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これからのSociety 5.0を生きる者にとって、職場では勿論、家庭においてもタブレット型ＰＣ端末等を使うことは日常当然の

こととなるが、学校においても授業中はもとより様々な教育活動の場面で、タブレット型ＰＣ端末等の活用が当たり前になるな

ど、ICT機器はノートや鉛筆等と並ぶ必須アイテムとして、子どもたちにとってなくてはならない存在になる。こうした中、国の

GIGAスクール構想により、児童生徒一人一台端末の実現や高速大容量の通信ネットワークの整備等が実現することで、各

学校・教員には、従来型の黒板とチョークによる講義中心の授業デザインから脱却して、クラウドを介したオンラインを併用す

ることで学びを補完する、いわゆるハイブリッドラーニングによる効果的な学びの実現が求められるようになる。そこで、本稿

では、高等学校における理科の授業実践を理科教育の視座から検証考察することで、ICT及びオンラインを活用した理科教

育に関する知見を導き出してみる。 

 

 

１ 研究の目的 

 

我が国では、新型コロナウイルス感染拡大をうけて国のGIGAスクール構想の実現が前倒しされ、

2021(令和3)年度から、小・中学校の児童生徒を対象とした一人一台端末の学習環境が実現する。こ

うした中、学校ではICTを効果的に活用した学習活動の構築や、日常的にICTを活用できる指導体制

の確立が求められており、各教科・科目において、ICTを活用した指導法の充実が喫緊の課題となっ

ている。特に理科教育においては、実験実習を伴う教科の特性から、ICTを活用した実験実習をとお 

―――――――― 

*茨城大学 



茨城大学全学教職センター研究報告(2020) 

 - 28 - 

して子どもたちが授業内容を理解し、それを深い学びに繋げること、つまり理解の深化が求められ

てくる。従って、実験実習を伴う理科の授業の中で、ICTを活用した学びにいかに取り組んでいくの

かにつて、その事例を基に理科教育の視座から内在する実態を明らかにすることは極めて重要であ

ると考えた。 

そこで本稿では、Ａ高校の理科教員が実施したICTを活用した授業を参与観察するとともに、実施

したインタビューを中心に収集したデータに基づき、高校の教育現場におけるICTを活用した理科

教育の実態を解明する。そして、この作業を通して、Ａ高校の理科教育の視座からの知見を導き出

すことを研究の目的とする。 

 

 

２ 先行研究の検討 

 

今般、現代社会の要請により、グローバル人材や情報活用能力の高い人材の育成が求められてい

る。こうした社会の変化と情報通信機器の発達に伴い、学校教育におけるICTの活用の重要性が急

速に増している。例えば、学校では電子黒板やタブレット型ＰＣのようなICTを活用した授業が実

施されつつあるが、それらの授業では、児童・生徒の学習促進を目的として、通常の紙媒体の教材

のデジタル化が行われる等、オンライン教育の取組が進められている。特に2020(令和２)年には新

型コロナウイルス感染症拡大防止のため、国内全ての学校で臨時休校措置が採られた。また、文部

科学省のGIGAスクール構想の実現が前倒しされたことも、授業におけるICT活用の強い後押しとな

った。ところで、ICTの教科での活用についての先行研究としては、鈴木(2016)が、「理科教育にお

けるICTの活用に関する研究」において、小学校６年生の理科を対象としたデジタル教科書の活用

を試みている。鈴木は、デジタル教科書の機能と構成から次の①から③に示すような３つの場面で

の教育的意義を示した1)。 

① 距離や時間を問わず思考の過程・結果の可視化することが可能であるという「思考の可視

化」。 

② 多くの人の考えなどを距離と問わずに瞬時に共有することが可能であるという「瞬時の共

有化」。 

③ 何度も試行錯誤・チャレンジが可能であるという「試行の繰り返し」。 

ICT教材の特長を前提として想定されている学習場面の三つの観点から、デジタル教科書の利点

と課題は、今日のICTを活用した授業づくりに大いに参考となる意義と課題であるといえる。 

 また、ICTを用いた指導法に関しては、東(2016)が、「『小学校理科教育法』におけるICT活用方法

の紹介」で電子黒板やタブレット端末を連携させた協働学習支援ソフトウェアを実際の授業展開と

指導法を例示しながら紹介している2)。具体的には、大学の教員養成講座でiPadを用いた理科の授業

で有効な活用場面を想定した例を示し、利点だけではなく欠点や問題点を学生と検討している実践

的な研究である。 

 最近の研究では、新型コロナ禍におけるICTを活用したオンライン授業として、中村(2020)が「中

学校理科物理分野のオンライン授業におけるNOSIに関する指導の試み」でMicrosoft Teamsを用い、

中学校３年生で理科物理分野のオンライン授業を実践した3)。実験動画を見せることをとおし、理科
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指導を行う際の留意点を明らかにしている。しかし、本研究のように、高等学校段階の生徒を対象

としたICTを活用した理科授業で、理科教育の視座から実験実習を伴う授業全体を俯瞰的に捉え、

知見を導き出す研究は、管見の限り見あたらない。 

 

 

３ 本研究の位置付け 

 

本研究が対象とするＡ高校と授業に関わる教員の日常的な営みの意味や解釈を分析するには、実

証的研究が有効である。さらに、それに加えてシンボリック科学の方法が参考になる。特に有効な

のは、学校の教育現場の授業観察・教員への面接を中心として記述する方法である。 

さらに、本研究において留意すべき点は、観察した授業をどのように分析し解釈するかである。

西(1987)は「可能な限りリアリティを備える工夫や努力がなされねばなるまい」4)と指摘している

が、そこで重要なのは実際に目で見て、耳で聴き、肌で感じた体験をもとにした分析をすることで

ある。さらに、山村(1985)5)による教育社会学の研究方法の一つである「解釈的アプローチ」も重要

である。 

また西(1987)は、「『解釈的アプローチ』のパラダイムに沿う資料収集の手法ないし技術を洗練す

ることが、学校経営研究にリアリティを確保し、着実な科学化への歩みを進めるために不可欠であ

る」として、この手法のうち代表的なものとして参与観察(participant observation)、面接(interview)、

生活史(life history)の三つをあげ、これら三つを適切に組み合わせて活用することによって、学校経

営の実際が生き生きと記述されると指摘している。 

したがって、本研究では、「解釈的アプローチ」の立場に立ち、その手法の中で参与観察とインタ

ビューを取り入れている。すなわち、学校教育現場の中に入り、参与観察とインタビューを組み合

わせたり、学校内の教員の授業という行為を文脈や状況と関わらせたりして、またそれを手がかり

として解釈し、その背後にある一定の意味をとらえたものを論述する。 

 

 

４ 「ICT活用による理科教育」に関する事例研究 

 

(１) 本事例調査の目的と方法 

本事例は理科教員たちの教育行為を規定する「ICT活用による理科教育」を基に、その事例に関わ

る教員の行為を検討する。また、方法としては、Ａ高校に勤務するＢ校長に協力を依頼し、2021(令

和３)年１月15日と2021(令和３)年２月19日の計２回にわたる不定期な参与観察(通常午前９時から

適宜)を行い、データを収集した。また、必要に応じて、特定の教育行為に関しては随時面接法を織

り交ぜながら行った。なお調査者である筆者が簡潔な記録を取る他に、記録の正確を期するため、

承諾を得た上でICレコーダーにより録音した。引用しているデータは、観察者が参与観察中の会話

を交わした中で得られたデータを「会話記録」、個人面接で得られたデータを「インタビュー記録」

として区別して記述した。また、論文中の全ての調査対象者は仮名で記述した。 
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(２) 本事例校選定の理由 

Ａ高校は、県北部に位置し、鉄鋼・化学工業などのメーカーが集まる多くの工業団地を中心に発

展している地域に位置し、今年で創立15年を迎える総合学科の高校である。そして、2020(令和２)

年度から新たにICTを活用した授業構築に向け、精力的に研究を進めている。全校生徒は538名(男

260名 女278名)であり、入学定員600名に満たない状況である。Ａ高校の教員は新規採用者や経験

10年未満の比較的若い教職経験者で構成されている。2020(令和２)年４月、Ａ高校に着任したＢ校

長は、育てたい生徒像として「自ら学び 自ら創り 自ら拓く」を掲げ、学校改革に取り組み始め

た。そして、Ｂ校長はインタビューに応じ、「ICTを積極的に活用した協働学習に取り組み、主体的・

対話的で深い学びの実現に向けた授業改善につなげたい。また、新型コロナ禍でも対話的学び止め

ない学習環境の構築に向け、 ICTを最大限に活用した効果的な指導法を確立したい。そして、教員

のICT活用スキルを向上させる環境を醸成したい。」(2021(令和３)年１月15日インタビューより)と

述べ、学校改革の視点として大きく３点に言及している。Ｂ校長が掲げた３点、つまり「ICTを積極

的に活用した授業改善／ICTを最大限に活用した効果的な指導法を確立／ICT活用スキルを向上さ

せる環境の醸成」について、「子どもたちの学びを深化させる上で具体的にどのような取組みを構想

し、授業でどう活用しようとしているのか」を探ることで有効な知見が得られると考え、Ａ高校を

事例調査対象校として選定した。 

 

(３) 本事例校の学校教育に係る全般的特徴 

2020(令和２)年度当初から、新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言により休校が続い

たことから、多くの高校が遠隔授業を実施するなど、ICTの活用が注目されることとなった。こうし

た状況の中、Ａ高校ではICTを効果的に活用した学習活動の構築や、日常的にICTを活用できる指導

体制の確立が求められていた。特に、国のGIGAスクール構想の前倒しにより、2020(令和２)年度内

に、全県立高校でWi-Fi環境が整備されることとなり、各高校にはOS等の選択やBYOD実施に向けた

教育計画の策定が求められたが、各高校が学校の特色や生徒の実態に応じてOS等の選択ができるこ

とは、高校の特色を打ち出す上で大きな意味をもっているといえる。Ａ高校は総合学科の高校とし

て、工業教育の視点から、さらには商業教育や福祉教育等を含んだコース横断的な視点から、ICTを

活用した学習活動をどう構築していくかが、喫緊の課題であると捉えていた。そこで、Ａ高校では、

国や県の動きに先駆けて2020(令和２)年6月から、自校生徒の実態に合っているOS等選択の実践研

究を始めることを計画した。しかし、その時点でＡ高校にはWi-Fi環境が整っていなかったため、地

元市の協力を得て、市の防災用フリーWi-Fiに学校からアクセスできるようにした。更にＡ高校は、

複数のベンダーとの協働プロジェクトを学校独自に立ち上げるなど、Ｂ校長のリーダーシップの下、

ICTに関して積極的に取り組もうとしているところに特徴がある。 

 

(４) 参与観察の状況 

【第一日(１月15日)・校長室及び教室】 
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 Ｂ校長から、学校概要について話を聴く。Ａ高校の理科教室に案内される。校舎は、３棟から

なり、総合学科ならではの広い校舎である。高校１年生から３年生まで、どの学年も５クラスで

あった。 

【第二日(２月19日)・校長室及び教室】 

 生徒はマスクの着用等新型コロナウイルス感染症対応をしたうえで、授業を行っていた。授業

では、高校生二人で一台のタブレット型ＰＣ端末を使っていた。授業の様子も見る。 

 

(５) ICTに焦点を当てた理科教育の具体的様相と分析・考察 

「ICT活用による理科教育」を視座にＡ高校の分析・考察に当たり、教育的効果は、特に教員の授

業の在り方にあると考えた。その前提に立って、本研究では、２回の参与観察によって収集したデ

ータを基に、理科授業に関わっている教員の授業から筆者が捉えた具体的事例を分析の対象とする

と、Ａ高校の特徴は次の三つに集約できると考えられる。 

ａ コロナ禍の中で、学びの保障を第一に考える教員の姿勢 

ｂ スマートフォンを活用して興味を引き出そうとする実験実習授業 

ｃ 単元毎の到達度を視野に入れたICTを活用した授業構築 

 この三つの事例の具体を順次記述し、考察する。 

 

ａ コロナ禍の中で、学びの保障を第一に考える教員の姿勢 

 Ｂ校長によると、理科教員３名が率先してICTを活用した授業を行っているという。例えば、

県の事業である「学力向上総合推進事業」の幹事校としてICTを活用した授業研究(2020(令和

２)年12月8日)に取り組んでいるのが理科教員たちである。その中でも理科主任をしているＣ

教諭は、県事業の幹事校として自ら公開授業に手を挙げるなど、積極的に授業公開をしている

という。Ｃ教諭の授業公開の後には、同じ理科教諭であるＤ教諭とＥ教諭もICTを活用した授

業を推進するプロジェクトを校内で立ち上げるなど、Ａ高校のICT教育は３名の理科教諭が切

磋琢磨し合いながら推進している。こうした積極的な姿勢を感じとることができる事例を取り

上げる。 

［事例１］ 

Ｂ校長の発言：  

 昨年の春に新型コロナ感染症拡大の影響を受け、本校でも臨時休校や分散登校が続きま

した。そんな中で、理科の教員たちは、「何とかICTを使って理科の実験をやってみたい、

コロナの状況だからといって授業や実験がストップするわけにはいかない」と言ってきた

んです。うちは、理科の教員が４名います。だれも一所懸命なんです。子どもたちが困ら

ないように何とかしたいと言うんです。そんな理科の先生たちの思いが、うちの学校で学

習支援システムを作り上げようとしたきっかけになったんです。４人とも若い先生なんで

す。その中でも理科主任のＣ先生が、教科内でリーダーシップをとっている。学校が再開

してからも、ずっとそうですけど、授業でスマートフォンを生徒たちにどんどん使わせる。
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とにかくやれることをやろうとする気概を感じるんですよ。(１月15日 会話記録：校長

室) 

 

 Ｂ校長の発言からは、コロナ禍の中であって理科教員たちの、生徒のことを第一に考えた教

育内容にしていきたいという強い思いが感じ取れる。また、Ａ高校では、臨時休校措置期間や

分散登校期間に、学習支援システムを使ったという。Ａ高校では学習支援システムにMoodleを

活用している。元システムエンジニアだった教員が、理科教員たちと連携してMoodleを使って、

授業をビデオ配信したり、選択式や記述式のテストを作ったりできるよう教員対象の研修を行

ったという。様々な授業で、生徒に動画を配信できたという。理科教員の使命感ある教育行為

が、コロナ禍における生徒の学びを保障する取組みとなっていたといえる。 

 

ｂ スマートフォンを活用して興味を引き出そうとする実験実習授業 

 理科主任のＣ教諭は、休校期間中でも生徒がスマートフォンから視聴できる動画を作成し、

配信していた。 

 

［事例２］ 

Ｃ教諭(理科主任)の発言： 

実験を動画で撮影して、生徒に授業を配信しました。理科の実験は、やっぱり静止画よ

りも動画がいいと思っています。教科書は静止画ですが、動画の方がリアルで、生徒も実

験をイメージしやすいのかなと。イメージできると、思考力も高まるのかなって思うんで

す。今年は休校が続きま

した。だから、生徒に興味

をもってもらいたいと思

って動画をいくつも作り

ました。(１月15日 イン

タビュー記録：応接室) 

 

 Ｃ教諭の発言は、「コロナ禍

で休校期間中に理科の実験は

どうしたのですか」というイ

ンタビューに対する発言であ

る。Ｃ教諭は、2016(平成28)年

４月に新規採用教諭としてＡ

高校に着任したが、着任５年

目のＣ教諭の理科実験に対す

る思いは、生徒によりリアリ

ティのある実験の流れを示し

たいという強い思いに他なら

表１ Ｃ教諭作成の指導案からの抜粋 
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ない。 

 

 さらに実験実習の中で、工夫を凝らした取組みも見られた。Ｃ教諭が作成した学習指導案の

一部抜粋(表１)を元に、理科教育の視座から考察する。今回参観した授業では、ICT機器やスマ

ートフォンを活用した活動を見ることができた。 

活動例１ 実験の手順について説明する際に、生徒に配布したプリントと同じ内容を順次

スクリーンに映しながら説明していた。 

活動例２ 実験後のデータ処理時に、生徒自身

のスマートフォンを使って計算させ

た。計算結果は指数で表示されるため、

こまめに机間巡視しながら、スマート

フォンの画面の向きにより計算結果の

表示が異なることなどを説明してい

た。また、頻繁に「測定誤差」について

も考慮するよう指示していた。 

活動例３ 計算結果を提出させるときに、スマ

ートフォンでQRコード(写真１)を読

み取らせ、クラウド上にあるGoogleスプレッドシートに、直接データを入力させ

ていた。 

 

 ここで、活動例１から活動例３について若干の考察を試みる。 

 活動例１は、生徒がＣ教諭の説明を聞きながら、配布されたプリント上の見るべき箇所をき

ちんと理解できるようにとの配慮に基づく工夫であり、Ｃ教諭の「生徒にきちんと理解してほ

しい」という思いの表出と理解できる。このような配慮により、教員の説明を生徒がきちんと

理解することが期待でき、一部の生徒にありがちな「理屈が分からなくてもプリントどおりに

やればいい」という気持ちの払拭にも繋がることが期待できる。小学生から中学生、高校生と

学年が進むにつれ、いわゆる「理科嫌い」が増える傾向にあるが、それは、子どもたちが「理

科の実験はおもしろいけれど理屈が難しくて分からない」という気持ちを持ってしまうことも

一つの原因であると筆者は考えている。子どもたちをそのような気持ちにさせないためにも、

教員が生徒の理解度を把握しながら丁寧に説明することは、理科教育の視座から考えても重要

である。 

 また、活動例２からは、Ｃ教諭の、生徒たちにスマートフォンの機能を少しでも多く理解す

ることで、単なる電話とSNSだけの使用から脱却して、授業だけでなく日常生活の質を高める

ためにも十分に活用してほしいという思いが感じ取れる。画面が縦向きか横向きかで数値の表

示が異なることに気づかせることに加え、測定誤差についても何回となく注意を喚起していた。

 
写真１ ＱＲコードの活用 
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それにより、理科実験のデータ処理に不可欠な基本事項を理解させようという意図が十分に読

み取れる。 

 更に、活動例３では、生徒が各自のスマートフォンでQRコードを読み取り、直接Googleスプ

レッドシートにデータを入力したが、その結果をスクリーンに投影することで、短時間でクラ

ス全体の実験結果を共有することができることに加え、データが可視化されることで他の班と

の比較も容易になる。理科教育の視座から考えると、オンラインにより、実験データを短時間

で共有できるだけでなく他班のデータを比較しながら自班内で考察できるので、各班⇔教員、

各班⇔各班という二つの双方向性が担保され、新学習指導要領における「協働」の視点からも

極めて有意義な活動といえる。 

 

 以上のように、Ｃ教諭が日々の教育場面で、スマートフォンを活用して生徒に分かる実験を

したいという熱い思いをもって取り組んでいることは、理科実験におけるデータ処理の基本を

理解させる効果に加え、「協働」の視点からも意義ある取組といえる。 

 

ｃ 単元毎の到達度を視野に入れたICTを活用した授業構築 

 Ａ高校では、2021(令和３)年４月入学生から、BYODで一人一台のタブレット型ＰＣを使っ

た授業を予定している。理科主任であるＣ教諭によると、単元毎に何を学ぶのかを明確にした

上で、ICTを効果的に活用したいという思いがあったとのこと。この「目的を明確にした上での

ICT活用」は、今後、理科でICTを活用した授業を構築するうえで、重要な考えであるといえる。 

 

［事例３］ 

Ｃ教諭の発言：  

 一人一台のタブレット型ＰＣを使うことで、グループに分かれて、その班だけのまとめ

をするのではなく、他のグループの状況も分かることが必要だと思います。それもリアル

タイムで把握できる。年間指導計画の中には、ICTの活用場面を入れていくことが大切だと

思っています。例えば、物理には力の単元がありますが、ICTのシミュレーションを使って

動画で確認するとか、どこに力がかかっているのかは、動的なイメージで考えさせること

が大切だと思うんです。もっとそれができるようなると思っています。楽しみですね。(１

月15日 会話記録：応接室) 

 

 Ｃ教諭の発言にある「一人一台のタブレット型ＰＣを使うことで、グループに分かれて、そ

の班だけのまとめをするのではなく、他のグループの状況も分かることが必要だと思います。

それもリアルタイムで把握できる。」という見解は、これからの授業デザインを考える上で、基

本となる大切な考え方である。 

 

 このＣ教諭の発言を、教科として具現化しようとする取り組みも行われている。 

 国が進めているGIGAスクール構想により、小・中学校では一人一台体制が実現するものの、
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高等学校段階においては、各

自治体が公費で一括整備をす

るかBYODにするかなど、設

置者の考え方に左右されるた

め、一人一台体制の急速な実

現には課題が多い。そのよう

な中、Ａ高校ではＢ校長の努

力により、複数の民間企業と

連携することで、学習用コン

ピュータ20台の提供を受け、

理科の教員を中心に意欲溢れ

る実証研究が行われている。

その取り組みの中から、Ｄ教

諭の授業を参観した。Ｄ教諭

は新規採用２年目であるが、

BYODの実現を見据え、ICT機

器を授業に積極的に導入する

だけでなく、一人一台体制下

での授業の在り方についても

真摯な検証を続けている。 

 

 今回、筆者は、Ｄ教諭による

化学基礎の授業を参観した。授業は１年生を対象に行われたが、生徒は二人で一台のタブレッ

ト型ＰＣを使用できる環境であった。又、オンラインアプリとしてMicrosoft Teamsを使用して

いたが、授業の随所に、ICT機器の特長である、即時性、双方向性、情報共有の容易さを活かし

た活動が見られた。Ｄ教諭の指導案から、特徴的な活動の指摘を試みる。 

活動例４ 授業の開始時に、前時の復習をPowerPointで行う。 

活動例５ 授業中の確認テストを、一斉送信によりFormsを使って行う。 

活動例６ 発問に対する応答をTeamsのチャット機能を使って行う。 

活動例７ 化学反応式とその量的関係に関する問題演習を行う時、 個人で考える時間を

とったのちペアやグループで確認させ、 さらに、 クラス全体でいくつかのグル

ープの考えを発表させる。 

活動例８ 授業後の振り返りを、クラスノートブックの機能を活用して提出させ、その中

から何人かの振り返りを全員で共有する。 

 

表２ Ｄ教諭作成の指導案からの抜粋 
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 活動例４であるが、前時の復習を各自のノートを振り返りながら口頭で行うこともできるが、

全員が同じPowerPointを見ながら復習することで復習内容の確認が容易であるほか、復習用の

PowerPointファイルをクラウドにアップすることで、生徒が必要に応じて、いつでも自分のペ

ースで復習に活用することもできる。 

 また、活動例５及び活動例６では、課題配布に要する時間の削減と、教員と生徒の間での双

方向性を確保した教育活動を展開することができる。教員の発問に対する応答を挙手で求める

だけでは、一部の生徒を対象とした授業になる危惧を拭い去ることはできない。挙手しない生

徒が考えているのか、あるいは思考を停止しているのかは、教員からは窺い知ることは困難で

ある。しかし、全員にチャットでの応答を求める

ことで、たとえ「分からない」と書き込んだとし

ても、授業への参加意識の向上に繋がることが期

待され、更には「クラスの中で一人で学ぶ」意識

から「クラスの中でみんなと学ぶ」意識へと、生

徒の意識を改革する効果も期待できる。 

 活動例７では、生徒がタブレット端末上で手書

きした回答をオンラインで提出させ、その回答の

中からいくつかを教員がスクリーンに映し出して生徒に説明させた(写真２)が、指名されて説

明する生徒の説明力の向上が期待できるとともに、説明を聞いている生徒たちの視点から考え

ても、みんなで学んでいるという一体感の醸成に効果がある。 

 更に活動例８では、振り返りをオンラインで提出さ

せ、その中から複数の振り返りをスクリーンに映し出

して全員で共有を図った。一緒に学んでいるクラスの

友達がどんなことを考えているのかを知ることができ、

生徒たちがスクリーンを凝視して聞く姿(写真３)はと

ても印象的であった。この活動も、全員で授業に取り

組んでいる意識を醸成する上でも効果があると思われ

る。また、オンラインで提出された振り返りは、教員

がコメントを付し、それをデジタルデータとして保存・蓄積が可能である。 

 

 

５ 結語的考察と今後の課題 

 

本研究で論究したＡ高校のICTを活用した理科授業に関して、知見として次の３点を指摘してお

きたい。一点目は、ネットワーク環境や情報端末の整備が不十分な中でも、スマートフォンを活

用することで生徒たちの興味を引き出そうと取り組んできた教員集団の真摯な態度・考え方であ

る。二点目は、Ａ高校での取組が、コロナ禍の中で「学びを保障する手段」としての遠隔・オン

 
写真２ 解答過程の説明 

 
写真３ 振り返りの共有 
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ライン教育から、「質の高い教育を

提供する手段」としての遠隔・オン

ライン教育へと質的転換が進みつ

つある点である。そして、三点目は、

単にICTを活用するだけでなく、オ

ンライン教育の特長を活かした授

業構築に積極的に取り組む姿勢で

ある。 

Ａ高校における今回の取組は、国

のGIGAスクール構想が目指してい

る一人一台端末の実現による「学びの変化」、「学びの転換」と同じ方向性での取組であるといえ

る。つまり、図１における「「１人１台端末」の環境」下での授業に限りなく近づいた取組といえ

る。 

筆者は、高等学校では小・中学校のように市町村教育委員会が特定のグループウェアを全校に導

入することは想定されず、各校

がそれぞれの実態を踏まえて、

汎用性のあるオンラインアプリ

を活用して授業を全て選んで展

開すると考えている。その時、

オンラインオブリで可能となる

授業活動の例として「情報・思

考を可視化することができる／

情報を瞬時に共有することがで

きる／教員と生徒の双方向の授

業が可能になる／生徒と生徒の

双方向の授業が可能になる／授

業に参加している意識を感じら

れる／思考の繰り返しが可能に

なる／グループワークでの真の協働が実現／グループワークの記録が容易になる／情報の保存・蓄

積が容易になる／教員と生徒が繋がることができる」を想定しているが、その活動を図１に記載さ

れている授業デザインに関連付けるとともに、Ａ高校でのＣ教諭、Ｄ教諭の活動例をそれらに当て

はめることを試みた。その結果を表３に示す。授業における教育活動を、一斉授業、個別学習、協

働学習に区別することは不可能であるため、Ｃ教諭、Ｄ教諭の各活動が複数の項目に該当している

ことからも分かるように、授業における教員、そして生徒たちの関係性は複雑多岐にわたっている。

その複雑性こそが授業の本質であり、それをとおして生徒１人１人が人間として成長していくこと

を考えると、教育にとっての新しいツールであるICT、オンラインを使うことで質の高い教育を追

求し続けるＡ高校の取組は、必見に値するといえよう。 

  理科は、座学での一斉説明、１人１人の計算演習、協働での実験・観察・思考・議論、個人ま

 
図１ 「１人１台端末」実現による授業デザインの変化 

出典：「GIGAスクール構想の実現へ」文部科学省より 

表３ GIGAスクール構想への関連付け 

 

Ｃ教諭 Ｄ教諭

情報・思考を可視化することができる 活動例１ 活動例４・活動例８

情報を瞬時に共有することができる 活動例１・活動例３ 活動例４・活動例８

教員と生徒の双方向の授業が可能になる 活動例３ 活動例５・活動例６

生徒と生徒の双方向の授業が可能になる 活動例６・活動例８

授業に参加している意識を感じられる 活動例３ 活動例５・活動例８

思考の繰り返しが可能になる

情報の保存・蓄積が容易になる 活動例１ 活動例４

情報・思考を可視化することができる 活動例３ 活動例６

情報を瞬時に共有することができる

教員と生徒の双方向の授業が可能になる 活動例３ 活動例５・活動例６

生徒と生徒の双方向の授業が可能になる

授業に参加している意識を感じられる 活動例３ 活動例５・活動例６

思考の繰り返しが可能になる 活動例２

情報の保存・蓄積が容易になる 活動例５

教員と生徒が繋がることができる 活動例２ 活動例８

情報を瞬時に共有することができる 活動例３ 活動例７・活動例８

情報を瞬時に共有することができる

教員と生徒の双方向の授業が可能になる 活動例３ 活動例７・活動例８

生徒と生徒の双方向の授業が可能になる 活動例７・活動例８

授業に参加している意識を感じられる 活動例７・活動例８

思考の繰り返しが可能になる

グループワークでの真の協働が実現 活動例７

グループワークの記録が容易になる 活動例３

情報の保存・蓄積が容易になる 活動例３ 活動例７・活動例８

活動例
オンラインアプリGIGAスクール構想

協

働

授

業

各自の考えを即時

に共有し、多様な

意見にも即時に触

れられる

個

別

学

習

一人一人の教育的

ニーズや、学習状

況に応じた個別学

習が可能

一

斉

授

業

子供たち一人一人

の反応を踏まえ

た、双方向型の一

斉授業が可能に
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たは協働での発表等の教育活動をとおして、子ども

たちに必要な多くの資質・能力を育むことのできる

教科といえる。その理科が中心となり、授業でICT、

オンラインを積極的に活用することで得られる効果

が他教科にも派生するといえよう(図２)。 

 ICT、オンラインを活用する最大の意義は、教員、

生徒それぞれのコンテンツをデジタル化して、瞬時

に保存・共有・蓄積できるところにある。授業中提出

された様々な提出物もデジタルデータ化されるので、

次時を待たずにオンラインで返却することも可能で

ある。また、デジタルデータ化された振り返りに教員

がコメントを付し、更に生徒がコメントを付け加えることも可能になり、今まで上に１人１人の生

徒と繋がることができる。結果として、質の高い教育の実現への寄与が期待できる。 

 

 最後に今後の課題を明記しておきたい。本研究では、一つのＡ高校の参与観察とインタビューを

とおして描きだした事例をもとに分析することを目的としているため、授業を生徒がどのように受

け止めているのかという点の検証が残っている。ただ、Ｃ教諭の取り組みに対して、否定的に見る

生徒の姿や理科教員を確認することができなかったことから、Ａ高校というコミュニティの中で受

入れられている日々の教育実践と見ることができる。また、インタビューや会話の内容も断片的で

あったりすることも否定できない。さらに、参与観察では事例校との信頼関係が形成される中で調

査を行ったので、問題の所在に対して深く踏み込むことができただろうかといった不安も残り、こ

の点はジレンマであり、今後さらに検討を行っていきたい。 

 本研究に関しては、インタビュー調査等をさせていただいたＢ校長に深く感謝したい。 
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