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 近年、学校教育における ICT 環境の導入・整備が進んでいる状況の中で、授業における ICT 環境での教材

活用の考え方・手法を探求した。情報機器やネットワークの整備が進む教育環境で ICT を活用した授業の実

践で、知識の伝達、さらにどのようにしたら考える授業や学びのプロセスのある授業に有効なのかを考究した。

黒板とチョークとデジタル化された学習教材の有効利用法についての実践例及び学生への反応、アンケート等

を実施し、その有効性について論じた。 

 より身近な日頃の授業内容にすぐにでも役立てられる手法という観点で、おもな事例は、高等学校の理科教

育現場における実践例に基づいている。学校内にある身近な機器設備を利用したＩＣＴ活用例として、日頃の

教育現場での学習活動への何らかのヒントとなっている。 

 

１．教育現場におけるＩＣＴ教材の利用形態 

 教育現場にパソコンやプロジェクタ、電子黒板等

のＩＣＴ機器が導入されだしてからさまざまの授業

形態が近年盛んに模索されてきている。[1] 

 「ＩＣＴ」は、一つの時代がもたらした「Technology 

先端技術」である。その技術を道具としていかに日々

の活動にいかすかが課題でもあり、また正直なとこ

ろ「使う必要性は？」と感じる面もある。「必要にせ

まられて」や「便利だから使おう」など、さまざま

な面からこの「ＩＣＴ教材」を考えていく。 

 始めに「ITC を活用した授業は効果があるのか。」

という点について考える。 

 統計調査によると、電子黒板を利用した場合の学

習効果では「関心・意欲・態度」に関しての効果が

顕著にあらわれる。学習要素を「関心・意欲」、「知

識・理解」、「思考・判断」、「技能・表現」の４つに

分類すると、関心・意欲以外は平均的な値になって

いる。他の要素は従来型の授業形態との融合的な利

用法が重要になる。[2] 

 また、ＩＣＴ教材を活用した授業に対しての生徒

のアンケート結果と学習効果をテスト結果からみた

データによると何らかの効果があることがうかがえ

る。[2] 

 

 

 

 次に典型的な利用形態とその特徴をあげる。 

①資料を大きく提示・指示を明確に 

 写真や図表などを大きく提示することにより、視

線が集まり指示が明確になる。 

 教科書や資料の内容を拡大投影表示するだけでも

気軽にＩＣＴ活用ができる。黒板チョークの授業形

態の一部にすぐに取り入れ可能で学習効果が期待で

きる。 

 

②わかりやすく説明やまとめができる 

 視覚にうったえて理解しにくい部分を説明したり、

動画等の動きのある教材を活用しやすくする。同じ

テーマで考えたり話し合ったりするとき教師が生徒

と対面しながら説明し、理解度を確かめながら授業

を進めることができる。 

 

③関心や意欲を高める 

 身近な実験・観察や動作などを画像素材として準

備して、実体験と振り返り体験学習に役立てられる。

理科の実験や観察、体育の運動動作の確認等の映像

により単元に対する関心や意欲を高めることができ

る。 

 

④知識や技能の定着 

 漢字や英単語などの知識の定着が大切な教科で、

繰り返し表示したり覚えにくいものを重点的に学習



野口 義栄 

－2－ 

指導できる。理系科目ではグラフ作成ソフトやシミ

ュレーションソフトの活用で効果をあげられる。ま

た、教科書に付随した学習素材やツールの利用も考

えられる。 

 

⑤授業中のインターネット上の情報利用で興味関心

を高める 

 インターネット上には豊富な教材があり、それら

を使って映像を提示するだけでも生徒の興味や関心

を高めることができる。 

 

 このようにいろいろな利用場面が考えられる。実

際は各教科単元内容に合わせて教材を準備し、教材

準備は短時間で効果的に生徒がワクワクするような

ものにする必要がある。現場では「短時間での教材

準備可能」が導入要件のキーの一つとなる。 

 一般的に取組を始めるときは、上記の①のあたり

から出来そうなことから始めていき、生徒の反応を

みながらいろいろな工夫をしていくことになる。 

 現在のＩＣＴ教材機材等の導入状態からしてまだ

まだ利用には不便な面もあるが、これまで５年間程

の時間単位でいろいろ状況は変化しており。今後も

より利用しやすくなっていくことが期待される。そ

の時期に応じた利用法を考えて実践していくことが

重要である。 

 ＩＣＴ教材の持っている得意な面と不得意な面も

同時に考慮する必要がある。 

 

 

２．デジタル化された学習教材 

 そもそも「ＩＣＴ環境での教材」といっても多種

多様なものがあります。ＩＣＴ環境自体の概念も広

範囲にとらえられている現状である。 

 「教育現場における学習支援機材・教材の利用」

という立場から考えて、現在もっとも身近なものと

しては、「パーソナルコンピュータとプロジェクタ等

の拡大表示装置」になる。その次に「電子黒板やＯ

ＨＣ（Overhead Camera 書画カメラ 実物投影機）」

になります。ただ、幼小中高大とでは教育環境の違

いで利用するものや利用出来るものが異なる。 

 教材の準備として、いろいろな学習教材の大部分

をデジタル化して利用する。このデジタル化作業が

少々煩雑で時間がかかり、効果的な教材までの道の

りを遠いものにしていることが多い。一般的な教材

準備についてその作成プロセスをみると、以下のよ

うになる。 

 ドキュメントを提示する教材を準備する段階で考

えておかなくてはならないことは、実際にどういっ

た対象教材をどんな形態で提示準備するかのという

ことである。 

 ではこの２面から見ていく。 

 ◎どういった対象教材か 

①ワープロ等で作成した文章（説明や練習問題等） 

②グラフや数値計算結果 ③図鑑や写真等の静止画 

④ビデオ教材等の動画  ⑤音、音声等のデータ 

⑥ライブ的な教材（ネット情報のリアルタイム、ネ

ット会話利用等） 

 ◎どんな形態で準備するのか 

①電子スライド形式（プレゼンテーション用ソフト） 

②ＰＤＦ注１）化された汎用電子文書 

③各作成ソフトのままの状態で 

④Web 形式の表示 

⑤電子黒板等のライブ教材形式 

 実際よく使われものが、プレゼンテーションソフ

トを利用した電子スライド形式。これは利用方法も

手軽で便利なもので、使う場面によっては効果が期

待できる。このスライドシートにいろいろなマルチ

メディア（文章、画像、グラフ、動画、音声等）素

材を配置して授業の流れに合わせてストーリーを組

み立てて利用しているのが一般的である。最近のソ

フトでは表示中にインク機能等を利用してシートに

書込みができ、ひところのＯＨＰ的な話しながら書

き込む提示も可能になってきている。 

 

注１） ＰＤＦ（Portable Document Format）  各コンピュー

タの機種や環境によらず、オリジナルのイメージをかなりの程度

正確に再生することができる汎用電子文書形態。画像の拡大縮小

表示での画質の保持面で優れている。 
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３．いろいろな機材・装置（ハードウェア） 

 教材を提示するための装置の代表的なものをみて

いく。 

 ①コンピュータ ②プロジェクタ ③電子黒板 

 ④実物投影機（ＯＨＣ書画カメラ） 

 ⑤デジタルビデオ、カメラ 

 ⑥電子ホワイトボード 

 ⑦タブレット（タブレットＰＣ、端末） 

 

 現在の教育現場でよく見かけるものが、①(⑦)+②

の形態で、次に③や④の装置となる。 

 以下の写真は高校の一般教室でタブレット PC（画

面左手）と大型ディスプレイを使った授業風景であ

る。 

 

 

 ここ最近の状況として、２０１０年頃より⑦のタ

ブレット機能が広く普及してきている。この「タブ

レット」という形態は、人類の歴史上で古代から使

われてきた形態で、古代においては「粘土板、石板、

木簡」という板状の器具を用いて情報伝達に利用し

てきたものであった。これが最近の電子機器の発達

によってようやく実用段階に達したのが電子的なタ

ブレットになる。 

 これはより視覚的・直感的な情報操作によって情

報伝達が可能になりつつあり、この利便性ゆえに教

育現場においてもタブレットが普及しつつある。 

 さらに近年、従来型授業に加えて「反転学習」と

いったブレンド型学習注２）形態もいろいろ実践研究

されつつある。こういった新しい学習形態の１つの

支援ツールとして「タブレット」の利用が試され研

究されている現状となっている。もちろん従来型授

業との組み合わせや、それらのもつ特徴や効果を配

慮して、さまざまの教育現場で利用され始めている

わけである。 

 

注２） ブレンド型学習(blended learning） オンライン配信等

によって提供された教材や指示を用いて、いつ、どこで、どのよ

うな順序やペースで学ぶかなどをある程度まで生徒自身が決めら

れる状況で、生徒が学んでいく学習形態。eラーニングや最近の

反転学習などがある。 

 

 

４．効果的な利用法 

 スキャナやデジタルカメラ・ビデオ等で個々の教

材をデジタル化する作業は各専用ソフトにまかせる

ことにして、ここでは「どんな形態で提示するのか」

を考えてみる。 

 実際によく使われる電子スライド形式の提示や動

画をそのまま再生することは、黒板チョーク形態と

は異質の提示形式で、補助的な利用法としてよく用

いられている。実際にいろいろ授業していると、黒

板チョークの持つダイナミックさをなんとかデジタ

ル教材でも可能にならないものかと悩むことがしば

しばある。 

 その解決の一つとして、「ＰＤＦ化された汎用電子

文書」の利用がある。この利用方法と密接に関係す

るのがここ数年ほどで改良されてきている「ペンタ

ブレット機能」の利用がある。両者の位置づけは、 

 「黒板」  →「ＰＤＦ化された汎用電子文書」 

 「チョーク」→「ペンタブレット機能」 

そうすると、拡大表示された画面上でいろいろダイ

ナミックに書込みや拡大表示操作が可能になり授業

形態に広がりがでてくる。 

 この利点をねらったものが「電子黒板」になり、

現在はだいぶ改良されて便利になってきている。た

だペンの精度・応答速度や表示面積、操作方法、設

置場所時間等の問題で「どこでもいつでも手軽に」

の段階にはない。利用場面を考慮した効果的な利用

法の工夫が必要な現状となっている。 

 

 「ＰＤＦ化された汎用電子文書」の事例では、パ

ソコンとペンタブレットとプロジェクタ・液晶ディ
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スプレイがあれば比較的容易に利用できることにな

る。 

 ここで、電子スライド形式とＰＤＦ汎用電子文書

とを比較すると以下の表になる。 

 ①電子スライド形式（プレゼンテーション形式） 

電子スライド形式 

利  点 不便な面 

・手軽に作成 ・画面の大きさを考慮 

・画像、グラフ解説容易 ・拡大表示に難 

・ストーリー性の再現 ・単調になる傾向 

・スライドショー自動化 ・授業ノートとるのに難 

 

 ②ＰＤＦ汎用電子文書 

ＰＤＦ汎用電子文書 

利  点 不便な面 

・画面の拡大表示 ・書込可能ソフト少ない 

・ダイナミックな書込み ・アニメーション機能無 

・ペン機能の有効性  

・ソフト依存性小（表示）  

・PDF書出しが容易  

 

 それぞれの得意分野に応じて各形式を利用してい

くことになる。 

 

 

５．タブレット機能利用の有効性 

 １０年ほど前からパソコンの画面に直接ペンで描

画できるいわゆる「タブレットＰＣ」が実用的な段

階になってきている。ペン機能を使う場面で重要な

要素は、 

 「動作速度、応答時間」 

となる。以前は手を早く動かすとあとから描画が追

随して、とてもチョークで黒板に書くような「リア

ルタイム」な操作は無理であった。描画精度の点か

らも、最近ようやく授業で使えそうな段階に達して

きている。 

 また、この他に「ペンタブレット」を一般のパソ

コンにつけて利用できるものもある。こちらの方は

比較的安価に装置を追加するだけでペン機能が利用

できる。 

 これらペン機能の利用の一番の利点は、 

 ①ペン書きが出来る 

・授業中に生徒と対話しながらいろいろ教材に書

込みが可能 

・重要な箇所の視覚的な印象づけに効果がある 

・従来のＯＨＰ的な使い方が可能 

 ②パソコンの操作が視覚的な直接操作でできる 

・授業中の「操作のもたつき時間」が短縮可能 

・よりチョーク的なタイミングでいろいろ操作で

きて授業のテンポがいい 

があげられる。 

 また、上記の（４．）で述べたＰＤＦ化された汎用

電子文書と合わせて利用すると、いろいろ効果的な

場面を考えることができる。今後さらに利用頻度が

増えそうな機材群である。 

 

 上図は、板書と併用してディスプレイ上に PDF 化

した練習問題を表示して、タブレット PC からペン

書きして提示している例である。 

 

６．提示教材の準備概要 

 一般に現在利用されている電子教材の準備と利用

形態についてみていく。 

①一般提示教材の利用 ②動画教材の利用 

③演示・実験の共有  ④リアルタイムネット教材 

いろいろな形態があるが、よく使われている上記①、

②について整理してみる。 

 図１が一般的な電子教材の作成過程である。 



学校教育における ICT活用とその効果 

 

－5－ 

図１ 一般的な電子教材の作成過程 

 

７．事例紹介 

 いくつかの具体的事例を紹介する。 

①ピタゴラスの定理（中３数学） 

 ・基本事項の理解 → 実体験のもつ効果 

 ・図形の切り抜き、パズル組立作業 

 ・実物投影機による内容共有化 

    →実体験とそのまとめの共有により 

     理解を深める 

 ・板書と教科書と問題演習授業との対比 

 ・生徒の興味関心意欲の度合いを深める 

 

②水風船割りの実験（中高理科 慣性の法則） 

 ・動画教材と実際の実験との併用による効果 

 ・理科科目→不思議な現象→ 

  →「どうなってるん？」→興味関心 

 ・実時間感覚では見えない現象→瞬間 

  （スロー再生）、長時間変化（コマ撮り） 

 ・動画教材の提示→再生、コマ送り 

 ・書き込みによる現象の把握 

                   

 

③斜方投射ハンティングの実験（高物理 斜方投射） 

 ・動画教材と実際の実験との併用による効果 

 ・理科科目→不思議な現象→ 

 →「どうなってるん？」→興味関心 

 ・実時間感覚では見えない現象→瞬間 

   （スロー再生）、長時間変化（コマ撮り） 

 ・動画教材の提示→再生、コマ送り 

 ・書き込みによる現象の把握 

 ・プログラム等のシミュレーションデータとの 

  併用による事象解析 

 

 

 

 

８．黒板・チョークとＩＣＴ教材との役割関係 

 それぞれの得意な領域を示したものが以下の図で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

各利点等の特 徴を上げると

次のようになる。 

 ①黒板チョーク利用形態 

黒板チョーク利用形態 

得   意 不 得 意 

・テーマ提示の安定性 ・単調になりやすい 

・手順の流れが明確 ・学習意欲面で工夫必要 

・生徒がゆっくり鉛筆を

持って考えられる 

・板書内容の保存性 

 

・書いたものが残る 

手で書く⇔考え深める 

 

・細かい指示表現か可能  

  

②ＩＣＴ教材利用形態 

技能・表現 

思考 

判断 

知識 

理解 

関心・意欲 

黒板 

チョーク 

による授業 

ＩＣＴ教材 

利用による

授業 

PDF＋ペン機能 

利用による授業 
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ＩＣＴ教材利用形態 

得   意 不 得 意 

・視覚化(画像、動画) ・準備に時間がかかる 

・意欲関心をもたせる ・教材準備、設置時間 

・再現性あり ・体系的利用 

・情報量が豊富 ・情報過多 

 ・操作に手間どる 

 

 この「PDF+ペン機能の利用」がこの両者を補完す

るものとして位置づけられる。 

 

 

９．考え・学ぶ、おもしろさ・驚きとの関係 

 本来の授業の様子を振り返ってみると、われわれ

は不思議なものに出会ったり、ビックリ驚くことに

出会うと、それについて知りたい・考えてみたいと

いう欲求が我々にはそなわっている。それらをうま

く引き出してあげることが授業の一つの役割でもあ

る。 

 そのために有効なもののヒントの一つが 

 「PDF+ペン機能の利用」 

と考えられる。現時点でその目的あった手法を取り

入れて実践し改良していくことが大切であり、各手

法の得意・不得意領域を考慮して授業や教材研究の

改善を実践努力することがキーになる。 

 下の図がこれらの関係を示している。各手法の得

意分野を有効に生かして授業を組み立てていくわけ

である。 

 

 実際にこれらの手法で授業を行ってる生徒に ICT

を利用した授業内容についてアンケートをとったも

のが、以下のグラフである。アンケート対象は高校

課程で理科の授業を受けている１００人程で、適時

この手法を継続的に取り入れて授業している生徒に

対して実施したものである。 

 

 これらの結果から分かることは、 

 ①PDF＋ペン機能利用での電子黒板的な手法が効

果的である。 

 ②授業形態にさらなる工夫が必要であり、生徒も

それらについて意識している。 

 ③黒板とチョークの従来手法に安定感を感じてい

る生徒が多く、補助教材的な取扱を希望している生

徒もかなり多く見られた。 

 

 文部科学省の資料「教育の情報化ビジョン 〜２

１世紀にふさわしい学びと学校の創造を目指して〜 

」の中にも同様の問題についてふれられている。[3] 

「・・黒板等を使った指導・・従来の指導のあり方

を基盤としつつ、これに加えて情報通信技術を効果

的に活用して・・」とある。これまで述べてきた実

践例も、さまざまな授業形態に対して効果的な授業

の実現を図るための一つにヒントを与えるものであ

ることがわかる。 

  

黒板 

チョーク 

スクリーン上の PDF黒板 

電子ペン 

思考・判断 

イメージの組立 

内容の理解 

視覚 

関心・意欲 

おもしろさ・驚き・不思議 

わかった → 納得 

道具 

手・体・実習 

実感 

1.0	 2.0	 3.0	 4.0	 5.0	

◎他の授業で大型ディスプレイやプロ
ジェクターを積極的に使っている	

◎もっと大型ディスプレイ等の機材を有
効に活用してほしい	

◎板書と大型ディスプレイを連携させた
授業に工夫がほしい	

◎大型ディスプレイ利用では、動画資
料等が表示できるので便利	

◎ペン機能があるパソコンでの授業の
ほうがわかりやすい	

◎大型ディスプレイを使った方が授業
内容の理解には役立つ	

No　 ← 　評価値（５段階）　→　Yes	

ICTアンケート	
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１０．これからの方向性とは 

 実際にＩＣＴ教材を利用するとなると、次のよう

な壁（問題点）にぶつかる。 

①何から手を付けていいのかわからない。 

②機材（ＰＣ等）の操作や教材準備の方法を調べ

ても、余計混乱してしまう。 

③授業の組立てどころではなくなってしまう。 

④時間がかかりすぎてギブアップ 

このようなときは、 

①出きそうな場面から少しづつはじめる。 

②それぞれの得意分野を組み合わせ有効に活用。 

から始めることが第一歩となる。 

 ただ、時として特にＩＣＴ教材利用へのかたより

は、いろいろな面から注意する必要がある。 

 いずれにしても、「生徒がいかに集中して自分と向

き合うか」が重要である。これらの関係の全体の概

要は以下のようになる。 

 

 さらに、授業中においてはクラス全体での情報共

有する中で、同じものを見て共に考える過程が形成

されやすくなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 このような関係を授業で形成するための有効な手

段の一つとして「PDF+ペン機能の利用」が効果的で

あることがわかった。 

 

参考文献） 

１）「ICT 活用による教員の教育能力向上の取組に関

する調査報告書」独立行政法人メディア教育開発セ

ンター 2008. 

２）「ITC 活用指導ハンドブック」 財団法人コンピ

ュータ教育開発センター www.cec.or.jp/CEC 2008. 

３）「教育の情報化ビジョン ～21 世紀にふさわし

い学びと学校の創造を目指して～」文 部 科 学 省 

2011. 

 

 

参考資料）いろいろなデジタル教材や事例 

 インターネット上でのいろいろなＩＣＴ活用情報

サイトをいくつか上げる。各学年・教科ごとにさま

ざまなデジタル教材やＩＣＴ活用事例の情報がある。

国の教育機関や各都道府県の教育委員会等で精力的

に実践研究・情報発信がなされている状況にある。 

① (財)学習ソフトウェア情報研究センター 

 学校教育及び社会教育の場におけるコンピュータ

利用の促進を図るため、教育の場で使われる学習ソ

フトウェア等の収集・提供、デジタル教材の制作、

調査研究等を行っている。 

  http://www.gakujoken.or.jp/ 

 

② 教育用画像素材集  (独)情報処理推進機構(IPA) 

 教育のために学校や教育機関、ご家庭にて無償で

利用できる約 17,000 点の素材を収録している。 

  http://www2.edu.ipa.go.jp/gz/ 

 

③ (財)コンピュータ教育開発センター(CEC) 

 教育の情報化促進のため「ネット社会の歩き方」

をはじめとする情報モラル指導資料や学校情報セキ

ュリティ推奨仕様など安全安心な ICT 活用に向けた

デジタル教材を多数提供。 

  http://www.cec.or.jp/CEC/ 

  

学習教材 

教科教材 

板書 

内容 

配布物 

・説明資料 

・練習問題 

・図、表、画像 

・説明資料 

・練習問題 

各教科に 

応じた 

授業の組立 

PDF化した教材 

 

意欲 関心 

ペン機能の 

有効利用 

単元 

内容 
理解 

視線 

思考 

発言 
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④ 理科ねっとわーく（科学技術振興機構(JST) ） 

 小・中・高等学校の授業で使える理科教育用デジ

タル教材を集めた Web サイト。授業の単元に対応し

た、さまざまな写真や映像、アニメーションを取り

揃え、授業に役立つデジタル教材。 

 http://rikanet2.jst.go.jp/ 

 

⑤文化遺産オンライン 

 文化庁が運営する我が国の文化遺産についての電

子情報広場(ポータルサイト)です。全国の博物館・美

術館等から提供された作品や国宝・重要文化財など、

さまざまな情報。 

     http://bunka.nii.ac.jp/Index.do 

 


