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〈第1章〉
概説：T21プロジェクトの概要と

児童生徒のタブレット端末活用による思考力・表現力の育成

中川一史
（T21プロジェクト統括/放送大学教授）

現行の学習指導要領実施を前にして2007年11月に出された中央教育審議会教育課程部会「教育課程部会におけるこれまでの審議
のまとめ」によると、学習指導要領の理念である「生きる力」がこれからも必要であるとした上で、課題の1つとしている。その
上で、「各教科における知識・技能を活用する学習活動が十分ではなかったことから、各教科での知識・技能の習得と総合的な学
習の時間での課題解決的な学習や探究活動との間の段階的なつながりが乏しくなっていること」をあげている。つまり、「習得
型」「探究型」の間に「活用型」の授業をおいて、表現力や思考力の育成の必要性を述べている。実際に現行の指導要領が実施さ
れ、それに基づいて行われている（筆者が知る）多くの実践においても、表現力育成で重要だと思われる「伝えたいという切実
感」や「相手にどうやってわかってもらえるのか、印象づけるのか」「この学習が自分とどうかかわり、何の役に立つか」という
意識付けが、授業づくりの過程において、弱いと思われる。
平成23年4月に発表された「教育の情報化ビジョン」では、「21世紀にふさわしい学びの環境とそれに基づく学びの姿（例）」と
して、「学校においては、デジタル教科書・教材、タブレット端末、ネットワーク環境等が整備され、情報通信技術を活用して、
一斉指導による学び（一斉学習）に加え、一人一人の能力や特性に応じた学び（個別学習）や子どもたち同士が教え合い学び合う
協働的な学び（協働学習）を推進することが期待される。」としている。協働学習の例としては、「携帯端末で情報収集」「他校
や専門家との交流」「発表・討論」「意見の分析・整理」が掲載されており、タブレット端末等の機器を活用した場面において、
思考力や表現力におおいに関わることが問われている、と言えよう（fig1）。

fig1：文部科学省、教育の情報化ビジョン

このような社会的な要請から、T21プロジェクトは誕生した。T21プロジェクトは、和歌山県、インテル、そして放送大学中川研
究室の共同研究として発足した。T21のTは、「technology」「teach」「triangle（三者連携）」を示している。つまり、21世紀に
おけるICT環境を活用した授業づくりを、さまざまな知恵を結集して行っていくことを意味している。
T21プロジェクトの目的は、「1：協働学習におけるICT活用授業モデルの構築と評価」「2：21世紀型スキルが身につくよう
なICT活用授業や環境についての検討」「3：他の教員へ波及をするような教員研修プログラムの評価（Intel teach Program）」に
ある。特に、協働学習においては、グッドプラクティスをはじめ、その環境の検討、学校での取組事例の創出など、多くの研究課
題が出された。

協働学習は、共同制作や問題解決を含む総合的な学習やプロジェクト学習、あるいは活用型・探究型学習の単元構成と教師の手だ
て、活用するタブレット端末やソフトなどのICT環境をプロジェクトメンバーで検討した。これらの詳細は、ぜひ第2章以降のレ
ポートをご一読いただきたい。
タブレット端末一人1台環境での活用を先行実施しているある教諭は、「実物投影機とプロジェクター・電子黒板では、資料や子
どものノートを提示するといったような使い方が一般的で、教師の意識は一斉学習を前提とした授業スタイルの発想から離れるこ
とが難しいように思います。しかし、タブレット端末を一人1台持たせることによって、『その子なりのやり方で試行錯誤させて
みよう。』『それぞれのペース、レベルで取り組ませよう。』『一人ずつ異なった課題で取り組ませてみよう。』というように一
斉学習を進める中にも、個に応じた学習を取り入れようという意識が強くなるように思います。」と述べている。この「一斉学習
を進める中での個に応じた取り組みの保証」が授業設計において、とても重要な意識であると考える。
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ホーム

許可なく複製・転載を禁じます

〈第2章〉

タブレット端末は、単に閲覧だけでなく、ノートとしての役割も付加されると、情報通信ネットワークを活用して交流をしたりす
ることもできる。また、これまで多く見られてきたようなテレビ会議システムにクラス全員が集まるような場面だけでなく、グ
ループや個人単位で、あるいは必要なグループだけが、必要に応じて情報交換する場面も多く見られるようになるではないかと考
える。情報通信ネットワーク環境が許せば、教室やコンピュータルームなど限られた場所で行う必要もない。この「ちょっと外部
とつなぐ」という活用は、今までなかなかICT環境などの問題でできなかったことだ。必要なときに、必要な子どもたちだけが状
況に応じて外部と交流を持つ。単にタブレット上で、ドリル学習ができるとか、資料を閲覧するだけでなく、タブレット端末を授
業で活用する可能性の広がりが期待できる。
反面、どんなにすばらしいICT機器やソフトが登場しても、それだけで授業が成立するとは思えない。そうなると、紙の教科書や
資料、黒板、実体験等とどのように併用していくのか、その役割を十分に検討していく必要がある。すでに日常的に活用している
教師を見ていると、従来の授業スタイルである非ICT的な部分（黒板や教科書、実物、紙のワークシートなど）と電子黒板等
のICT機器と教科書のデジタル化教材などをうまく使い分けたり、組み合わせたりしている。児童・生徒のタブレット端末のデー
タ整理のために教師機のPCの操作に四苦八苦して、目の前の児童・生徒の様子の把握がおろそかになる、というのであれば、本
末転倒だ。

T21プロジェクトでは、児童生徒一人1台のタブレット端末を活用しながら、活用型・探究型学習の授業モデルや研修プログラム
を開発・評価していくことが大きなタスクでもある。そのために、県内協力校の先生方・教育委員会関係者、企画・運営、研究推
進のコアメンバー、インテル関係者など、総勢40名以上のプロジェクトメンバーで構成されている。とは言うものの、T21プロ
ジェクトでは、学校と蜜に関わりながら、機動性高く進めていくところがミソだ。経過については、このあとのレポートをじっく
りお読みいただきたい。

〈参考文献〉
・文部科学省,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～（2012,11.17取得)
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〈第2章〉
児童生徒のタブレット端末活用による
思考力・表現力の育成に関する調査結果

1．調査の目的

学習指導要領改訂のポイントとして、思考力・表現力の育成が挙げられており、新しい学力観に基づいた評価方法の模索がスター
トしています。本研究では、タブレット端末等を用いた思考力・表現力の育成を進めるための具体的な方策を検討するために、実
践校の教員や児童を対象とした「思考力・表現力に関するアンケート調査」を実施し、T21での取組みにおける思考力・表現力育
成の状況を整理するとともに、タブレット端末等を活用した授業実践上の成果や課題を分析する。

2．調査の内容・方法

3．教師向け調査の結果

本調査では、教師向けと児童向けの2つの調査を実施した。調査の内容及び方法は、以下のとおりである。

(1) 教師向け調査
○調査時期／第1回：平成23年7月、第2回：平成24年1月
○調査項目／49項目（思考力・表現力の育成やタブレット端末等の活用に関する項目）
○回答方法／4段階の評定尺度法で回答。「4点：十分、3点：少し、2点：あまり、1点：まったく」の4つの中から1つを選
ぶ。

○回答者／和歌山県内で一人1台のタブレット端末等を活用した授業を実施する学級の教員（表1を参照）

表1：教師向け調査での回答者数

 1～10年目 11～20年目 21～30年目 31年以上 合計

男性 3人 4人 4人 1人 12人

女性 3人 1人 3人 3人 10人

合計 6人 5人 7人 4人 22人

(2) 児童向け調査
○調査時期／授業実践の前後（授業の約1か月前、授業直後）
○調査項目／10項目（思考力・表現力の育成やタブレット端末等の活用に関する項目）
○回答方法／4段階の評定尺度法で回答。「4点：十分、3点：少し、2点：あまり、1点：まったく」の4つの中から1つを選
ぶ。

○回答者／和歌山県内で一人1台のタブレット端末等を活用した授業を実施する学級の児童（表1を参照）

表2：児童向け調査での回答者数

 3年 4年 5年 6年 合計

男性 5人 7人 10人 8人 30人

女性 4人 9人 2人 10人 25人

合計 9人 16人 12人 18人 55人

(1) 児童生徒の思考力・表現力を高めるための指導の状況
児童生徒の思考力・表現力を高める上で、必要な力として指導しているかどうかを回答させた。その結果を、表3に示す。

表3：思考力・表現力を高める上で必要な力として指導しているか
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 合計 充分 少し

（1）創造性
4.3% 0.0% 4.3%

1人 0人 1人

（2）批判的思考
30.4% 0.0% 30.4%

7人 0人 7人

（3）問題解決
65.2% 4.3% 60.9%

15人 1人 14人

（4）意志決定
60.9% 0.0% 60.9%

14人 0人 14人

（5）コミュニケーション
56.5% 8.7% 47.8%

13人 2人 11人

（6）チームワーク
43.5% 0.0% 43.5%

10人 0人 10人

（7）ICTリテラシ、情報リテラシ
26.1% 8.7% 17.4%

6人 2人 4人

（8）情報モラル
39.1% 0.0% 39.1%

9人 0人 7人

【考察】
表3からわかるように、（3）問題解決や（4）意志決定、（5）コミュニケーションが、全体の5割を超えている。しかし、ど
の項目においても、十分指導していると回答した割合は10％未満であり、かなり低い結果となった。思考力・表現力を一体的
に指導することが必要であるとともに、情報モラル等の育成にも力を入れていくことが望まれる。

(2) タブレット端末等を用いた思考力・表現力を高める学習活動の実施状況
タブレット端末等を用いた思考力・表現力を高める学習活動をどの程度実施しているかを回答させた。その結果を、表4に示
す。

表4：タブレット端末等を用いた思考力・表現力を高める学習活動の実施状況

 合計 充分 少し

（1）
インターネットを活用して、目的に応じて様々な内容を調べて、自分の考えを
まとめる。

56.5% 21.7% 34.8%

13人 5人 8人

（2）
タブレット端末の辞書機能を活用して、目的に応じて様々な内容を調べて、自
分の考えをまとめる。

43.5% 13.0% 30.4%

10人 3人 7人

（3）
タブレット端末のカメラ機能を活用して、観察や実験において目的に応じて撮
影して記録する。

52.2% 8.7% 43.5%

12人 2人 10人

（4）
タブレット端末等のカメラ機能を活用して、自らの動きを記録して、改善点や
課題を考える。

26.1% 4.3% 21.7%

6人 1人 5人

（5） 電子黒板等を活用して、学級内で調べたことや考えを共有する。
30.4% 17.4% 13.0%

7人 4人 3人

（6）
子どものタブレット端末をネットワーク（無線LAN） でつなぎ、学級内で調べ
たことや考えを共有する。

17.4% 8.7% 8.7%

4人 2人 2人

（7）
タブレット端末と電子黒板をネットワーク（無線LAN） でつなぎ、タブレット
端末への書き込みを電子黒板で共有する。

17.4% 8.7% 8.7%

4人 2人 2人



（8）
タブレット端末等のプレゼンテーションソフトを活用し、調べたことや考えた
ことを分かりやすく伝える。

39.1% 8.7% 30.4%

9人 2人 7人

（9） グループや学級で、調べた内容をまとめた新聞を共同で制作する。
39.1% 17.4% 21.7%

9人 4人 5人

（10）テレビ会議を活用して、他校等の子どもたちと意見交換する。
17.4% 0.0% 17.4%

4人 0人 4人

（11）
テレビ会議システムを活用して、図書館・博物館等や研究機関、地域の人々等
との交流を図る。

8.7% 0.0% 8.7%

2人 0人 2人

【考察】
表4からわかるように、「（1）インターネットを活用して、自分の考えをまとめる。」や「（3）カメラ機能を活用して、撮
影して記録する。」が、高い値を示した。これらは、タブレット等に限定された機能ではなく、従来のPCやデジタルカメラで
も利用できる学習活動といえる。
「（2）タブレット端末の辞書機能」や「（8）プレゼンテーション作成」、「（9）新聞等の共同制作」についても、思考
力・表現力を高めるタブレット端末等の活用として、今後期待される。

(3) 思考力・表現力向上を促進させる重要内容
思考力・表現力向上を促進させる内容として、どの程度重要と思っているかを回答させた。その結果を、表5に示す。

表5：思考力・表現力向上を学校全体で進める上で、重要だと思う内容

 合計 充分 少し

（1）思考力・表現力に関するカリキュラムが明確になっていること
82.6% 39.1% 43.5%

18人 9人 10人

（2）思考力・表現力に関する評価規準が明確になっていること
78.3% 39.1% 39.1%

18人 9人 9人

（3）思考力・表現力に関する研修が位置づけてあること
87.0% 30.4% 56.5%

20人 7人 13人

（4）教科等の指導計画に、思考力・表現力の育成が位置づけてあること
91.3% 60.9% 30.4%

21人 14人 7人

（5）思考力・表現力に関する事例を参考にできること
78.3% 43.5% 34.8%

18人 10人 8人

（6）教員が思考力・表現力の育成の重要性を理解していること
91.3% 73.9% 17.4%

21人 17人 4人

（7）保護者や地域が思考力・表現力の育成の重要性を理解していること
82.6% 30.4% 52.2%

19人 7人 12人

（8）思考力・表現力に関する教育用コンテンツやソフトウェアを充実させること
60.9% 17.4% 43.5%

14人 4人 10人

（9）校長や教頭などの管理職が思考力・表現力育成の重要性を理解していること
91.3% 47.8% 43.5%

21人 11人 10人

【考察】
表5からわかるように、「（6）教員の重要性への理解」や「（9）管理職の重要性への理解」が高く評価された。また、「指
導計画への位置づけ」も重要な内容として高く評価された。
これらの結果から、今後、これまで以上に、思考力・表現力の育成について、学校現場に対して、その重要性を広く啓発して
いく必要がある。



4．児童向け調査の結果

(4) タブレット端末等の活用を促進させる重要内容
タブレット端末等の活用を促進させる内容として、どの程度重要と思っているかを回答させた。その結果を、表6に示す。

表6：タブレット端末等の活用を学校全体で進める上で、重要だと思う内容

 合計 充分 少し

（1）児童生徒が使えるタブレット端末等の数を十分整備すること
87.0% 56.5% 30.4%

20人 13人 7人

（2）児童生徒が使える電子メールアドレスを配布すること
34.8% 4.3% 30.4%

8人 1人 7人

（3）タブレット端末等に関する研修が位置づけてあること
78.3% 26.1% 52.2%

18人 6人 12人

（4）タブレット端末等活用に関する事例を参考にできること
73.9% 26.1% 47.8%

17人 6人 11人

（5）教科等の指導計画に，タブレット端末等の活用が位置づけてあること
73.9% 26.1% 47.8%

17人 6人 11人

（6）教員がタブレット端末等の活用の重要性を理解していること
78.3% 43.5% 34.8%

13人 10人 3人

（7）
タブレット端末等で活用できる教育用コンテンツやソフトウェアを充実させるこ
と

82.6% 34.8% 47.8%

18人 8人 11人

（8）校長や教頭などの管理職がタブレット端末活用の重要性を理解していること
87.0% 47.8% 39.1%

20人 11人 9人

【考察】
児童生徒のタブレット端末活用を促進させる要因として、「（1）タブレット端末の整備」や「（7）コンテンツの充実」、
「（8）管理職の理解」に関する項目が80％を越えており、高い値を示した。また、「（6）教員の理解」や「（3）研修の位
置づけ」に関する項目も高い値を示した。これらのことから、機器やコンテンツの整備・充実だけでなく、教員や管理職の理
解を促す取組みが必要であることがわかる。

児童向け調査結果は、本プロジェクトで実施した授業実践の前後で2回実施した。1回目は、授業を実施する前に調査を実施
し、2回目は授業実施の直後に実施した。その結果を表7に示す。

表7：授業実践前後の回答結果（思考力・表現力に関する項目）

 平均値 増減

（1） 自分の力だけで調べたりまとめたりする学習をやってみたいと思いますか。【自力解決】
前 2.61

0.22
後 2.83

（2） 自分で調べたことや考えたことを進んで発表してみたいと思いますか。【発表意欲】
前 2.23

0.31
後 2.54

（3） 自分で計画を立てて、計画通りに学習を進めていると思いますか。【計画性】
前 2.35

0.44
後 2.79

（4） 友だちや先生と協力しながら、学習を進めていると思いますか。【協調性】
前 3.13

0.08
後 3.21

（5） 調べたことから自分なりに新しい考えを持つことができると思いますか。【考えの創出】
前 2.77

0.15
後 2.92
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（6） 調べた結果で共通する点やことなる点に気をつけて考えていると思いますか。【比較検討】
前 2.45

0.22
後 2.67

（7）
本や資料、グラフや表などから読み取って、分かったことや考えたことをまとめることができる
と思いますか。【読解】

前 2.65
0.10

後 2.75

（8） 自分や友だちの考えを整理して、相手にわかりやすく伝えていると思いますか。【発表】
前 2.58

0.30
後 2.88

（9） 学級やグループの中でいろいろな考えを出し合って学習していると思いますか。【対話】
前 2.77 -

0.02後 2.75

（10）調べたり発表したりする学習を自分なりに振り返っていると思いますか。【振り返り】
前 2.65

0.35
後 3.00

【考察】
10項目の中で、9項目が実施前よりも実施後が高い値を示した。特に、「（3）自分で計画を立てて、計画通りに学習を進めてい
ると思いますか。【計画性】」や「（10）調べたり発表したりする学習を自分なりに振り返っていると思いますか。【振り返
り】」においては、5％水準で有意な差が見られ、実施後が有意に高い結果となった。
これらのことから、今回の取組みの中で、タブレット端末を活用したことで、「計画性」や「振り返り」の観点において児童の
意識が向上したことがわかる。

本調査では、タブレット端末等を用いた思考力・表現力の育成を進めるための具体的な方策を検討するために、実践校の教員や
児童を対象とした「思考力・表現力に関するアンケート調査」を実施した。その調査結果から、和歌山県内で取り組んだT21の実
践において、思考力・表現力の育成につながるタブレット端末等の活用が確実に進んでいることが示された。また、思考力・表
現力の育成を促進する要因を明らかにすることができた。
今後は、今回の調査結果をさらに詳細に分析し、タブレット端末等を活用した授業実践上の課題を明らかにしたい。

ページトップへ



〈第3章〉
研究協力校による実践報告と研究指導者による総括

1．有田川町立西ヶ峯小学校

1．学校紹介

2．実践事例1 ～新聞づくり～

3．実践事例2 ～新聞づくり以外～

学校教育目標：やりぬく子・やさしい子・げんきな子の育成
児童数：15名
教職員：8名
学校所在地：和歌山県有田郡有田川町西ヶ峯1489

(1) 実践の概要
○教科：総合的な学習の時間
○学年：6年
○単元名：『修学旅行の感動を伝えよう』
○概要：昨年度はプレゼンテーションソフトを活用して修学旅行の様子をまとめ、朝の会や学習発表会で全校児童や保護者に
発信した。今年度は総合的な学習の時間にICTの利活用を目的に「新聞作成ソフト」を活用し、修学旅行の感動を伝える新
聞づくりに取り組んだ。

(2) ICTの活用場面
6年生では1学期に国語科「ようこそ、私たちの町へ」という単元で新聞作成ソフトを
活用してPRパンフレットを作成した。その発展学習として2学期に修学旅行で学んだ
ことを全校児童や保護者に情報発信するため新聞作成ソフトを活用した。
まず、修学旅行の様子をICTの利活用でより効果的に伝えようと試みた。引率の職員
が旅行の様子をデジカメで撮影し、学校へデータ送信。そのデータを可能な限りリア
ルタイムでホームページへアップした。
修学旅行後、今度は6年生1人1人が感動を記事にし、新聞作成に取り組んだ。作成し
た新聞は学校のホームページにもアップし、多くの方々にも修学旅行の感動を発信し
た。

(3) 思考力・判断力・表現力の向上
新聞づくりは自分の伝えたいことをわかりやすい文にまとめることから始まる。どれ
だけ感動したことがあっても相手に伝わる表現をしないと感動は伝わらない。そのこ
とを意識し、文章の推敲を何度も繰り返し行うことで表現力が高まってきた。
新聞作成ソフトは「写真の貼り付け」「見出し」「リード文」の編集が容易であるこ
とも思考力・判断力・表現力の向上につながった。写真の選択や見出しの工夫、リー
ド文の添付など新聞作成を重ねるごとに紙面が充実してきた。

(4) 今後の課題や展望
本校では新聞作成ソフトを6年生が活用している。本年度の取り組みを検証し国語科の学習内容と発達段階に応じて下学年で
の活用も検討していきたいと考えている。

(1) 実践の概要
○教科：理科

T21プロジェクト 成果報告レポート



4．T21プロジェクトがもたらしたもの

5．学校指導・助言担当としての総括

○学年：3年
○単元名：『植物を調べよう』
○概要：1学期の『植物を調べよう』という単元で学校の敷地内にある植物の種類を調べているとき、児童から「ススキはなぜ
切れるの？」という疑問が出された。ススキの葉に触れると手指を切ることは誰でも知っている。しかし、「なぜ切れ
る？」と問われると答えに困る。この素朴な疑問を解決するために発展学習として調べ学習を行った。

(2) ICTの活用場面
まず、ススキの葉を虫眼鏡で観察するところから始めた。しかし、虫眼鏡では切れる原因となるものは見つけられなかった。
ここで児童から「虫眼鏡でみているところをタブレット端末の写真機能で撮影してみると見えるのではないか」という思いも
よらない発想が出てきたので、この発想も検証してみることにした。結果はやはり何も見えなかった。
そこで教師から理科室にあるデジタル顕微鏡の活用を助言し、デジタル顕微鏡で観察した。顕微鏡で見ればノコギリ状の突起
をはっきり確認できたが、デジタルテレビのモニターへも拡大してみた。モニターには見事に尖ったノコギリ状の突起がいく
つも並んでいて、児童も教師も一目瞭然で納得する結果となった。

(3) 思考力・判断力・表現力の向上
今回の実践は児童の素朴な疑問や発想を大切にしたところから始まっている。素朴な疑問が出たときに「理科室のデジタル顕
微鏡で観察してみよう」と言ってしまったら、「虫眼鏡から見える映像をタブレット端末で写してみる」という発想は出てこ
なかっただろう。
理科では思考力・判断力・表現力だけでなく豊かな発想力も伸ばしていきたい。その観点からすると今回の実践は「理科好き
の児童の育成」にもつながった。
この児童は調べ学習の結果をとりまとめ、和歌山県内各地で開催されている科学作品展へ出品し、高評価を頂いた。

(4) 今後の課題や展望
この実践をある研究会で発表したとき、「なぜデジカメではなくタブレット端末なのか」という質問が出された。画質等から
すればデジカメにはかなわない。しかし、1人1台というところに価値を見出したい。1人の疑問をクラスのみんなで調査した
からこそ子どもらしい発想も生まれたと考えられる。
ICTの利活用は固定観念に縛られないことが重要である。思ってもいなかった活用方法が児童から提起される可能性がある。
そのとき、大人である教師がその豊かな発想をつぶしてしまわないことが大切である。

T21プロジェクトを振り返ってまとめてみると、
・町全体でICTの環境が同時に整備され、プロジェクトとの相乗効果が生まれたこと。
・ICTの利活用による授業改善が進んだこと。
・「とにかく使ってみよう」という考えが全職員で共有できたこと。
・情報発信には双方向を意識しなければならないという視点が育ったこと。
・「活用できるものは使うが無理には使わない」という意識で取り組めたこと。
という5つの成果があげられる。
今回のプロジェクト参加を契機にさらにICTの利活用がさらに進むことを願っている。

村井万寿夫

和歌山県有田川町立西ヶ峯小学校（堀内千佐子校長、児童数：平成22年度14名、同23年度15名、3学級複式、中学年のみ単式）
における2年間の研究に助言担当として関わってきた。
学期に1回程度の訪問の機会を得ながら、基礎的・基本的な学力や思考力・表現力等の学力の育成を目指すためのICT活用をどの
ように進めるかについて共同研究してきた。
以下、「基礎的・基本的な知識・技能を習得する学習」「思考力や表現力を育成する学習」「教え合い学び合う学習」の3つの観
点から総括する。

○基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得する学習
国語では、漢字の読み書き、筆順などをタブレット端末によって繰り返し行う学習が多く展開された。タブレット端末を使う
とことによって児童自身で答えを確認しながら児童のペースで一人学習を進めていくことができる。複式学級の場合にはこれ
を『間接指導』とすることで、もう一方の学年の児童に対して教師が『直接指導』を行うことができる。タブレット端末を辞
書代わりにして使う（ポプラディアで調べる）こともできるので、学習の途中で難しい言葉の意味を児童自ら調べることがで
きる。
算数においても、たし算、ひき算、かけ算、わり算の四則計算を国語の学習と同じように、タブレット端末を使って児童の
ペースで学習することができる。
低学年では生活科の学習でタブレット端末のカメラ機能を使って植物を撮影し、その成長をたどるといった取り組みが行われ
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た。

○習得した知識や技能を活用しながら思考力や表現力などをはぐくむ学習
社会と理科では、調べて、まとめて、伝え合うといった学習にタブレット端末を活用している。小規模校、複式校の特性か
ら、問題解決的な学習の過程でフォーマルな形でお互いの考えを伝え合うといった場を意図的に設定するようにしている。ま
た、自分の力で調べて、まとめるということも重視している。このような一連の学習ではタブレット端末と電子黒板との組み
合わせ利用が効果的である。
国語でも同様なことが行われている。特長的な学習は「新聞作り」である。新聞作りには、自分でテーマを決めて取材してど
の記事をどのように書いていくかを自分で考えることが必要になる。タブレット端末には新聞作りのためのソフトウエア（伝
えるチカラPRESS）が備わっているので、思考力や表現力をはぐくむ学習を効果的に展開していくことができる。新聞作りは
高学年の児童が年間3回（「有田川町じまん」「合宿の思い出」「修学旅行」）の学習に取り組んだ。

○他校の同じ学年の考え方や表現の仕方を知る学習
国語では、テレビ会議システム（Skype）を使って詩の学習を行う取り組みが実践された。学年の人数が少ないゆえに、いろい
ろな見方や考え方を知る機会がほとんどないことが西ヶ峯小学校の子どもたちの課題としてある。そこで、テレビ会議システ
ムを介して他の学校の同じ学年の児童の意見交換を行うことによって、相手を見て話す、相手の話を相手の顔を見て聞くと
いった基本的なコミュニケーション力の育成を目指している。
算数でテレビ会議システムを使うと、平行四辺形や台形などの面積のいろいろな求め方を知ることにもなるし、体積の複合図
形にも当てはまると言える。

○まとめ
タブレット端末を用いることにより、児童が主体的に学習に取り組む態度育成が期待できる。また、タブレット端末と電子黒
板を用いることによって言語活動の機会が増え、一人一人の個性を生かす学習活動が可能になる。このことは、特に西ヶ峯小
学校のような小規模校、複式学級においてはとても効果的であると言える。

ページトップへ



〈第3章〉
研究協力校による実践報告と研究指導者による総括

2．有田川町立修理川小学校

1．学校紹介

2．実践事例1 ～新聞作り～

3．実践事例2 ～新聞作り以外で～

本校は有田川に沿って有田川町役場金屋庁舎から国道424号線を10km南下した位置にあり、修理川・宇井苔・上松原の3地区から
なっている。校区を縦断する国道は、旧街道のあとをたどり、龍神往来と呼ばれた街道に沿って今なお路傍に道分け地蔵がたた
ずみ、昔を忍ばせている。
平成6年5月、白馬隧道が開通し新宮市への距離が一挙に縮まり交通量が日増しに増加している。また、平成14年10月「明恵峡温
泉」がオープンし、多くの客で賑わっている。
地域の産業は、稲作・果樹・野菜・椎茸栽培など第一次産業が主である。また、青年層の都市部への移住で高齢化が進み、一挙
に児童数が減少となっている。
現在、全校児童6名（1年生1名、4年生1名、5年生1名、6年生3名）で、平成23年度末をもって133年の歴史に幕をおろし、休校
となる。

(1) 実践の概要
○教科：総合的な学習の時間
○学年：第6学年
○単元名：修学旅行の思い出を伝えよう ○概要：楽しかった修学旅行の思い出を低学年の子に伝えることを目標にし、取り組
んだ。伝える方法として、新聞とスピーチに決めた。紹介する行き先は分担し、くまなく紹介できるようにした。伝える相
手が低学年のため、親しんでもらえるようキャラクターを作り、吹き出しに自分の思いを入れ伝えた。スピーチは、新聞を
基にプレゼンを作り発表した。

(2) ICTの活用場面
ソフト「伝える力」を使い、新聞を作った。4年生の国語科で新聞作りについて学習するが、手書きに比べると記事の下書
き・割り付け・残りの文字数等パソコンを利用するととても便利である。記事に入れる写真や図は、デジカメとスキャナーを
使用した。
新聞ができあがった段階でクラスで読み合い助言し合い、推敲した。この際タブレット端末と電子黒板を接続し使用した。
推敲しできあがった新聞を配り、次は修学旅行の思い出をスピーチする。ソフト「伝える力」を使い新聞を基にプレゼンを作
り発表した。みんなの前でスピーチするときは、視覚にうったえると効果も大きいので電子黒板を使用した。
できあがった新聞は、コラボノートに公開し他校と交流もできた。

(3) 思考力・判断力・表現力向上
新聞作りは、情報を発信する側（書き手）と情報を受信する側（読み手）を意識して、様々な情報や調べたことを分かりやす
く正確に伝わるように作る。記事を書くために集めた資料や取材内容を整理し、自分の考えを持ち、それを分かりやすく伝え
る。見出しは、読む人を引き付けるもの、内容がひと目で分かるものを考える。情報整理、記事に入れる写真や図の選択、決
められた字数での表現、推敲、割り付け、文字の色使い等様々なところでみられた。

(4) 今後の課題や展望
個人での活動が中心であったので、コラボノートやスカイプなどを活用し協同学習や学校間の交流がやりたかった。相手校探
しややり方に課題が残る。
新聞作りは、読解力や思考力を高めるのに適しているので、もっと教科の学習に計画的に取り入れていけたらと思う。新聞を
作る時間も技術も回を重ねるごとに向上し上手になっている。報道記事のように結論を先に見出しで示し、リード文から本文
へと詳しく書いていく手法も取り入れてきている。
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4．プロジェクトを終了して、教師や子どもたちはどうかわったか？

5．学校指導・助言担当としての総括（修理川小学校）

(1) 実践の概要
○教科：理科
○学年：第5学年
○単元名：天気の変化
○概要：台風が近づいてくると、天気はどのように変化するのかを調べた。また、雲の様子を観測したり、映像等の情報を活
用したりして、雲の動きを調べ、天気による気温の変化や雲の量や動きは天気と関係があることがわかり、天気の変化を予
想した。そして、天気の変化を予想する言い伝え（観天望気）を調べ、検証できることは検証した。

(2) ICT活用場面
インターネットを活用し、台風が近づいて来たときの一週間ほどと近づいていない一週間の気象情報（雲画像・雨の情報・各
地の天気や風・予想進路図・災害の状況等）を収集し、まとめた。インターネットから得た情報は保存もしたが、整理しやす
くするため印刷して使った。保存しておいた画像は、電子黒板を使用し活用した。アメダスと雲の画像を並べると雨が降って
いる所、連続させて流すと台風の動きや天気は西から東へ変化していくことがよく分かった。
タブレット端末を使い各自雲の画像や動画を撮影し、気温を計った。結果から雲の量や動きと天気の関係をまとめた。結果を
考察する際は、タブレット端末を電子黒板と接続した。
観天望気については、聞き取りしたり、図書資料やインターネットで調べた。

(3) 思考力・判断力・表現力向上はここで見られた
集めた気象情報や観察結果を整理し、雲と天気の関係や天気の変化のきまり（規則性）をまとめるときにみられた。また、天
気の変化のしかたの規則性や天気に関する言い伝えをもとに天気の移り変わりや雲の動きを予想するときにみられた。

(4) 今後の課題や展望
観察でのタブレット端末のカメラ使用は、デジカメに比べると大きさと画素数に欠点があるが、自分のカメラとして使えるの
がよい。画像を取り込むのに、タブレット端末が容量不足になりやすく、その対処法に手こずることもあった。
タブレット端末と電子黒板を接続して使うと、大写しされより子どもの興味をひく。さらに、子どもの要求や状況に応じて止
めたり、繰り返し視聴できたり、ペンや指を使って書き込みもできるので、予想や考察の話し合いに活用し意見の活性化を図
りたい。 
理科の授業では、実験や観察の結果を補ったり、大切なことを再確認するのに、コンテンツを利用していきたい。

ICTの利活用の様々な方法や機会を与えられたことにより、教師のICT技術が向上したり、授業の中で学習意欲・学習内容の理解
促進・言語活動の充実を図る効果があった。
子どもは、教師以上にタブレット端末の活用を楽しんでいた。自分専用でいつでも自由に使えるというところが最大の魅力のよ
うだ。パソコン技術の向上はもちろんのこと、調べ学習が好きになった、テスト前の自主勉強にも使えよかった。
（自主勉強に使ったので学力が向上したとは、検証できていない。）

寺嶋浩介

2年間、同校の実践を拝見したり、実践の経緯をうかがったりしてきた。全校児童が6名と実に少ない学校であり、今日的に着目
される協働学習などを実施するには難しい環境があったとは思うが、積極的にチャレンジして頂いた。
同校の取り組みを振り返り、その特徴をまとめておく。

○教育実践がより多様なものとなった
初期の頃は、ドリルによる個別学習の取り組みが見られることが多かった。しかし、プロジェクトが進展してくるにつれ、本
プロジェクトの目的に資するような実践が見られるようになった。2の報告で見られるような新聞づくりであるとか、それを活
用した他校との交流などがそれにあたる。
本校の先生方はベテランの方ばかりであるが、どちらかと言えばICTの活用が不得手であると自己評価されている。しかし、教
師としての授業力があれば、使い始めると実際にはアイディアが湧いてきて、言語活動や、21世紀型スキルの育成につながる
ような実践につながっていくのではないかと思う。

○子どもが常備することの効果
タブレット端末がひとり一台子どもに配られ、常に携帯しておけることがこのプロジェクトの特徴のひとつであったが、その
中で子どもが成長した。
最後に本校にうかがった際、子どもらは教師の指示の有無にかかわらず、何かわからないことがあれば自分で調べるように
なったという。また、私が訪問した日の翌日が本校の「お別れ遠足」だったのだが、教師が指示していないのにもかかわら
ず、子どもたちが自発的に「旅のしおり」を作成したという。おそらく、子どもたちなりに授業で取り組んだことを応用すれ
ば、自分たちの学校生活をより充実できると考えたのであろう。ICT活用力はもちろん向上したと思われるが、それを越えて、
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子どもの思考力や表現力、積極性などがこの取組を通して向上したのではないかと思う。

○ひとり一台環境をどう支援するか
本校の取り組みが少しずつ進んでいったのは、先生方の努力によるところは大きかったが、周りの協力を得ながらの取り組み
であった。なかでも、町で雇用しているICT支援員の役割が特に大きいようである。先生方はある程度実践のアイディアを持っ
ており、それが実現可能なのかどうかをICT支援員の方に聞くことがよくあったようだ。特にICT活用が得意ではない教師ばか
りであれば、彼らの手だけで進めることは不可能であったように思う。
また、本プロジェクトで実施したソフトウェアの活用研修や、研修での他校との交流によって、本校が次の段階を模索するこ
とができたように思う。例えば、その成果を生かして、新聞づくりの実践を充実させたり、色川小学校との交流を試みたりし
ている。このような外部を含めた支援体制をどう構築するかが普及への重要なポイントとなろう。

ようやく軌道に乗ってきた所で、本プロジェクトの終了と本校の休校を迎えることになってしまったが、ここで生まれた実践の
他校への広がりを願ってやまない。

ページトップへ



〈第3章〉
研究協力校による実践報告と研究指導者による総括

3．和歌山県 那智勝浦町立色川小学校

1．学校紹介

2．実践事例1 〜新聞作りを通して〜

3．実践事例2 〜スカイプを用い二つの学校を結んだ仮想クラスでの国語〜

和歌山県は生マグロの漁獲量で日本一を誇る勝浦漁港から山にのぼること1時間。茶畑と棚田の広がる村に創立されている色川小
学校。
この地域では過疎化が進み、新しく人を招き入れようと、Iターン政策という移住してくれる人々を受け入れる体制を整えてい
る。色川小学校の児童は、このIターンにより移住してきた子どもたちがほとんどで、全校児童が12人という極小規模の学校であ
る。

(1) 実践の概要
○教科：総合的な学習の時間
○学年：5・6年生複式
○単元名：「産業から地域の特性を見つめよう」
○概要：地域産業である、お茶作りや柚ジャムや梅ジュースや塩作りを見学させていただいたり、また時には体験させていた
だいたりし、そこから気づいたことを自分なりにまとめた。このまとめを、新聞作りを通しておこなった。新聞は身近に感
じる情報伝達媒体であるため、児童は進んで取り組んだ。

(2) ICTの活用場面
取材するとき、すべての児童にデジタルカメラを持たせて取材させた。写真を撮るよう指示すると物をよく見ようとする観察
の場面がよく見受けられた。
まとめとして、「つたえるチカラ」というパソコンソフトを使い、新聞作りをおこなった。新聞作りに特化したソフトだけあ
り、児童が簡単に新聞の構成をおこなうことができた。また、デジタルカメラの画像を全児童がパソコン上で共有できたの
で、新聞作りのイメージを広げることができた。新聞作りの途中で、共同研究している学校同士がSNSやコラボノートを用い
てネット上での情報交換をおこなった。

(3) 思考力・判断力・表現力の向上
パソコンで文章を作るということは、書き直しが簡単におこなえる。そのため、少し書い（打っ）ては読み返し、より分かり
やすいように直していた。また、新聞の文章を書くことは作文を書くことと違い、事実を伝えようとする意識がより働いるよ
うに見られた。見学したことを順序立てて書くということで、作文を書く時より取りかかりが早かったように思われた。

(4) 今後の課題や展望
パソコンで何かを作りだしていくということは、パソコンを使うスキルアップが必要である。そのための習得時間の確保と教
える方法をいかに授業の中で位置づけるかが課題となる。特に、筆記用具で書くこととキーボードで打ち込むとことは思考方
法が違うように思われるので、小学校における学習という点で検証していくことが必要である。
新聞をネット上に掲示していくということは、より多くの人の目に映る機会が増える。そうすれば子ども達にいろいろな反応
が返ってくることが期待できる。そうなると多様な意見を子どもたちに与えることができ、表現方法への工夫がより期待でき
るのではないかと思われる。
また、パソコンという特性を生かせば、動画を貼付けた新聞を作りだすこともできる。そうなると文章だけではつたえきれな
かった細かい雰囲気をつたえることができる。自分達をまったく環境の違った人たちとの交流をする場合において、より臨場
感を持っておこなうことができるのではないかと期待できる。

(1) 実践の概要
○教科：国語科
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4．プロジェクトを終了して、教師や子どもたちはどうかわったか？

5．学校指導・助言担当としての総括

○学年：5・6年複式 及び 他校の5・6複式
○単元名：「詩の楽しみ方をみつけよう」
○概要：国語科における詩の教材「わたしとことりとすずと」を用い、他校の児童とスカイプを使って話し合い、内容を深め
ていこうという取り組みをおこなった。小規模校では児童数が少ないので、話し合い活動と言う点で課題があったが、他校
とつながることで、倍の人数の仮想クラスを構築することができた。

(2) ここがICT活用の場面
小型パソコンとスカイプを利用したので、テレビ会議のように他校の児童対自校の児童という話し合いの図式ではなく、他校
の児童と二人で話し合い、それを全体に発表していくというボトムアップの授業形態を可能にすることができた。全体の場で
発表するということに抵抗がある児童でも小さい集団でなら話し合いができると言う点で、小型のパソコンによる通信により
全員が話し合い活動をおこなうことができた。話し合ったことを発表する場として、テレビ会議の時のように前面にスクリー
ンを設置し、他校の様子を映し出した。

(3) 思考力・判断力・表現力の向上はここで見られた
環境や習慣の違う他校の児童と話し合う事で、自らの価値観を振り返る事ができた。また、二人の意見をまとめようとすると
き、クラスだけで授業するときは違い相手のことをより考えながらおこなっていた。
スカイプというのは相手の表情を見ながら話し合う事ができる通信手段なので、相手に意思を伝えようとする身振りや表現の
工夫が見られた。

(4) 今後の課題や展望
多くの回線を使うと、通信でのトラフィックをおこす可能性がある。また、他校と接続するための設定も思うようにいかない
ことが多かったため、準備に時間をとられてしまった。これら準備段階での設定を専門におこなえる補助員の導入があれば、
このような授業形態でも気軽に取り組めると思われる。
また、教室内で全員がパソコンに向かって話をするため、集中して話し合いができるかという課題が挙げられた。しかし、現
代では携帯電話を所構わず使っているという現状が指摘しているように、子どもたちはまったく周りに影響されることがな
かった。通信機器と言うツールでは集中力がますのではないかと思われる。

子どもたちにとって、ネットを介したコミュニケーションという点で、自分たちのおこなったことについての反応が、気心しれ
た身近な人ではなく、まったく会ったことのない人から迅速にしかもダイレクトに返ってくるということを、身を持って感じる
ことができた。そこから、いろいろな使い方をしてみようとする行動が増えた。パソコンをより身近な表現ツールとして意識し
だしたように感じる。

豊田充崇

○日常的な学習ツール・文具としての地位を得たタブレット端末
朝の学習では、週2回タブレット端末による学習ドリルが実施されており（1回は漢字学習、もう1回は算数）、教科学習の際に
は、国語では、辞典系ソフトを利用した言葉・意味調べ、社会科や理科での情報検索等は定番的な利用となった。
また、画像の編集や加工、写真をつなげてのスライドショーの作成（学校PRビデオ等）、地域の特産物を取り上げたデジタル
新聞づくりなど、創作的ツールとしても活用された。更に、他校の児童と交流するための会議システムとしてや学校向
けSNSシステムを利用した日常的な情報発信・交流ツールとしても利用された。
このように、児童一人一台体制でのタブレット端末は教科の基礎的な学習ツールをはじめ、情報の検索と蓄積、創作と発信
ツールとしても重要な役割を示した。当タブレット端末によって、既存の学習を効率的に実施できたし、学習課題を深めるこ
ともできた。個別にタブレット端末が利用できるからこそ実現した事例もあった。特に複式学級においては、各学年や個別の
学習進度に対応した学習には効果的であるとの報告を得ている。
なお、2011年9月から3か月間以上、台風による大水害によってネットワークがつながらなくなった時期があった。その間のタ
ブレット端末利用はほとんどなく、逆に、日常の学習にどれだけインターネットが浸透しているかを実感することにもつな
がったといえる。
但し、全面的にPCやネットに依存しているわけではない。授業時間数との整合性の中で、利用時間を計画的に盛り込み、バラ
ンスのとれた活用方法がなされていると感じた。いつでも利用できる情報設備環境の元ではあったが、学級の実態や学習目的
に応じて、どの場面で「PCやネット利用を促す」のか、または「使わないで」いくかといった判断をしていた。そういった状
況を繰り返す中で、特に高学年では、アナログとデジタルの双方の特性を感覚的に身に付けるまでに進歩しているともいえ
る。
このように、タブレット端末は特別な存在ではなくて、日常的な学習ツールであり、既に1つの「文具」としての地位を得て、
教科学習から総合的な学習の時間、特別活動に至るまで浸透したとも言える。

当プロジェクトの最終的な目的であった「思考力・判断力・表現力」の育成については、客観的なデータや事例によってその
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効果を示すことは難しいが、基礎知識の効率的且つ意欲的な学習によってじっくり思考する時間を確保できたことは間接的な
効果ともいえるし、自由な情報検索によって情報を選択・判断する力が常時必要であったことや対外的な情報発信を積極的に
おこなったことによって、相手に正確に物事を伝えるための表現力を向上させる必要性があった。特に、情報検索において
は、少人数の中であっても、絶えず個別に情報を整理して他者に伝える場面が設定されており、そういった機会は自ずと大人
数の学級よりも多くなる傾向にある。また、タブレット端末の日常的な活用によって、操作技能面で児童らの思考を遮ること
もなかった。このような状況から推測すると、思考力・判断力・表現力の育成に関する学習場面やそのための学習の機会を設
定することはできていたし、それが授業計画通りに実現できているといったこと自体が、それぞれの力量形成に寄与できてい
るといっても言い過ぎではないだろう。

○今後の展望について
2年間の当プロジェクトの成果として、年間を通した多くの実践事例や、日常的な活用による継続性の効果（操作スキルの向上
や情報モラル面での指導等）も示された。しかし、今後の展望として、当事業で得た成果を多くの学校（特に大規模な学校）
へ普及させるといった点では多くの課題を抱えることになると予測できる。
情報設備環境の創設と機器類の維持・管理面はさることながら、日々PCやネットの利用に慣れていく児童らの活用方法の統制
面でも問題が生じる可能性が高い。児童らの機器利用のスキルアップは教員の予想を遥かに上回ったという。
小規模校且つ研究校であるがために、それらのコントロールも可能であったといえるが、通常規模の学校で、メンテナンスか
ら情報モラル指導までを担任が全てを担うのは不可能であるというのが共通認識であった。
児童らがPCやネットを自由に使える環境にあり、利用の制限を設けない「ゆるい」状況であるからこそ、1つの「学習ツー
ル」として授業中に有効的に活用できるのは確かである。しかし、校内の特に学級内で不適切な利用がなされた場合には、担
任の管理責任・指導不足も問われる可能性も懸念される。
これらの負荷や不安をぬぐい去れない限り、展望や普及を語ることは難しい。この点も含めて、更なる検証（校内ルールづく
り、対応マニュアル作成等も含めて）が必要であると考えられる。

ページトップへ



〈第3章〉
研究協力校による実践報告と研究指導者による総括

4．北山村立北山小学校

1．学校紹介

2．実践事例1 ～「伝える力プレス」を使っての新聞づくり～

3．実践事例2 ～webカメラを使って～

飛び地という特殊な立地条件にある本校は周りを山々に囲まれ、自然環境に恵まれたている。
児童数は現在12名おり、校区・地域が広いためスクールバスで通っている。豊かな自然に恵まれ、地域の人たちに見守られなが
ら育った子どもたちは、素直で明るく、学年を超えて仲が良く、何ごとも助け合い、協力し合って行う習慣が身に付いている。
学習面においては、課題に対して、熱心に取り組み、また、生活面においても、基本的な生活習慣や規範意識等きちんと身に付
けており、支援や指導を多く必要とする子はいない。しかし、自分で考えて行動したり、自分の考えをしっかり主張するといっ
た自主性や主体性という面では課題を残しており、今後も様々な支援や取り組みが必要である。

(1) 実践の概要
○5年生：総合的な学習の時間・国語
・養護教諭から「ブラッシング指導」を受け、そのことを新聞にして学校のみんなに伝える。
・他校の児童に読んでもらうために学校を紹介する新聞をつくる。
○3年生：国語「すがたを変える大豆」
・国語で学習した説明文「すがたを変える大豆」を参考にして別の材料でまとめる。

(2) ICTの活用場面
取材したことや、調べたことを「伝える力プレス」を使って、新聞にする。

(3) 向上した力
読んでもらえるように工夫することを目的として、活動に取り組んだ。そのため、効果的な見出しの表現や、位置、フォント
などについて、意識して作っていた。また、レイアウトについても実際の新聞を見ながらテンプレート等を活用し、新聞の体
裁を学習することができた。

(4) 今後の課題や展望
今後、「新聞づくり」ということにもう少しつきつめたい。このソフトを様々なテーマやまとめで等で活用することにより、
より見やすいレイアウトや題字のフォントなど「見た目」にもこだわらせたい。

(1) 実践の概要
○5年生：体育科「器械運動（跳び箱）」
・ウインドウズ・ジャーナルを使った「跳び箱ワークシート」
・内蔵カメラを使用して開脚跳びの手を付く位置を確認

(2) ICTの活用場面
あらかじめ跳び箱カードをそれぞれのコンピューターに作成しておき、手書きペンで書き込む作業を行った。キーボードを打
つことにそれほど慣れていない児童にとっては、ワークシートに書くという部分であまり時間をとられず、また、保存するこ
とができるため、消すこと・書くことが紙に比べ簡単にできるというメリットがあった。
内蔵のwebカメラを使って、跳び箱の手を着く位置をビデオにとって確認した。画像が鮮明でないため、細かい部分について
難しいが、大まかな位置は確認できた。

(3) 向上した力
児童が使える手軽な録画機器ということで、余り構えず、使用することができた。今後、他の機材（ビデオカメラ等）で同じ
ような場面で活用する機会があったとしても抵抗なく使えるのでないかと思われる。

T21プロジェクト 成果報告レポート
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〈第1章〉概説：児童生徒のタブレット端末活用による思考力・表現力の育成

〈第2章〉児童生徒のタブレット端末活用による思考力・表現力の育成に関する調査結果

〈第3章〉
3．那智勝浦町立色川小学 〈第4章〉

4．プロジェクトを終了して

5．学校指導・助言担当としての総括

(4) 今後の課題や展望
中橋先生にアドバイスいただいたように、動画や写真に書きこみを加えることで、よりわかりやすい指導をめざしていきた
い。

子ども達は自分一人で使用できるパソコンを持つことができたことにより、普段よりもより興味を持って使用していた。コン
ピューター室に行かなくても自分が普段使っている机の上で気軽に調べ物をしたり、文書を記録したりできることは大きなメ
リットであった。
また、パソコンでの文書作成は手書きに比べ、推敲がしやすいことが利点であるため、失敗を恐れず文章をつくることができて
いたように思われる。
反面、手書きで書くことがおろそかになりがちな児童が多いため、使い分けが必要であると感じた。「手書きの良さ」を児童に
理解させつつ、中身が重要である文章については下書き等で活用する、などということを教師側が意識する必要があると思われ
る。

中橋 雄

和歌山県北山村立北山小学校では、児童1人1台タブレット端末を活用出来る環境において「ペン入力によるドリル学習」、「体
育の実技や発表を映像記録して内省する学習」、「インターネットや電子事典での調べ学習」、「新聞制作ソフトを使った表
現・制作実習」、「Skypeを活用した共同授業」など、ICTを活かした多様な実践が行われた。以下に特徴的な事例を紹介するこ
とで2年間の総括としたい。

○個別学習での活用
どの学年でも、ペン入力型の個別学習用ソフトを使った実践がなされたが、単に隙間の時間に個々が自学自習するという実践
だけではなかった。複式学級では片方の学年に解説をするときは、もう一方の学年がタブレット端末で練習問題を解くという
ような使い方がされていた。また、教師が一斉指導→個々が考え方を黒板で発表→練習問題をタブレット端末で解答、教師は
その間、机間指導を行うというように、授業の流れの中に位置づけて活用する授業デザインも確認された。

○新聞制作ソフト
新聞制作ソフトを用いた実践として、低学年では「絵日記を書く」ことに使い、中学年では「学習のまとめ」に使い、高学年
は「人に情報を伝えるための新聞づくり」に使うといったように発達段階に応じた活用がなされていた。新聞制作ソフトは、
特に中学年までは紙に下書きしたものをPCで清書するケースが見られたが、高学年では、直接PCで入力し推敲を行うことで学
習者の表現力を高めることができたということである。他にも、「写真やイラストのレイアウトを試行錯誤できる」、「入力
できる文字数が表示されるので、文字制限を意識できる」などのメリットが実践者から挙げられた。

○Skypeによる学校間交流
Skypeを活用して那智勝浦町立色川小学校との学校間交流・共同授業を実現させた。国語で詩の学習をする際に、「強調されて
いることはなんでしょう？」という共有の発問に対して、交流相手と一緒に相談して考え、本文から根拠を求めるという実践
が行われた。今回の実証授業では、数回の交流では相手に気をつかって深い議論にはなりにくいものの、違った見方の意見が
聞けるというメリットが確認された。

以上のように、「複式学級をもつ全校児童数の少ない僻地校」が抱える独特の課題を解決することにICTを有効活用できないか、
積極的に検討してきた点は本校の特色といえる。今後、増加する可能性のある「1人学級」は、僻地校の抱える大きな問題であ
る。他の学習者の意見を聞くことができなければ、その分の学習機会を失うことになるからだ。もちろん、ICTが導入されるだけ
で課題が簡単に解決されるわけではないが、そうした問題の解決にICTが寄与できる可能性を確認できた点は、大きな成果であっ
たといえるだろう。
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〈第4章〉
プロジェクトを支える体制

和歌山県のT21実証研究校4校への企業側の協力・サポート内容のポイントとしては以下の通りである。
1．児童1人1台のPC環境による実証研究実施に向けた教育用途向けタブレット端末の提供
2．教育関連企業より学習ソフトウェアならびに学習コンテンツの提供
3．共同研究テーマ｢デジタル新聞制作｣において、毎日新聞社による教員向け新聞制作指導・セミナーの実施協力
4．地元IT企業株式会社エスアールアイによるPCならびにネットワーク環境等のITサポートならびにICT利活用授業への支援につい
て

上記企業側の協力・サポート内容詳細に関して以下各章にて述べる

1．児童1人1台のPC環境による実証研究実施に向けた教育用途向けタブレット端末の提供について

2．教育関連企業より学習ソフトウェアならびに学習コンテンツの提供について

教育用途向けタブレット端末は実証研究開始時インテル社よりクラスメイトPC（日本未発売）を提供、また、追加にて東芝社製
教育向けタブレット端末 CM1を次の通り配布した。

 西ヶ峯小 修理川小 北山小 色川小 台数

クラスメイトPC 3人 4人 4人 1人 12人

CM1 3人 1人 3人 3人 10人

タブレット型クラスメイトPC
（日本未発売）

東芝社製教育タブレット端末
CM1

下記教育関連ならびにIT企業より、学習支援ソフトウェアならびに学習コンテンツの提供、またITサポート、運用管理環境の提供
ならびにこれら利活用のための講習会開催等協力頂くことによって、実証研究校での個別学習ならびに協同学習時の効果的なソ
フトウェア、コンテンツの利活用ならびに効率的なITサポートが実施された。
協力企業ならびに製品は下記の通り、(企業名順不同）

製品名 コラボノート for School

会社名 株式会社ジェイアール四国コミュニケーションウェア

URL http://www.collabonote.com/edu/staticpages/index.php/products_school

製品内容 「コラボノート for School」は、子どもたちの思考と交流を深め、「学びあい」を支援するネットワークソフト
ウェアです。コンセプトは「電子模造紙」！なじみ深い模造紙の活動に、コンピュータならではの機能をプラス
しました。インターネットにも対応しているので、地域の学校間や離れた学校間で意見を出し合ったり、共同で
作品を作ったりといった、学校を超えた交流活動が可能になります。

製品名 ピッケのつくるえほん

会社名 株式会社グッド・グリーフ

URL http://www.pekay.jp/

製品内容 画面上で自由にアイテムを配して物語をつくります。キャラクターにはポーズをつけ、顔の表情を選びます。文
字はソフトウェアキーボードからも入力できます。プリンターで出力すれば、絵本をつくれます。画面プレ

T21プロジェクト 成果報告レポート
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3．共同研究テーマ｢デジタル新聞制作｣において、毎日新聞社による教員向け新聞制作指導・セミナーの実施について

ビューをプロジェクターで投影すれば、プレゼンテーションを行えます。物語をつくり、語り、分かち合う、言
葉を用いた創造活動は、インターネットの時代に生きる子どもたちの「つくる力」と「伝える力」を育てます。

製品名 ポプラディアネット

会社名 株式会社ポプラ社

URL http://www.poplardia.com/

製品内容 こどものための総合百科事典 ポプラディアを進化させ、毎日最新の情報に更新しているインターネット版百科事
典です。内容は全てポプラ社が責任を持って編集・監修を行っており、ご安心してお子様に使っていただけるも
のです。

製品名 小学館デジタルドリルシステム for School

会社名 株式会社小学館

URL http://www.d-dorazemi.com/co/index.html

製品内容 小学館デジタルドリルシステムはパソコンを使った手書き学習システムです。 手書き文字の形、書き順やハネと
いった細かい部分まで認識することで、 これまでは難しかったパソコンでの手書き学習を可能としました。 漢字
学習、計算学習、理科・社会科のポイント学習の4教科の素材が提供され、 先生方は各生徒の学習進捗状況を確認
することができます。

製品名 小学館スクールナレッジ

会社名 株式会社小学館

URL http://education.jp/elibadv/lineup/lineup-27.htm

製品内容 約14,000項目の学習百科事典「きっずジャポニカ」と約13万項目の大百科全書「ニッポニカ」に、 国語辞典や学
習資料を加えた学校向け総合百科事典です。 約20万の検索項目を網羅しており、子どもから大人まで使える知識
ライブラリとなっております。

製品名 伝えるチカラPRESS

会社名 スズキ教育ソフト株式会社

URL http://www.suzukisoft.co.jp/products/press/

製品内容 伝えるチカラPRESSは表現活動支援ソフトとして、記事や見出しを自由に配置できたり、模造紙サイズの出力も
可能な ｢新聞製作｣、自分の考えを整理し、受け手にもわかってもらえる！その能力育成に最適な｢プレゼンテー
ション｣、学校の身近な話題や調べ学習のまとめをニュース番組にまた、授業での動画編集が可能な｢ニュース番
組制作｣の3つのアプリケーションを一つにパッケージしています。

製品名 eライブラリアドバンス

会社名 ラインズ株式会社

URL http://www.education.jp/menus/index/00206

製品内容 ラインズｅライブラリアドバンスは、今学校で求められている「確かな学力の向上」を、豊富なコンテンツ（基
本コンテンツ・オプションコンテンツ）と多彩な機能を通して、サポートする教育サービスです。

製品名 ISMCloudOne

会社名 クオリティソフト株式会社

URL http://www.quality.co.jp/products/ISM/index.html

製品内容 ISM CloudOneは、クラウド型の資産管理ソフトとして、社内のクライアントPCや急増するスマートデバイスの
セキュリティ対策と資産管理を、情報システム担当者に代わって実施。日々の管理作業はコンソールのセキュリ
ティレベルを確認するだけ。導入コストや運用管理コストを削減しながら、安心・安全なPC/スマートデバイス管
理を実現できます。

(1) 毎日新聞社にとってのT21プロジェクト参画の意義
従来、毎日新聞社では、全国小・中学校・PTA新聞コンクールを主催するなど、新聞づくりに力を入れてきた。
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4．地元IT企業株式会社エスアールアイによるPCならびにネットワーク環境等のITサポート
ならびにICT利活用授業への支援について

平成22年度、23年度に実施したT21プロジェクトにおけるICT利活用サポートについて報告する。

学校における新聞づくりの効用は、
・学んできたことを総合的に活用しながら、自分の目的を達成していく力
・情報を自ら発信する力
・豊かな人間関係を築く力
に要約される。
これらは、T21プロジェクトで掲げる21世紀型スキルを習得するのに非常に適した活動と言える。
一方で、教育現場では情報化が進んでおり、新聞づくりといっても、教育現場では既になじみ深い子どもたちによる手書きの
新聞と同時に、これからはパソコン、デジカメなどを上手に活用した新聞づくりも重要になってくる。
パソコンやデジカメを十分に活用した新聞づくりは、見栄えが良くなるという効用の他に文章の校正が容易であり、また、レ
イアウトの作成にかかる時間を短縮することが出来るため、21世紀型スキルとして子どもたちに身につけさせたい発信力やコ
ミュニケーション力の向上により多くの時間を割くことができるようになる。
毎日新聞社は上記の展望と問題意識より、T21プロジェクトに賛同し、サポートを行った。

(2) 毎日新聞社のT21プロジェクトサポート
毎日新聞社は2010年度よりT21プロジェクトに参加し、以下の2つの活動を通じて、プロジェクトをサポートした。

1) 教員向けデジタル新聞研修会
デジタル新聞研修会は2011年2月19日（土）14時より16時まで、和歌山市教育研究所において実施された。
対象はT21プロジェクトに参加している各校の教員向けであり、内容は、2時間という時間的制約を考慮して、パソコンを
活用した見出しのつけ方を中心とした講習とした。
見出しをつける作業は、記事の中で最も重要なエッセンスを抜き出す作業であるため、「総合読解力」が要求され、それ
を伝わる表現とするために「表現力」が養われ、それぞれが考え抜いた見出しを持ち寄って議論することで「コミュニ
ケーション力」が育成され、出来上がった見出しを新聞読者に伝えることで「発信力」が磨かれる。
このように見出しをつけることは、21世紀型スキルの獲得に関連する要素が多く含まれており、2時間の講習で行うには最
適であると判断した。
講習のプログラムについては、授業設計の専門家であり、T21プロジェクトにおいて育成プログラム担当である金沢星稜大
学 村井教授の助言をいただき、作成した。
プログラムの内容は、
・講師が用意した記事に対し、受講者が見出し候補を検討する。
・班ごとに見出しを持ち寄り、資料に示された基準を参考によりよいものに練り上げ、完成したものを班の見出しとす
る。
・どういった意図でその見出しを選んだのかをプレゼンテーションする。
・講師が実際の新聞につけられた見出しを紹介し、その意図を解説する。
といった流れになっている。
このときに使用された新聞記事は、誰が見出しをつけても同じものになるようなものではなく、実際の紙面では大見出し
の他に小見出しが2つついた複数のポイントを持つものであり、各人の視点が反映されるものであった。
講師の講評後には、参加者より活発な質疑応答があり、盛況であった。
受講した各教員は2011年度、各校において、T21プロジェクトの共通テーマとして、新聞づくりをカリキュラムに取り入
れた。

2) 全国小・中学校・PTA新聞コンクールへの「デジタル活用新聞賞」新設
全国小・中学校・PTA新聞コンクールは、毎日新聞社が1951年より主催しており、2010年度の第60回を記念して、インテ
ル株式会社の協賛を得た「デジタル活用新聞賞」が新設された。この賞はデジタルツールを活用して作成された新聞を対
象とし、選考の上、特に優秀なものを表彰する。
2011年度の各校における新聞づくりの活動においては、本賞を目標として提示し、各学校、子どものモチベーション向上
につなげることを意図した。
2011年度の同コンクールでは、T21プロジェクト参加校である那智勝浦町立色川小学校が、「デジタル活用新聞賞」を受
賞し、活動の成果を結果に結び付けることができた。

(1) 参加校

学校
児童数

備考
H22年度 H23年度

有田川町立西ヶ峯小学校 14 15  



有田川町立修理川小学校 6 6  

那智勝浦町立色川小学校 15 11 H23年度中に1名転出

北山村立北山小学校 17 12  

(2) ICT環境
○タブレット端末
参加校には、インテル製クラスメイトPC（CMPC）と、東芝製CM1の2種類のタブレット端末を配備した。 児童は主とし
てCMPCを利用し、CM1は教師用及び補助機として利用した。

機種 OS CPU メモリ HDD 画面 解像度 備考

CMPC
Windows7
HomePremium

AtomN270
1.6GHz

1GB
60GB (HDD)
16GB (SSD)

8.9” 1024x600
英語キーボード

CM1
Windows7
Professional

AtomN450
1.66GHz

2GB 160GB 10.1” 1366x768
 

○無線LAN、ネットワークおよびセキュリティ
タブレット端末はすべて無線LANにより校内ネットワークと接続した。
すでに無線LANアクセスポイントを設置してあった北山小を除いた3校には、無線LANアクセスポイントを新規に設置し
た。
無線LANのセキュリティ対策として、北山小を除いた3校はWPA-PSK方式によるセキュリティ対策を施した。
北山小の既設の無線LANアクセスポイントがWPA-PSK方式に対応していないため、WEP方式によるセキュリティ対策とし
た。かねてよりWEP方式の脆弱性が指摘されているが、北山小では、無線LANの電波が到達すると想定される範囲に人家や
工場などがなく、学校関係者以外が無線LANを利用する可能性は十分に小さいと考える。
すべての学校で、タブレット端末は教員用ネットワークにアクセスできないよう制限をした。
インターネット利用に当たっては、各校既設のインターネット接続環境を利用した。

概要図

(3) ICT利活用サポート内容
・タブレット端末キッティング、設置、ＮＷ環境（無線LAN／インターネット利用環境）構築
・タブレット端末、ＮＷ環境の保守（問い合わせ対応、障害対応、環境変更対応）
・学校間の共同学習、和歌山大学からの遠隔授業等、非定型的ICT利活用授業の支援

(4) ICT環境の構築、利活用支援に際しての課題の抽出と分析
総論
ネットワーク環境やICT利活用への取り組みスタイルは、参加校それぞれであり、ICT利活用環境を構築するには、学校の
特性に合わせていく必要がある。このためICT利活用をサポートする者には、PCやインフラ、セキュリティ対策、トラブ
ル対応など、ICT利活用における多方面のノウハウに加え、学校それぞれの特性を理解し、学校から信頼されることが重
要である。
以下は、参加校に共通した課題を抽出・分析したものである。

○無線LAN
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〈第3章〉研究協力校による実践報告と研究指導者による総括
1．有田川町立西ヶ峯小学校 | 2．有田川町立修理川小学校 | 3．那智勝浦町立色川小学校 | 4．北山村立北山小学校

〈第4章〉プロジェクトを支える体制

ホーム

許可なく複製・転載を禁じます

〈第3章〉
4．北山村立北山小学校

参加校はすべて小規模校であり、各クラスのホームルームでタブレット端末を利用することを前提としている。タブ
レット端末の利用に際して、教室、あるいは座席によって、無線LANの接続性が弱くなることがあった。無線LANアク
セスポイントの設置場所の変更や増設により一定の効果を得た。
各学校に設置した無線LANアクセスポイントは、家庭用の機器であり、ひとつのアクセスポイントに接続可能なPCの
台数が8台程度であったり、アクセスポイント間のローミング機能がないなどで、「ストレス無く無線LANを利用でき
る」という水準ではなかった。

○インターネット接続
インターネット接続には各校の既設設備を利用した。ISPの設備の問題と思われる通信断が発生することもあったが、
各学校の先生がルータを再起動する等することで対処を行った。

○ネットワーク全般
複数のタブレット端末でインターネットにアクセスすると、画面の表示が遅くなるなどの事例の報告があった。無
線LANアクセスポイント、各学校のインターネット接続環境等がボトルネックとして想定されるが、原因の特定には至
らなかった。

○自宅での利用
児童がタブレット端末を自宅に持ち帰って利用することを想定したが、自宅での無線LAN接続の面倒さや、学校環境へ
の戻しの困難さ（有田川町の2校は固定IPアドレスである）等により、ネット利用はなかったが、カメラ機能を利用し
たオフラインでの持ち帰り利用があった。
例：生活習慣の改善活動として、毎日の食事をカメラで記録した（修理川小）
新聞作りの一環で「私の新聞」で家族紹介をする際、PCを持ち帰り家族の写真を撮った（西ヶ峯小）

○情報セキュリティ・モラル対策
情報セキュリティ対策としては、無線LANの暗号化、校務PC等へのアクセス制限、コンピュータウィルス対策を行っ
た。
インターネット利用においては、WEBフィルタリングソフトは導入しなかったため、不適切なサイトへのアクセスが懸
念されたが、校内でのPC利用は原則として先生の指導の下で行われるため、実際的な問題とはなっていないと考え
る。

○PCの管理
IT資産管理ソフトにより、HDDの空き容量や導入されているソフトウェアの把握等を行った。学校からの問い合わせ対
応やトラブル対応に際して、PCの状況を客観的に把握することで、迅速な対応につながった。 学校で児童が利用す
るPCの管理としては次のような課題があげられる。
・起動時間が数十分程度であり、IT資産情報が更新されないことがある。またウィルスパターンファイルや、マイクロ
ソフトやアドビ等のアップデートが遅れてしまうことがある。
放課後などの児童がPCを利用しない時間帯に集中して作業を行うといった回避策が考えられるが、対応する人員がい
ないため、現実的とはいい難い。ICT支援員による学校訪問など、現場サポートの充実が求められる。
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