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５Ｇの時代を見据えて，遠隔教育がより注目されている。しかし，現状では，遠隔教育が現場に普及しているとは言えない。

その理由を大別すると，ICT 環境が不十分であるというハ－ド面の課題と効果的な指導場面・方法・内容等が分かる遠隔授業

の実践例が少ないというソフト面の課題がある。本研究では後者のソフト面の課題の解決に資する遠隔授業の実践例を提案し

たいと考える。具体的には，小学校５年生の社会科，「我が国の産業と情報とのかかわり」の学習において，市のエリア放送局

を見学する前後にテレビ局（番組制作者）とつないだ遠隔授業を行う。テレビ局見学に加えて，事前・事後に番組制作者とつな

いだ遠隔学習を行うことで深い学びのある授業の実現を図る。 

 

 

はじめに 

 

来たるべき５Ｇの時代を見据えて，文部科学省から 「新時代の学びを支える先端技術活用推進方策

（最終まとめ）-2019.6.25-」が出され，多様な子供たちを「誰一人取り残すことのない，公正に個別最適化

された学び」の実現を目指し，ＩＣＴを基盤とした先端技術や教育ビックデータを効果的に活用していくと

いう方針と具体的な取組方策が示された。その中で，遠隔教育が紹介され，その推進が求められている。

2020 年の新型コロナウイルス感染症流行に伴い，その対策として遠隔教育がより注目されるようになり，

教育現場への普及拡大が強く求められるようになってきている。しかし，現状では，遠隔教育が現場に普

及しているとは言えない状況である。遠隔教育の普及が進まない理由を大別すると，ICT 環境が不十分

であるというハ－ド面の課題と効果的な指導場面・方法・内容等が分かる遠隔授業の実践例が少ないとい 

―――――――― 
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うソフト面の課題がある。 

 本研究では後者のソフト面の課題の解決に資する実践例を提案したいと考える。具体的には，小学校

５年生の社会科，「我が国の産業と情報とのかかわり」の学習において，市のエリア放送局を見学する前

後にテレビ局（番組制作者）とつないだ遠隔授業を行う。テレビ局見学に加えて，事前・事後に番組制作

者と繋いだ遠隔学習を行うことで深い学びのある授業の実現を図る。 

この実践の意義は二つある。一つは，遠隔教育の指導の仕方が分からずに戸惑っている現場の教員

に対して外部の専門家とつないだ遠隔授業の実践例を提案すること，二つ目は，今回の学習指導要領

改訂で重視されている体験活動と，それと相反する，あるいは，結びつかないと思われがちな ICT を活

用した遠隔授業を組み合わせて深い学びを実現する実践例を提案することである。 

 なお，本論文は，豊田が１～４頁「はじめに」「遠隔授業の分類，その効果及び課題」，５～７頁「専門家

とつないだ遠隔授業の実践『１ 遠隔授業の構想（指導計画）』」，12～13頁「まとめ」を執筆し，小川が４～

５頁「学習指導要領における『体験活動』の位置付け」，西村が７～12 頁「専門家とつないだ遠隔授業の

実践『２ 授業の実際』」，「授業の分析」を執筆した。 

 

 

遠隔授業の分類，その効果及び課題 

 

 

図１ 遠隔授業の類型（イメージ） 

出典 ： 髙谷 浩樹. 「遠隔教育の推進について」. 2018.11.19.中央教育審議会初等中等教育分科会 資料４ 
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１ 遠隔授業の分類 

  遠隔教育とは「遠隔システムを活用した同時双方向性方で行う教育」（「遠隔教育の推進に向けた施策

方針」2P,2018.9.14.遠隔教育の推進に向けたタクスフォ－ス）とされている。そして，遠隔授業は図１のよ

うに大きくは三つに分類される。「合同授業型」は，当該教科の免許状を保有する教師が行う複数の教室

の授業を同時双方向でやりとりができるよう，つないだものである。「教師支援型」は，当該教科の免許状

を保有する教師が行う授業に対して，専門家等が遠隔の場所から同時双方向のやりとりで授業支援を行

うもの，「教科・科目充実型」は，高等学校段階において，当該学校の教師の立ち会いの下，当該教科の

免許状を保有する教師が遠隔の場所から授業を行うものである。 

  

２  遠隔教育の効果 

 遠隔教育の期待する効果としては，教授者と学習者との時間・距離などの制約を取り払うことができ、学

習の幅を広げることが可能となることで，授業内容の最適化，質の向上をもたらす。また，様々な事情によ

り，通学して教育を受けることが困難な子供や個別の学習支援が効果的な子供等にとって学習機会の確

保を図ることが可能となる。 

 「合同授業型」，「教師支援型」，「教科・科目充実型」の遠隔授業の効果をまとめると次のようになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 遠隔教育の課題 

  遠隔教育の課題を大別すると指導上の課題とＩＣＴ環境整備場の課題がある。 

⑴ 指導上の課題（ソフト面の課題） 

 遠隔授業では一人一人のつぶやきや表情・仕草から得られるきめ細かな情報収集やそれに対応した

適時・適切な個別指導をすることが難しいこと，また，遠隔授業そのものが新しい取組であり，実践の蓄積

も少なく，教育現場が参考にする実践例が少ないことが課題となっている。 

⑵ ＩＣＴ環境整備場の課題（ハード面の課題） 

  教育用コンピュータの配置や無線ＬＡＮを初めとした通信ネットワークは脆弱で，ICT 環境の整備は不

十分であり，地域間格差も大きい。また，学校で使うパソコン等の機器は，教師のニーズや働き方に照ら

 

「合同授業型」：学校同士を遠隔システムでつなぐことにより, 多様な意見や考えに触れたり, 協働し 

て学習に取り組んだりすることができるようになり，教育の充実を図ることができる。 

 

「教師支援型」：ALT や専門家等の外部人材の活用, 博物館等の社会教育施設と連携した学習，                 

専門性の高い教師との T・T 等，遠隔にある教育資源を効果的に活用することによ                 

り，時間やコストの節減を図りながら，児童生徒の興味・関心を喚起し，学習活動の                

幅を広げることが可能となる。 

 

「 教科 ・ 科目 充実型 」 ：遠隔授業【高等学校】で履修した科目が一定の要件を満たす場合，単位認定できる

ようにすることで，生徒の多様な科目選択を可能となる。学習機会の充実につながる。    
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して使い勝手が悪く，価格も高く設定されている場合が多い。 

 

 

学習指導要領における「体験活動」の位置付け 

 

１ 学習指導要領で重視される「体験活動」 

   今回の小学校学習指導要領（平成 29 年３月告示）（以下「学習指導要領」という。）では，体験活動が

重視されており，主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の配慮事項として次のように示さ

れている。 

 

 

 

 

小学校学習指導要領(平成 29 年告示)解説総則編（以下「学習指導要領解説総則編」という。)では，上

記(5)の部分のを解説する中で「資質・能力を偏りなく育成していくに当たり，『学びに向かう力，人間性等』」

を育む観点からは，体験活動の充実が重要である。」 (P88) と，さらに踏み込んでその重要性を述べて

いる。 

 

 ２ 体験活動の課題 

 体験活動の課題は時間と手間がかかることと，確かな学力に結びつかない場合があることである。   

社会科の校外学習を例にすれば，見学施設との日程調整や内容の打ち合わせ，打ち合わせをする場合

でも見学施設に出向いて行わなければならないこともある。交通手段の確保も必要である。当日の活動

は移動時間も加わり，施設での活動時間は限られたものとなる。見学後の質問時間も十分にとれず帰校

することも多い。学年にもよるが校外学習を行えるのは年に１，２回であろう。体験活動の課題は時間がか

かるのに時間が無いという課題である。 

  もう一つの課題は「活動あって学びなし」と言われるように，体験活動が学力に結びつかないことが少

なくないという点である。子供たちの興味・関心だけが先行し，一見，意欲的に活動しているように見える

が学習が成立してないという問題である。これは活動のねらいを明確にせず，学習に取り組ませたり，体

験活動後に子供たちの多様な気付きをねらいの方向に収斂する振り返りやまとめを教師が仕組んでいな

かったり，疎かにしたりしているためである。このような状況が起きてしまう背景としては，時間に限りのあ

る授業の中で，課題設定から体験活動，振り返り，まとめ等，多くの内容を圧縮して行おうとするゆとりのな

さが影響していることも一因だと考える。体験活動を挟む前後の時間も含めてゆとりを持った指導計画を

立てる必要がある。 

 

３ 体験活動とＩＣＴ教育 

  ＩＣＴ教育は，体験不足，人間関係の希薄化，疑似体験と実体験との混同などを招くなど「影」の部分が

あると広く言われている。「中央教育審議会第１次答申『21 世紀を展望した我が国の教育の在り方につい

て]－子供に［生きる力］と［ゆとり］を－』平成８年７月19日」にも次のような記述がある。 

(5) 児童が生命の有限性や自然の大切さ，主体的に挑戦してみることや多様な他者と協働することの 

重要性などを実感しながら理解することができるよう，各教科等の特質に応じた体験活動を重視し， 

家庭や地域社会と連携しつつ体系的・継続的に実施できるよう工夫すること。 P8-9 ※下線部は筆者                                                                
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ＩＣＴ機器等を活用した学習は体験活動を遠ざけ，体験不足を招くと考えている教員も多い。しかし，そ

の活用の仕方によっては，体験活動を補完し，より充実させることができる。体験活動の様子や観察記録

の映像・画像は，体験の記憶を思い起こさせ，振り返りや学習のまとめに役立つ。博物館の専門家との遠

隔授業は，教室にいながら専門家の解説を聞き，展示物を見ることができる。質疑応答など双方向性のコ

ミュニケーションも図ることができる。体験活動を補完，或いは，豊かにするＩＣＴ機器の活用の工夫が望ま

れる。 

 

 

専門家とつないだ遠隔授業の実践 

 

１ 遠隔授業の構想（指導計画） 

 小単元は「我が国の産業と情報のかかわり」の中で「放送」を選択し，全国的な放送を扱う前段として市

の放送局である「なめがたエリアテレビ」（以下「なめTV」という。）を取り扱った学習である。指導計画の特

色は，「なめ TV」の見学調査（体験活動）を行う前後に「なめ TV」の番組制作者（専門家）とつないだ遠隔

授業を位置付けたことである。遠隔授業の類型としては「教師支援型」にあたる。 

 第１時のガイダンスの中で行う遠隔授業では，番組制作者から「なめ TV」の大まかな紹介，子供たちの

見学調査を歓迎することや子供たちの質問を楽しみに待っている旨の話をしてもらう。児童の興味・関心

と問題意識を高めながら見学調査に向けての準備を進める。第２時の見学調査では，スタジオを見学し

たり，質問を交えながら番組制作者から番組制作の工夫・やりがい・苦労等の話を聞いたりする。第５時の

遠隔授業では，制作者に見学調査のお礼や調べて分かったことを伝えたり，新たな疑問に対する質問を

したりする。 

第３部  国際化、情報化、科学技術の発展等社会の変化に対応する教育の在り方 

第３章  情報化と教育 ／  [1]  情報化と教育 

      －－－－－－－－－－－ 略 －－－－－－－－－－－－ 

  しかし、コンピュータ等を活用した個別学習の徹底やコンピュータを用いた疑似体験の増大は、ゲ

ームソフトに熱中する子供について問題点として指摘されているような、例えば、教員と子供、あるい

は子供同士の人間関係の希薄化や子供たちの実際の生活体験・自然体験の不足などを引き起こしか

ねないといった問題を内包していることを我々は見逃してはならない。 

      －－－－－－－－－－－ 略 －－－－－－－－－－－－ 

  (a)…  (b)… (c)… 

  (d) 情報化の進展については、様々な可能性を広げるという「光」の部分と同時に、人間関係の希薄

化、生活体験・自然体験の不足の招来、心身の健康に対する様々な影響等の「影」の部分が指摘され

ている。教育は、これらの点を克服しつつ、何よりも心身ともに調和のとれた人間形成を目指して進め

られなければならないこと。 

                                                                     文部科学省ＨＰ 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chuuou/toushin/960701o.htm，2020年9月8日7時45分閲覧 

                                  ※下線部は筆者 
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 遠隔授業と体験活動に焦点を当てた流れをまとめると，「事前(見学調査前)の遠隔授業で体験の学び

への構えをつくり，見学調査で実感と感動を伴った体験の学びを実現し，事後の遠隔授業で体験の学び

を定着・深化させる。」 となる。体験活動を挟んだ遠隔授業が体験活動の学びを深いものにすることがで

きると考える。 
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資料１ 指導計画 

 

２ 授業の実際 

茨城県行方市立麻生東小学校において，第５学年 1組 22名を対象に，2021年２月 19日～2021年３

月 23 日にかけて授業を実施した。授業の様子を「つかむ」「しらべる」「まとめる」の段階ごとに次のように

まとめた。なお，文中のゴシックの下線部は，授業者が遠隔授業の効果が表れたと考えた部分である。 

（１）「つかむ」段階において 

 「つかむ」段階では，番組制作者との遠隔授業を通して興味・関心を高めることで，児童が「調べたい」

と思う学習問題を作ることができるようにした。 
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第 1時では，「なめＴＶ」についての話題を出したり，「なめＴＶ」の映像を流したりして「なめＴＶ」に対す

る興味を高めた後，「今日は『なめＴＶ』で実際に番組をつくっている人とリモートで授業を行います。」と

伝えた。遠隔授業であることやゲストティーチャーの存在に，児童は「えー！」「やったー！」などと興奮を

隠せない様子であった。リモートで画面をつなぎ，互いの自己紹介を行った後，番組制作者に，放送設

備や制作番組の紹介を行っていただいた。児童は，「この建物を知っている！」「その番組，見たことあ

る！」と，つぶやきながら，真剣に話を聞いていた。「『なめＴＶ』に行ってみたい人？」と担任が問うと，全

ての児童が挙手したため，「行かせていただいてもいいですか？」と，その場で許可をいただいた。（実

際には事前に許可をいただいている）番組制作者さんは「いいですよ。みなさんが来るのを楽しみにして

います。」「調べたいことや質問したいことをしっかり準備してきてください。放送の体験もできるのでその

準備もしてきてください。」と告げてくれた。この呼びかけにより，遠隔授業後，ほとんどの児童がノートに

たくさんの質問を書き出すことができており，興味・関心の高まりを感じた。およそ４０分程度の短い時間

ではあったが，児童からは「調べたい」という気持ちが高まり，主体的に学習を進めようとする様子が見ら

れた。これらの児童の質問を基に，学習問題の設定と学習計画づくりを行った。児童からは，「設備や機

器のこと」，「番組の作り方について」「情報の集め方について」などの質問が出た。担任はそれを基に，

学習問題「『なめＴＶ』の人々は，どのような工夫や努力をして，私たちに情報を届けようとしているのでし

ょうか。」を児童に提案し，賛同を得て学級の学習問題とした。そして，学習問題に対する予想を出し合わ

せた。児童は，「視聴者に分かりやすく見せる工夫があるのではないか。」「見たいと思ってもらえるように

何か努力をしているのではないか。」など，既有の知識と経験を基に，予想を立てることができた。担任は，

それらを板書で整理することで解決の見通しをもてるようにした。「つかむ」段階では，体験前に行った遠

隔授業によって，児童の問題意識を高め，ねらいをもって学びに向えるようにすることができた。 

 

（２）「調べる」段階について 

 「調べる」段階では，２つの調べ学習を設定した。１つ目は，市のＨＰや「なめＴＶ」のパンフレットを使っ

た調べ学習である。２つ目は，実際に「なめＴＶ」の放送局を見学する体験活動での調べ学習である。 

  第２時では，インターネットや資料で調べる学習を行った。児童は，市のＨＰやパンフレット等に書かれ

た文章や画像・映像をじっくりと見て，自分の気付いたことをメモしていた。市のＨＰでは，実際の番組動

画を見ることができる。今まで見たことのない児童でも，動画を見ながら様々なことに気が付き，疑問をも

もつことができた。授業の後半には，分かったことを共有するとともに，見学の際に行う質問を精選してい

った。「アナウンサーさんが間違えないように原稿をどうしているのかな？」「アナウンサーさんはどんな練

習をしているのだろう？」など，以前は気が付かなかったような視点からの疑問も生まれた。 

第３時は，いよいよ体験活動の時間である。児童はやや緊張した表情ながらも，「早く知りたい」という様

子がうかがえた。放送局では，主に施設見学・調査，放送体験を行った。担任は，「あれは何のための機

械だろうね」「それぞれの人は何をやっているか，よく見ておこうね」と児童に問いかけ，気付きや疑問を

多く得られるようにした。児童は用紙いっぱいにメモをとり，見学を終えることができた。従来の社会科の

見学調査活動では，互いの自己紹介や諸注意，概要の説明などに時間がかかっていた。しかし，今回

は，事前に遠隔授業を行っていたことにより，多くの時間を本質的な学びに費やすことができた。 

第４時は，見学・調査で分かったことを共有・整理する時間である。児童のメモには多くの情報が書か

れていたが，個々の情報が有機的につながっているわけではなかった。そこで担任は，放送体験で行っ
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た役割（アナウンサー役，カメラマン役等）ごとに児童のグループを作り，それぞれの体験を通して得た学

びを共有する時間をとった。その後，番組の制作順に，「それぞれの制作過程ではどのような仕事をして

いるのか？」「どんな工夫や努力をしていたか？」と問いかけ，意見を発表させた。また，板書で整理する

ことで，児童が調べたことが有機的につながるように支援した。児童は他の児童の意見を聞き「そんな工

夫もあったのか。」と，新たな気付きをすることができた。「つかむ」段階での遠隔授業により，問題意識が

高まり，以前の単元よりも意欲をもって，主体的に調べたり，発表したりすることができた。 

 

（３）「まとめる」段階について 

「まとめる」段階では，遠隔授業での番組制作者への発表を通して，学習をさらに深めようと考えた。ま

た，イメージマップ作成を通して，児童個々の学びを整理・統合させ，理解を確かなものにしようと考えた。 

第５時は各班のまとめを番組制作者へ発表する時間である。番組の制作過程の作業内容について説

明する班や番組制作で見られた工夫や努力などを発表する班など，それぞれの班が工夫を凝らした発

表を行った。発表を終えると，番組制作者から「大切なことに気付くことができましたね。」「その工夫が特

に重要なことです。」などのコメントをいただいた。児童は恥じらいながらも一様に満足げな表情をしてい

た。授業の終末には，発表後に感じた疑問点を質問し，さらに多くのことを学ぶことができた。 

第６時は，イメージマップづくりである。児童はまず，分かったことや考えたこと，疑問などを付箋に書き

出した。そしてそれらを貼りながら，矢印や実線で付箋と付箋の関連付けを行った。担任は今までの学習

の様子の画像をスライドショーで流すことで，児童の記憶が曖昧にならないように努めた。本単元の最後

の活動は，学習問題「『なめＴＶ』の人々はどのようにしてわたしたちに情報をとどけようとしているのでしょ

うか。」に対する答えを児童それぞれがまとめた。担任は，文章の記述が苦手な児童のためにグッドモデ

ルの文型を示し，それにそって記述するようにした。「『なめＴＶ』の人々は次の５つの点に気を付けてわ

たしたちに情報を届けようとしていることが分かりました。１つ目は・・・」など，全ての児童が自分の言葉で

学習問題の答えをまとめることができた。「まとめ」の段階では，見学調査活動後に行った遠隔授業により，

児童は学びを振り返ることができ，学びの定着とさらなる深化を図ることができた。 

 

 

授業の分析 

 

１ 「深い学び」を見取る視点 

「小学校学習指導要領解説総則編（Ｐ77」では「深い学び」の授業改善の視点について次のように述べ

ている。 

 本研究では，上記の下線部に着目し，「深い学び」が実現されているかを「知識が相互に関連付けられ

たり，それらに基づいて考えを形成したりして理解が図られているか」という側面に着目し，分析をした。 

③ 習得・活用・探求という学びの過程の中で，各教科等の特質に応じた「見方・考え方」を働かせな

がら，知識を相互に関連付けてより深く理解したり，情報を精査して考えを形成したり，問題を見出し

て解決策を考えたり，思いや考えを基に想像したりすることに向かう「深い学び」が実現できているか

という視点                                                 Ｐ77 ※下線部は筆者 
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２ 抽出児童Ａのイメージマップの分析から 

本研究では，イメージマップを，「獲得した知識や思考及びその関連性を可視化する思考ツール」と捉

え，「深い学び」の実現状況を把握する手段として活用する。具体的には児童が作成したイメージマップ

を単元の第 1 時と第 6 時で比較し，獲得した知識や形成された考えを量的側面と関連性といった質的な

側面の両面から捉え，「深い学び」を実現しているかを評価する。 

図２　第１時と第６時における児童Ａのイメージマップ比較図

第1時

第６時

ＡからＢが分かる　　AからBだといえる

ＡからＢだと考える　AからBと予想する

ＡとBは関係している

〈枠の形が表す意味〉 〈線が表す意味〉

学習問題
「なめTV」の人々は，どのような工夫や努力をしてわたしたちに情報をとどけているのでしょうか。

〈思考の枠〉
考えたこと
予想したこと
疑問に思ったこと

学習のまとめ
「なめTV」の人々は，次のような３つの工夫・努力をして行方市民に情報をとどけている。
１つ目は，視聴者に伝わりやすいようにするために，何度も撮り直したり再放送をしたりするなどの工夫をしている。
２つ目は，視聴者に分かりやすくするために機器を使うなどして編集し，よりよい番組にしている。
３つ目は，視聴者が知りたいと思うことをできるだけ早く放送するようにしている。
「なめTV」の方々のこのような工夫や努力によって，行方市の人々の生活は豊かで便利なものになっている。
ぼくは、この学習で学んだことをいかし，相手の立場に立って情報を発信できるようにしたい。また，他の仕事にはどのよ

うな努力や工夫があるかを考えていきたい。

学習のまとめ

〈知識の枠〉
知っていること
分かったこと
教わったこと

方言ではなく共通語を
使って話している。

何台ものカメラや
照明を使って撮影
している

見る人の気持ちになって
番組をつくっている

情報を知らない人にも
伝わるようにしている

照明は明るい
２台使用

視聴者に伝わりやすいよ
うに努力をしている。

地域のお店をしょうか
いしている

地域のイベントなどを
放送している

天気予報を放送してい
る

マイナンバーカードの
お知らせをしている

車を運転する人に注意喚
起する放送をしている

英語の授業を放送して
いる

学習問題
「なめTV」の人々は，どのような工夫や努力をしてわたしたちに情報をとどけているのでしょうか。

プロンプターを使って
カメラ目線になるよう
にしている

ｄボタンを押すと災害
やイベント情報などを
すぐ見ることができる

編集で文字などを
入れている

いつ、どこで、何が
あったのかをくわしく
説明している。

映像をチェックして聞
こえづらいところは何
度も撮り直している。

放送はだいたい
１日２回

ニュースなどはできる
だけ早く（２・３日
で）放送している。

安全に気を付けて
撮影している。

他にはどんな努力をして
いるのかな？

地域のお店をしょうか
いしている

地域のイベントなどを
放送している

天気予報を放送してい
る

マイナンバーカードの
お知らせをしている

車を運転する人に注意喚
起する放送をしている

英語の授業を放送して
いる
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図２は，抽出児童Ａが作成した第１時と第６時におけるイメージマップの比較を表した図である。 

図中の四角型の枠は，知っていることや分かったことなどの知識の枠を，丸型の枠は，考えたことや疑

問に思ったことなどの思考の枠を表している。また，枠と枠をつないでいる矢印や実線は枠と枠の関連を

表している。枠の数を見てみると，第１時では合計６個であった知識の枠が，第６時では 17 個となってい

る。また第１時は０個であった思考の枠が，第６時は４個となった。このことから，児童Ａは本単元を通して

多くの知識を獲得したり，様々な考えをもったりすることができたことが分かる。次に，枠と枠の関連を表

す線をみてみると，第 1 時はその数が０本であり，全ての枠を関連付けることができていなかった。しかし，

第６時では矢印と実線の合計が 15 本なり，ほとんどの枠を関連付けることができている。このことから，児

童Ａは，本単元で得た知識や考えたことを関連付けることができたことが分かる。さらに，児童Ａの学習問

題に対するまとめを見てみると，「『なめＴＶ』の人々は，次のような３つの工夫・努力をして行方市民に情

報をとどけている。１つ目は，視聴者に伝わりやすいようにするために，何度も撮り直したり，再放送をした

りするなどの工夫をしている。２つ目は，視聴者に分かりやすくするために機器を使うなどして編集し，より

よい番組にしている。３つ目は，視聴者が知りたいと思うことをできるだけ早く放送するようにしている。 

「なめＴＶ」の方々のこのような工夫や努力によって，行方市の人々の生活は豊かで便利なものになって

いる。ぼくは，この学習で学んだことをいかし，相手の立場に立って情報を発信できるようにしたい。また，

他の仕事にはどのような努力や工夫があるかを考えていきたい。」と書かれており，本単元の目標を十分

に達成していることが分かる。 

児童Ａは，本単元の学習を通して知識を習得しながら自らの考え形成し，さらに，それらを関連付けて

理解することができている。「深い学び」を実現することができたと言える。 

 

３ 児童全員のイメージマップの分析から 

表１は，全児童のイメージマップを分析項目

ごとに第１時と第６時を比較したものである。第１

時は平均し 2.3 個であった知識の枠が，第６時

では 18.5 個に増えている。また，思考の枠につ

いては，第１時では平均して 1.35 個であったが，第６時には 4.25 個に増えている。これらことから，児童

は本単元を通して多くの知識を獲得し，多様な考えをもつとともに，新たな疑問をもつことができたと考え

る。次に，枠と枠の関連を表す線を見てみると，第１時は平均して 0.2 本であり，ほとんどの枠を関連付け

の線で結ぶことができていなかった。しかし，第６時では 5.5 本となり，多くの枠を関連付けることができて

いる。このことから，児童は，本単元の学習で得た個別の知識や考えたことを関連付け，学習課題の答え

を自分なりにまとめることができたことがうかがえる。さらに，児童の学習問題に対するまとめを見てみると，

単元の目標を実現したまとめをしている児童が 22 人中 18 人である。学級の多くの児童が学習目標を実

現していると言える。 

本学級の児童は，本単元の学習を通して知識や考えを増やし，それらを関連付けて理解しており，「深

い学び」が実現していると考える。 

 

４ 児童への意識調査から 

 図３は，遠隔授業に対する児童の意識調査結果を表したグラフである。この調査は，遠隔授業に関する



茨城大学全学教職センター研究報告(2020) 

 - 74 - 

３つの質問項目について，「ａ：当てはまる」「ｂ：どちらかと言えば当てはまる」「ｃ：どちらかと言えば当ては

まらない」「ｄ：当てはまらない」の４件法で回答を求めたものである。図中の数値は，各項目におけるそれ

ぞれの回答数の割合を表している。 

項目①を見ると，90％以上の児童が１回目の遠隔授業は質問を考えるのに役に立ったと答えている。

また，項目②を見ると，85％以上の児童が１回目の遠隔授業によって問題意識が高まったと答えている。

これらのことから，１回目の遠隔授業で相手を知り，基礎的な知識が増えたことで，興味・関心や問題意識

が向上したことが分かる。 

次に，項目③を見ると 95％以上の児童が，２回目の

遠隔授業によって学びが深まったと回答している。ま

た，理由を問うと「『なめ TV』の方々に向けて発表する

ためにまとめることで大事なことが分かったから」「さら

に知りたいことを質問することができたから」と述べてい

る。２回目の遠隔授業に向けて，相手意識をもって学習

をまとめ，発表したことや２回目の遠隔授業で新たな疑

問に対して再質問することで，児童は知識を増やし，そ

れらをつなぎ，思考を整理することができたと考える。 

以上のことから，遠隔授業は，体験活動（見学調査）

を充実させ，児童の学びを深めることに有効であったと

考える。 

 

 

終わりに 

 

本研究の実践で，体験活動と専門家とつないだ遠隔授業を効果的に組み合わせることで，体験活動を充実

させ，深い学びを実現することができたと考えるが，それを可能にするポイントとして次の四つをあげることがで

きる。 

一つ目は，体験活動の前後の遠隔授業で，見学調査の当日行っていた内容の一部を行い，体験活動の当

日に時間的なゆとりをもたせることである。体験活動（見学調査）は，施設に着くと別室に通され，担当者と対面

し，あいさつを交わし，施設の紹介（動画視聴・演示解説等）や施設見学の諸注意等の説明を受ける。施設を

見学した後，別室に戻り，限られた時間の中で２～３の質問をし，お礼の挨拶等をして，急ぎ帰途に就くという

のが一般的な流れである。日常の授業とは違う，遠足気分の楽しさはあるが，慌ただしい中で，消化不良気味

の見学調査をしていることが多い。そこで，上記下線部の活動を前後の遠隔授業で行い，実質的な見学調査

に時間をかけられるようにする。こうすることで，時間確保の問題を改善し，体験活動を充実することができる。  

二つ目は，事前の遠隔授業で，体験活動に向かう構えをつくることである。具体的には，事前の遠隔授業で

児童の問題意識を醸成したり，興味・関心を高めたりすることである。それらの意識の高まりが体験活動の学び

を充実したものにすると考える。本研究の実践では，事前の遠隔授業で，放送局の番組制作者から，放送局の

紹介や訪問時の質問を歓迎する旨の話をしていただいた。このメッセージが児童の番組制作に対する興味・

関心や問題意識を高めるきっかけとなった。十分な事前調査を行った上で見学調査に臨むことができたこと

図３　遠隔授業に対する児童の意識調査結果

項目①　１回目の遠隔授業は、質問を考えるのに役に立ちましたか。
項目②　１回目の授業によって問題意識（どうしてだろう、調べてみたい
               という気持ち）は高まりましたか。

項目③　２回目の遠隔授業によって学習は深まりましたか。
　　　　（例）さらにくわしく分かった、それまでより理解できた　など
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が，体験活動の充実と深い学びにつながったと考える。 

三つ目は，事後の遠隔授業で，成果の発信や再質問の場を作ることである。体験活動を振り返り，学んだこ

とをまとめ，発信したり，その過程で新たに生まれた疑問を解決したりする場を用意することは，学びの成果の

定着と深化につながる。本研究の実践では，事後の遠隔授業で見学調査の際にお世話になった番組制作者

にお礼と共に学んだことを伝えたり，その中で，新たに生まれた疑問点について再質問をしたりした。このよう

な活動の場を設定することで，体験活動の学びを深化・発展させることができたと考える。 

四つ目は，体験活動に遠隔授業を組み合わせて，専門家とのかかわりを多くもてるようにすることである。専

門家との初めての出会いが体験活動の日であると，緊張感から自分の考えや意見を率直に言えないことが多

い。体験活動の日を含めて専門家とのかかわわりを多くもてるようにし，人間関係を深めていくことは重要なこと

である。本研究の実践では，遠隔授業により専門家と３回の交流をもつことができた。３回目の交流（事後の遠

隔授業）の際は，児童と専門家が「○○さん」と，お互いを名前で呼び合うまで関係が深まり，率直な考えや意

見の交換ができるようになっていた。人間関係の深化は学習の基盤であり，体験活動の充実や深い学びとつ

ながっていると考える。 

本研究の実践を進める上で，１番難しかったのは，遠隔授業を受け入れてくれる相手先を探すことであっ

た。見学等を受け入れてくれる施設は多いが，遠隔授業まで受け入れてくれる施設は本実践で協力していた

だいた地元放送局以外はなかった。受け入れてもらえない理由は「先例がない」「環境が整ってない」等であ

る。遠隔授業を推進する課題として学校現場にソフト・ハードの両面に課題があると言われているが，遠

隔授業を依頼する相手先にも同様の課題（授業の進め方や機器操作の不慣れ，機器・ネット環境の不備

等）があると感じた。現状を踏まえると，外部の専門家とつないだ遠隔授業をする場合，情報機器（Web カ

メラ付きパソコン，携帯用 Wi-Fi 機器等）を持参した職員を派遣し，授業中継をサポートするなど，相手方

の負担或いは負担感を軽減するなどの配慮が必要であると考える。 

 今回の実践は，当初，１２月～１月にかけて実施する予定であったが，新型コロナ感染状況が深刻にな

り，一時は，実施も危ぶまれた。実践者が児童の健康を第一に考えながら，関係機関と何度も日程調整

行い，実施日時を変更しながら，年度内の実施（２月～３月にかけて実施）に漕ぎつけた。児童のために

価値ある授業を行いたいという実践者の熱意と関係者の理解と協力に敬意と謝意を表したい。 
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