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GIGA スクール構想の下 2021 年4月から、全国のほとんどの義務教育段階の学校において、ICT を活用した新しい学び

が本格的にスタートする見込みとなっており、高等学校（以後、高校）でも BYOD（Bring Your Own Device）を基本としたタブ

レット型PCの導入方針が示され、Wi-Fi環境や大型の教材提示装置等のインフラ整備が進められている。ただ、多くの高校

現場では、最新の ICT を活用した教育実践や方法の具体的な実践例はまだ多くはない。今求めれているのは、従来型の

ICT 活用方法からの転換であるように思う。そこで本研究では、教育現場における授業改善を目的とするデザイン研究のア

プローチの手法を用い、授業実践を計画、実践、評価し ICT を活用したより良い指導方法を探究し、授業改善の取組を論究

したい。文部科学省が作成した、「教育の情報化に関する手引」1)、「教員の ICT 活用指導力チェックリスト」2)を参照しながら、

これまでの授業に ICTを活用した指導を取り入れた個別学習や協働学習の実践を行い、成果を検討することで授業改

善につなげたい。 

 

 

はじめに 

 

Society5.0 時代を生きる全ての子供たちの可能性を引き出す個別最適な学びと協働的な学びを

実現するために、文部科学省から、「GIGAスクール構想の下で整備された 1人 1台端末の積極的な

利活用等について（通知）-2021.3.12-」が出され、2021 年 4 月から、全国のほとんどの義務教育

段階の学校において、児童生徒の「1人1台端末」及び「高速大容量の通信環境」の下での新しい 
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学びが本格的にスタートする見込みとなってる。 

その中で「５．教師のICT活用指導力の向上」には、「ICTはあくまでもツールであり、教師の授

業力と相まって、その特性・強みを生かされるものであることに留意し、各教育委員会及び学校に

おいて、新学習指導要領を踏まえた学習活動を想定しつつ、ICT を活用した指導方法についての研

修を充実すること。」が示されている。 

一方で高校では、BYOD（Bring Your Own Device）を基本としたタブレット型 PCの導入方針が示

され、Wi-Fi 環境や大型の教材提示装置等のインフラ整備が進められた。各学校では、県教育委員

会からの指針をもとに、ハードウェアの導入に加え、OSの選定と活用方法の検討に入っている。従

来のような形でICT機器を使う授業では、教科書とノートを電子化した教材の置き換えや、補助資

料として動画や写真の提示に利用する等、部分的導入にとどまり、授業全体を通したICTの活用に

は到達できていない。 

本研究では、ICT を活用した指導方法の分類と課題を整理し、対面授業に ICT を活用した指導方

法の検討を行い、文部科学省が現職の全ての教師に求められるICT活用に係る基本的な資質・能力

を示した「教員のICT活用指導力チェックリスト（平成 30年6月改訂）」を活用して、これまでの

授業にICTを活用した指導を取り入れた個別学習や協働学習の実践を行い、成果を検討することで

授業改善につなげることを目的とする。 

 

 

本研究の位置付け 

 

本研究が対象とする教育現場における授業改善研究としては、デザイン研究のアプローチが注目

される。デザイン研究は、1990年代から多くの研究者による提案、実践が行われてきた実践研究の

ひとつである。 

大島（2004）は「教育研究をデザイン科学として成立させるためには、学習デザインに学習研究

のこれまでの知見が十分に反映され、さらに実践に展開することから学習のデザイン原則を明らか

にしていくというアプローチが必須なのである」3)ことを指摘している。 

また大島（2007）による「学習環境の形成をめざしたデザイン研究は、基礎的な研究の知見にも

とづいて授業実践を計画、実践してその評価にもとづいて修正を繰り返すというPlan、DO、Check、

Actionというサイクルを継続的に展開しながら、実践を向上させ続けると同時にそこから教授学的

な原則の誤りを正し、精緻化していくことを目的としてる」4)ことも重要である。 

したがって本研究では、「デザイン研究のアプローチ」の立場に立ち、その手法の中で、授業実践

を計画、実践、評価しICTを活用したより良い指導方法を探究し、授業改善の取組を示したい。 

 

 

ICTを活用した指導方法と課題 

 

高校に限らず、各教科等の指導においてICTを活用する際に、単に ICT機器を指導に取り入れれ

ば、情報活用能力が育成されたり、指導が充実したりするわけではない。むしろ、各教科等に 
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図1 学校におけるICTを活用した学習場面 

出典：文部科学省．「教育の情報化に関する手引-追補版-(令和2年6月)」 

 

おいて育成すべき資質・能力を見据えた上で、各教科等の特質や ICTを活用する利点などを十分理

解した上で、ICT を活用する場面と活用しない場面を効果的に組み合わせることが重要である。こ

のことについては、文部科学省が、教師による指導をはじめ、学校・教育委員会の具体的な取組の

参考となるよう作成した「教育の情報化に関する手引」に示されており、図 1 の「ICT を効果的に

活用した学習場面」として、次の３つの分類例に分け、この学習場面に沿って、小学校、中学校、

高等学校の学校段階ごとの各教科等別に、ICTを活用した具体例が示されている。 

・一斉指導による学び（一斉学習） 

・子供たち一人一人の能力や特性に応じた学び（個別学習） 

・子供たち同士が教え合い学び合う協働的な学び（協働学習） 

ここで本研究の授業実践の対象となる生徒は、高校 3年生となるため、1人 1台のタブレット型

PCを利用することを必須とはせず、1人1台のコンピュータが整備されているパソコン室での利用、

または生徒が所持しているスマートフォンの利用を想定した指導方法とする。 

 

（１）一斉学習 

〇教師による教材の提示（A1） 

「教師が教材を提示する際に、大型提示装置や学習者用コンピュータに、画像、音声、動画など

を拡大したり書き込みながら提示したりすることにより、学習課題等を効果的に提示・説明するこ

とができる。また、学習者用コンピュータや大型提示装置を用いて、動画・アニメーション・音声
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等を含む指導者用デジタル教科書・教材を提示することにより、子供たちの興味・関心の喚起につ

ながるとともに、学習活動を焦点化し、子供たちの学習課題への理解を深めることができる。」こと

の例が示されている。 

高校の授業でも板書をあらかじめスライドとして作成し、学習内容のプリントを配付することで

考える時間を十分にとることができるため、学習内容の理解を深めることができる。しかし、ICTの

活用においては、教科書とノートを電子化した教材の置き換えや、補助資料として動画や写真の提

示に利用する等、部分的導入にとどまり、授業全体を通したICTの活用までには至っていない。 

 

（２）個別学習 

〇個に応じた学習（B1） 

「一人一人の特性や習熟の程度などに応じて個に応じた学習を実施するに当たり、個々の特性に

応じてカスタマイズできる学習者用デジタル教科書や、習熟の程度や誤答傾向に応じた学習者向け

のドリルソフト等のデジタル教材を用いることにより、各自のペースで理解しながら学習を進めて

知識・技能を習得することが挙げられる。また、発音・朗読、書写、運動、演奏などの活動の様子

を記録・再生して自己評価に基づく練習を行うことにより、技能を習得したり向上させたりするこ

とが可能となる。この際、デジタルポートフォリオを活用して記録したり、自己評価を行ったりす

ることも考えられる。」ことの例が示されている。 

生徒の個に応じた学習を促すためには、学期や単元の冒頭に年間指導計画に基き、学習計画を提

示し学習の見通しを持たせることで、学習目標や学習活動の流れ、留意点等を提示することが効果

的である。さらに各自の学習計画に基き、自身のペースで学習を進められるような個別学習も有効

である。しかし、教師が年間指導計画をもとにICTを活用した学習計画を作成し、デジタル教科書

やデジタルドリルの活用には到達していない。 

 

〇家庭学習（B5） 

「学習者用コンピュータを家庭に持ち帰り、動画やデジタル教科書・教材などを用いて授業の予

習・復習を行うことにより、各自のペースで継続的に学習に取り組むことが可能となる。また、学

習者用コンピュータを使ってインターネットを通じた意見交流に参加することにより、学校内だけ

では得ることができない様々な意見に触れることが可能となる。」ことの例が示されている。 

生徒が授業で行った課題をそのまま家庭学習として継続的に取り組むことが、生徒の主体的な学

習に有効である。そのためのソフトウェの整備やセキュリティ、それを使う生徒のルールやマナー

の育成に取り組むことが喫緊の課題である。 

 

（３）協働学習 

〇発表や話合い（C1） 

「学習課題に対する自分の考えを、書き込み機能を持つ大型提示装置を用いてグループや学級全

体に分かりやすく提示して、発表・話合いを行うことが挙げられる。学習者用コンピュータや大型

提示装置を用いて、個人の考えを整理して伝え合うことにより、思考力や表現力を培ったり、多角

的な視点に触れたりすることが可能となる。また、学習者用コンピュータを使ってテキストや動画
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で表現や考えを記録・共有し、何度も見直しながら話し合うことにより、新たな表現や考えへの気

づきを得ることが可能となる。」ことの例が示されている。 

生徒間の対話的な学習として、個別学習では理解が十分でない内容のフォローアップや、生徒間

の学び合いを行うことで得た知識や技能を互いに交流することが有効である。ICT を活用すること

で、意見交換した内容や考えを記録し、振り返りながら学びを深めることが重要である。ただ、こ

の活用については、ソフトウェア、ハードウェアを活用するノウハウが構築されていない。 

 

〇協働での意見整理（C2） 

「学習者用コンピュータ等を用いてグループ内で複数の意見・考えを共有し、話合いを通じて思

考を深めながら協働で意見整理を行うことが挙げられる。クラウドサービスを活用するなどして、

学習課題に対する互いの進捗状況を把握しながら作業することにより、意見交流が活発になり、学

習内容への思考を深めることが可能となる。また、学習者用コンピュータや大型提示装置に、クラ

ウドサービスを活用してグループ内の複数の意見・考えを書き込んだスライドや、書き込みをした

デジタル教科書・教材を映すことなどにより、互いの考えを視覚的に共有することができ、グルー

プ内の議論を深め、学習課題に対する意見整理を円滑に進めることが可能となる。」ことの例が示さ

れている。 

学習予定や学習内容を把握し、生徒間の学習状況を確認することで、互いの学習意欲向上につな

げる。確かに、生徒同士が考えを共有し学び合うことで、意見を交流し、互いの考えを尊重しなが

ら合意形成を図る等、これからの社会に必要とされる資質・能力の育成にもつながるが、授業内で

の取組がなされているとは言えない。 

これらのICTを活用した指導方法の分類と課題から、対面授業に ICTを活用した指導方法の検討

を行う。 

 

 

学習指導要領における情報活用能力の位置付け 

 

教科等の指導における ICT 活用の意義と必要性については、高等学校学習指導要領（平成 30 年

告示）（以下「学習指導要領」という。）5)の総則には、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。 

情報活用能力は、各教科等の学びを支える基盤であり、これを確実に育んでいくためには、各教

科等の特質に応じて適切な学習場面で育成を図ることが重要であるとともに、そうして育まれた情

報活用能力を発揮させることにより、各教科等における主体的・対話的で深い学びへとつながって

いくことが一層期待されるものである（高等学校学習指導要領解説【総則編】）。6) 

また、生徒が、基礎的・基本的な知識及び技能の習得も含め、学習内容を確実に身に付けること

ができるよう、ICT も活用した指導方法や指導体制の工夫改善により、個に応じた指導の充実を図

ることが重要である。これにより、多様な学習活動の展開が期待される。 

○高等学校学習指導要領（平成30年文部科学省告示）（抜粋） 

 第１章 総則 
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  第２款 教育課程の編成 

   ２ 教科等横断的な視点に立った資質・能力の育成 

   (1) 各学校においては、生徒の発達の段階を考慮し、言語能力、情報活用能力（情報モラル

を含む。）、問題発見・解決能力等の学習の基盤となる資質・能力を育成していくことが

できるよう、各教科・科目等の特質を生かし、教科等横断的な視点から教育課程の編成

を図るものとする。 

  第３款 教育課程の実施と学習評価 

   １ 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善 

     各教科・科目等の指導に当たっては、次の事項に配慮するものとする。 

   (3) 第２款の２の(1)に示す情報活用能力の育成を図るため、各学校において、コンピュー

タや情報通信ネットワークなどの情報手段を活用するために必要な環境を整え、これ

らを適切に活用した学習活動の充実を図ること。また、各種の統計資料や新聞、視聴覚

教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を図ること。 

  第５款 生徒の発達の支援 

   １ 生徒の発達を支える指導の充実 

     教育課程の編成及び実施に当たっては、次の事項に配慮するものとする。 

   (5) 生徒が、基礎的・基本的な知識及び技能の習得も含め、学習内容を確実に身に付けるこ

とができるよう、生徒や学校の実態に応じ、個別学習やグループ別学習、繰り返し学習、

学習内容の習熟の程度に応じた学習、生徒の興味・関心等に応じた課題学習、補充的な

学習や発展的な学習などの学習活動を取り入れることや、教師間の協力による指導体

制を確保することなど、指導方法や指導体制の工夫改善により、個に応じた指導の充実

を図ること。その際、第３款の１の(3)に示す情報手段や教材・教具の活用を図ること。 

 

 

ICTを活用した指導方法の検討 

 

文部科学省は、図2「教員のICT 活用指導力チェックリスト（平成 30年6月改訂）」において、

現職の全ての教師に求められる基本的な資質・能力について、以下のＡ～Ｄの大項目に分類し、さ

らにそれらを４つのチェック項目に分けて示している。本研究では、「Ｂ 授業にICTを活用して指

導する能力」のＢ１～Ｂ４の項目を参照し、主体的・対話的で深い学びを目指す指導方法を検討す

る。 

 

（１）学習計画を活用した主体的な学び 

「Ｂ１ 児童生徒の興味・関心を高めたり、課題を明確につかませたり、学習内容を的確にまと

めさせたりするために、コンピュータや提示装置などを活用して資料などを効果的に提示する。」及

び「Ｂ３ 知識の定着や技能の習熟をねらいとして、学習用ソフトウェアなどを活用して、繰り返

し学習する課題や児童生徒一人一人の理解・習熟の程度に応じた課題などに取り組ませる。」ことを

目指し、生徒ごとの学習計画に図3に示すMicrosoft Excelを使った工程表を活用する。生徒は使 
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図2 教員のICT活用指導力チェックリスト 

出典：文部科学省．「教員のICT活用指導力チェックリスト（平成30年6月改訂）」 

 

い慣れているExcelの工程表へ容易に記録ができ、変更が生じた場合の修正を随時行うことができ

る。 

工程表の初期計画は教師が作成し、それをテンプレートとして各生徒へ配付する。生徒はカリキ

ュラム全体の把握や各工程の時間見積が困難だからである。生徒は進捗に合わせて、計画を修正し

ながら学習を進める。工程表において、学習計画、学習実績に加えて理解度を記録する。 

 

（２）ワークシートを活用した対話的な学び 

「Ｂ２ 児童生徒に互いの意見・考え方・作品などを共有させたり、比較検討させたりするため

に、コンピュータや提示装置などを活用して児童生徒の意見などを効果的に提示する。」ことを目指

し、授業時間内外における学習活動の記録のため、図4に示すワークシートへ学習内容を記入する。 

GIGAスクール構想の下で整備された 1人1台端末を使い、クラウドへ学習活動の記録をすること

が考えられる。本研究の授業実践の対象となる生徒が高校 3年生であるため、1人 1台のタブレッ

ト型PCを利用することにこだわらず、紙のワークシートを活用する。 

紙のワークシートを活用するのは、普段使い慣れている紙のワークシートに演習をする方が取り

組みやすいこと、ワークシートは学習計画のように変更の必要はないことが理由である。生徒のワ

ークシートをそのままファイリングし保存する。生徒が互いにわからないことがあったときに、ICT

でも、紙でも、使えるものは全部使って自分の学習を調整していくことができるためである。 
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図3 学習計画を記録するMicrosoft Excelを使った工程表 

 

従来、一斉指導形式で同じ問題を解く形の演習を行っていた。しかし、生徒にとって授業時間で

の演習と、授業時間以外の家庭学習等に、学習の関連性、継続性の意識がなされず、家庭学習等の

具体的方法や内容を理解した上で、取り組むことが難しい状況であった。授業時間中にワークシー

トを導入し、家庭学習等にも継続的に活用することで、家庭学習等を促すことをねらいとしている。 

ワークシートの記録から、生徒の理解が不十分な内容について指導を行うことができる。これは、

生徒に主体性を持たせ、学び合いを推奨することで、他の生徒との理解度や意識の共有が行われ、

対話的な学びにつながることを目指す。 

 

図4 学習活動を記録するワークシート 

 

（３）振り返りシートを活用した協働的な深い学び 

「Ｂ４ グループで話し合って考えをまとめたり、協働してレポート・資料・作品などを制作し
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たりするなどの学習の際に、コンピュータやソフトウェアなどを効果的に活用させる。」ことを目指

し、学習計画に対する進捗管理のための進捗会議は、授業時間中に教師と数人の小グループにて週

に1度行う。その中で工程表と振り返りシートを使い、当日までの学習状況を振り返り、次週の学

習計画を考え、調整を行うための話し合う場とする。学習を確実に行うためには、振り返り、進捗

状況把握、今後の計画を行うための見通しを持たせることが大切である。実績管理を各生徒に任せ

てしまうと、学習の進捗が曖昧になり，学習の進捗の把握や計画の修正が行われなくなる可能性が

ある。そのため学習の進捗状況を把握し、学習計画を見直しながら、学習計画を実行するための管

理意識の向上を図る。学習の進捗の状況が良好でない生徒においは、学習の遅れの理由を明確にし、

これからの見通しを再確認し、続けていくためのモチベーション付けを行う。この時、生徒が互い

の学習状況、理解度を確認することで、協働的な学びの場に活かされる。 

 

 

授業実践の結果と分析 

 

（１）授業実践の概要 

総合学科であるＡ県立Ｂ高校の実業系コースで開講されている「プログラミング技術」「コンピュ

ータシステム技術」において、2020年度から2021年度に授業デザインに基づく実践を行った。2020

年度の履修者は3年次8名、2021年度の履修者は3年次7名であった。目標とする検定試験の合格

を主な学習目標として、検定の試験日に合わせて、1期と2期に分けて授業実践を行った。2020年

度は、コロナウィルス感染拡大の影響で休校となったため、年度途中からの授業デザインの導入で

2期のみ行ったが、2021年度1期では新たな生徒を対象に、年度当初から授業デザインに基づく実

践を行った。 

 

（２）2020年度の授業実践の結果 

実践の結果、目標とする検定試験 3級の合格得点率である 70%に到達した生徒が 1名、それ以外

の生徒は 50%未満であった。一部の生徒が学習目標を達成する成果をあげたが、全体としては十分

とは言えない。 

学習計画を把握し工程表に残せたものが5名、紙のワークシートの利用はほぼ全員できていた。

この実践を振り返り、見出した問題点は次のようになる。「Microsoft Excelを使った工程表の操作

ができない生徒や機能を十分に活用できていない生徒がいる。」「学習計画の把握はしているが、技

能習得に結び付かない生徒がいる。」「学習計画の意識付けがなされず、学習意欲が起きない生徒が

いる。」「進捗会議にて学習の状況把握はできたが、具体的改善までは指示できなかった。」 

 

（３）2021年度の授業実践の結果 

2020年度の実践の問題点から、年度当初の授業ガイダンスにおいて、学習計画に対する進捗管理

のための進捗会議を週に1度行うこと、工程表とワークシートの活用方法・操作方法について十分

な説明を行った。併せて、学習目標達成のための主体的な学びの重要性、十分な学習時間を得るた

めの家庭学習等の必要性を確認した。 
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実践の結果、目標とする検定試験3級の合格得点率である70%に到達した生徒は3名、60%に到達

した生徒は1名であり、2020年度2期に比較して多くの生徒が学習目標を達成できた。学習計画を

把握し工程表へ全員が記録を残し、紙のワークシートの利用も全員が行っていた。 

 

（４）授業実践の分析 

2020年度2期に学習計画を活用するためにMicrosoft Excelを使った工程表を導入したが、授業

実践の結果で示したように、多くの生徒が上手に活用できず、全体として十分な成果が得られなか

った。すなわち、単に授業にICTを導入した指導方法だけでは、生徒が十分に活用しきれず、有効

に機能しないことが分かった。 

2021 年度 1 期には年度当初から、提案した授業デザインに基づく授業を行った。それに加えて、

Microsoft Excelを使った工程表を活用する意義やICTの操作の説明を徹底した。その結果、全員

が学習計画の把握に努め工程表へ記録を行い、2020年度2期に比較して学習目標の達成状況も良好

であった。 

図5は、学習計画の把握に工程表を活用することに対する意識調査の結果を表したグラフである。

この調査は、授業にICTを活用した取組に関する質問項目について、「そう思う」「だいたいそう思

う」「わからない」「あまりそう思わない」「そう思わない」の5件法で回答を求めたものである。図

中の数値は、項目における回答数の割合を表している。2020年度 2期の終了時と 2021年度 1期の

終了時に、2020年度2期8名(回収率100％)、2021年度1期7名(回収率100％)に意識調査を実施

した。質問中の「（ICTを使った）工程表を活用して自己の学習状況の確認をしている」の項目に対

する回答結果を図5に示す。 

 

図5 2020年度2期と2021年度1期のICTを使った学習予定の活用についてのアンケート結果 

 

2020年度 2期では、工程表を活用しているのが「そう思う」「だいたいそう思う」を含め約 4割
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程度なのに対し、2021年度 1期では「そう思う」「だいたいそう思う」を含めると約 9割の生徒が

活用していると答えている。2021年度1期には、年度当初から授業の中に進捗管理を組み込んだこ

とから、工程表を使った学習状況の確認を行う生徒が増加したと考えられる。以上のことから、授

業実践の工夫により、学習予定を把握し記録を残すことができ、進捗管理を行うことで学習量が増

え、学習成果向上につながっていることが示唆される。 

さらに、学習の成果からみた質問項目で関連が深い項目の関連性を見るために、統計的検定の考

え方に基づき、js-STAR（統計用フリーソフト）を用いて相関分析の相関係数計算で分析した。その

結果、「（ICT を使った）工程表を活用して自己の学習状況の確認をしている」と「自分は、真剣に

自主学習に取り組んでいる」の間には、有意な正の相関がみられた（r＝0.810、F＝9.55、df1＝1、

df2＝5、p＜.05）。相関の強さは相当に強いといえる。「（ICTを使った）工程表を活用して自己の学

習状況の確認をしている」と「クラス全体が、自主学習に真剣に取り組んでいる」の間にも有意な

正の相関がみられた（r＝0.867、F＝15.17、df1＝1、df2＝5、p＜.05）。相関の強さはやはりかなり

強いといえる。「自分は、真剣に自主学習に取り組んでいる」と「クラス全体が、自主学習に真剣に

取り組んでいる」の間にも有意な正の相関がみられた（r＝0.887、F＝18.53、df1＝1、df2＝5、p

＜.01）。相関の強さはやはりかなり強いといえる。質問項目の内容を見ると学習予定と学習の取組

に関するものである。自主学習においては、生徒自身の取組と全体の取組に関連があり、個別学習

だけではなくクラス全体の協働的な学びが行われていたことがうかがえる。 

したがって、ICT を活用した授業デザインが自主学習に効果的であり、クラス全体の協働的な学

びの成果があったと言える。ただし、2020 年度と 2021 年度の違いは、コロナウィルス感染拡大の

影響で休校になったことや、もともとの履修者の資質の違いの影響も大きいと考えられるので、今

後の検証が必要である。 

 

 

おわりに 

 

高校現場では、ICTを活用した学習環境の整備が整い、高校 1年生からBYODを基本とした授業実

践がスタートしたばかりである。そのため、これまでのICTを活用した授業実践の成果だけではな

く、様々な試行錯誤を繰り返しながら個々の生徒が自ら主体的・対話的で深い学びを探究し、その

ためのツールとしてのICTの活かし方を実践的に見つけ出していくことが、これまで以上に求めら

れている。 

さらに文部科学省が作成した「教員のICT活用指導力チェックリスト」を使い、現職の全ての教

師だけではなく、これから教師を目指す教職課程の学生にもぜひ到達度の自己評価をして活用して

頂きたいと思う。筆者も ICTを活用した指導方法について、これまでも多くの実践と失敗を重ねて

きた。高校の現場では、ようやく生徒に「1 人 1 台端末」及び「高速大容量の通信環境」が整った

ばかりである。今後も多くの先生方とICTを活用した授業実践に臨み続けていきたい。 

 

（本研究に関してICTの活用に関する指導方法の助言、本報告書作成に関する助言をくださった先

生方に深く感謝したい。） 
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