の 2013年 1月に 3年生から 6年生の普通学級の全児童を対象に実施

した。図書文化社によると、9 月に行う調査の出題範囲は前学年までの既習事項、1

月に行う調査は当該学年の 2学期までの既習事項で、2つの学力調査の問題は重な

っていない。 

結果については、まず、「得点率」という全員が 100%正解をしたときに 100 という数

字になる数値が算出される。そして、その「得点率」の全国の同時期の調査の平均を

100 として、該当集団の「得点率」が以下の計算のもと「得点率指数」として示される。 

 

以下の表は、青山小学校の 3 年生から 6 年生の分野別の「得点率指数」の変容を

示したグラフである。破線が 2012 年 9月の結果を、実線が 2013 年 1 月の結果を示

している。(なお、3 年生の 2013 年 1 月の学力調査の出題内容には、進度の関係で

「数量関係」が含まれていない。) 
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すべての学年で総合的にスコアが好転している。特に、学習に課題の見られていた

6年生の伸びは著しく、平均でも 21ポイント指数が好転した。 

 

E.5.3 課題 

本研究は研究期間が短い中で、全教職員の参加を求め、また客観的な学力調査

の実施、公表とプレッシャーと何かと負荷のかかる研究であった。教職員の方々の多

大な協力に感謝するとともに、こういった実証研究を行うにあたり、ますます「多忙感」

が増す教職員に対しての負荷をどのように分散、軽減するのかということは、引き続き

課題であると考える。 

また、本研究では算数科での取り組みを行ったが、市販の教材に加え、先行研究を

されてきた先生方が自作で作った教材を提供していただいての学習指導も併用して

行った。特に特別支援学級用の教材は市販のものがなく、いただいた先生方の自作

教材が頼りであった。放課後個別指導に参加した特別支援教室の子どもたちが、楽し

んで問題を解き、達成感を持った笑顔を見せ、自主的に学習を継続している姿を見る

につけても、さらなる教材の充実が望まれる。学校現場での ICT を活用した個別指導

に適した教材、サービスがまだまだ少なく、先生方のボランティア的な協力に依るのは、

大きな課題であると考える。 

 

 

E.6 運営上の工夫やノウハウ 

E.6.1 活用の変遷～授業時間の中で 

活動を開始した直後は、活用方法は各担任に

一任され、たとえば授業の中で 10 分だけなどの

活用を試行した学級もあった。活動を進める中で、

子どもたちが予想以上に問題に集中して取り組み、

ちょうど良いところで終わってしまうということが問

題になった。個別学習の効果を最大限にするた

めに、日野市平山小学校の先行事例を学び、助

言をいただきながら、単元に入る前、または単元

の終了時、もしくはその両方で、1 時間 (45 分) 

の授業時間をフルで使い、日常的にインタラクティ

ブスタディを活用し、学習の振り返りを行うスタイル

に変えた。 これら、指導のやり方について全校の

実践をそろえるために、研究担当の教師が研究会

DiTTレポート：研究担当の教師が配布 

「学力向上プラン」作成の様子 
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ごとに「DiTTレポート」をつくり、全員に共有した。 

また、学力の向上に当たっては、研究開始直後に学力調査 (CRT図書文化社) を

行い、そのデータ分析を図書文化社の研究員とともに行なった。3 年生から 6 年生の

全教師が自分のクラスのデータを自己分析し、データを共有したうえで、全員参加で

「学力向上プラン」にまとめた。日々の指導で多忙な中、客観データの収集にご協力

をいただき、また、データを研究チームにもご共有いただき、皆で研究を進めるという

体制を作っていただいた曽根校長先生、竹村副校長先生と教師の皆様の英断と団結

がなければできなかった研究である。改めて感謝したい。 

 

E.6.2 放課後「インタラクティブスタディ教室」 

「学力向上プラン」を作成し、取り組む中で、授業の時間だけでは補充をしきれない

子どもたちがいること、担任教師の時間だけでは解決が難しいことから、外の力を借り

ようという発想がでてきた。そこで 3か月目にあたる 11月に、試験的に、放課後を使っ

た補充学習をはじめてみた。保護者の承諾を経て、希望する子ども、補充の必要性が

ある子どもを抽出しはじめてみたが、予想以上に好評だった。その経験を踏まえ、本

格的にボランティアを募り、長期休みや放課後を使った「インタラクティブ教室」という

補充学習を実施しはじめた。 

 

 

 

試行期の「放課後インタラクティブ教室」の様子 

指導者用マニュアルはわかりやすくファイリング 

学年ごとに「個人カルテ」を格納し担任と連絡 

学習ボランティアによる指導の様子 
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「個人カルテ」を置き、ノートで計算して

PCの問題に答え、ノートには計算の軌跡 

ここで課題となるのが、担任とボランティアの間

での情報共有であった。ここでは ICTの特性がい

かんなく発揮された。IDにより、システム内の個人

履歴が蓄積され、常に参照呼出しが可能なことで、

スムースな移行ができた。 

それに加えて「個人カルテ」の運用が効果を発

揮した。担任が課題のある単元を記入し、それを

もとに、子ども本人と放課後指導ボランティアが学

習のめあてを考え、達成状況を記入する。写真の

ように、このフォーマットには子ども自身も学習の

めあて、学習の振り返りを記入していく。子どもた

ち自身が自分自身の学習状況を理解し、学習を

進めていくことは、「自立した学習者」の第一歩で

ある。自ら学ぶ力をつけて成長していくよう願いを

込めてこのフォーマットをデザイン、運用してい

る。 

この「個人カルテ」の運用など、担任とボランテ

ィアが「気づき」を共有し「気づき」合う関係をどう

設計するかが本研究のテーマであり、最も注力し

た環境設計であった。そのため、「個人カルテ」の

フォーマットは最初のたたき台から何度も使用のしやすさ、情報の共有の最適化をは

かり改定を繰り返し、現在のフォーマットに落ち着いている。 

研究のまとめにあたり、次のような感想を学習ボランティアからいただいている。学習

ボランティアの目からみた児童の定性的な成長の様子が分かる貴重な資料である。ま

た、このような豊かな経験をと智慧をもった方が、厳しく、そして暖かく児童の学習を見

守り、伴走をしてくださっていらっしゃる様子がうかがえる。学習ボランティアのみなさま

に支えられての研究であることも改めて感謝したい。 

ある児童の「個人カルテ」 : 右側に本人

自身が学習を振り返り記入する欄がある 
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11 

2013 年 4 月現在の「インタティブスタディ教室」。希望者が増え、

放課後の遊びたい時間でもあるのに超満員、真剣に学習に取り

組む。 

E.7 まとめ 

はじめに、本研究のテーマは、 

1) ICTが教師の補完的なパートナーとなる 

2) ICTを活用した教育の個別最適化 

3) ICTを活用した「Beyond the Classroom－教室を超えた学び」 

の 3 点であり、1) のテーマから波及的に広がってきたことを述べた。研究のテーマは

「教える側」の改革であり、学習環境の整備であったが、それにより、どのような教育的

な効果を児童にもたらされるか、がもっとも重要である。 

 

児童に与えた効果としては、

たとえば、多くの学年で、3 月の

卒業・進級時に担任が蓄積され

た「個人カルテ」を見直し「頑張

ったね。こんなにやったから、も

うできるよ」などの声をかけなが

ら返却、子どもたちも改めて自

らの学習の積み重ねと、それに

よる達成感を感じていた様子、

みな笑顔だったというような、数

値では表せない効果について

も手ごたえを感じている。 

さらに「放課後インタラクティブ学習」によって、学ぶ楽しさを知った子どもたちの口コ

ミが広がり、参加人数も増加傾向にある。上記写真は 2013年 4月 18日に撮影された

ものである。学年が変わり、先生方の異動もあった中での新年度最初の「放課後インタ

ラクティブ教室」が行われた。年度が替わり、旧 6 年生が抜け、新 3 年生が入ってきた

が、定員いっぱいの児童が集まり、いつものように特別支援学級の子供も積極的に参

加し、それぞれ自分にあった問題に進んで取り組み、達成感を感じている。 

本研究によって、参加児童一人ひとりが何らかの学習上の課題を克服し、学習に自

信をもって取り組むようになったとすれば、それが研究の最大の成果であると考える。 
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E.8 使用システム 

個別学習支援システム「インタラクティブスタディ」 

http://study.gr.jp/product/istudy/index.html 

 

「インタラクティブスタディ」用問題集 「スタディ 21」 

http://www.tek.co.jp/study21/ 

 

図書文化社 CRT  標準学力検査 CRT / 目標基準準拠検査 

http://www.toshobunka.co.jp/examination/crt.php 

http://study.gr.jp/product/istudy/index.html
http://www.tek.co.jp/study21/
http://www.toshobunka.co.jp/examination/crt.php

