
 1

日本教育方法学会編『教育方法 36』（図書文化，2007 年 10 月） 

 

コンピュータを使った教育実践の動向 

大阪教育大学･木原俊行 

 

１．はじめに 

 コンピュータを活かした教育は今日，「教育における情報化」の営みの一環，

その主柱として，実践動向を把握すべきであろう。2000年前後から，わが国の

政府は，教育における情報化を強力に押し進めてきたし，現在も，それは続い

ている。その柱は，校務の情報化等も視野に入れた ICT（情報通信技術，

Information & Communication Technology）環境の整備，授業における ICT

の活用，そして情報教育の体系的推進である。 

 そこで本小論では，コンピュータを使った教育の実践動向として，教育の情

報化全体の基盤たる ICT環境の整備，ICT活用による学力向上，情報教育の柱

の１つたる情報モラル等に関する指導という３つのトピックを取り上げる。ま

た，それらをさらに充実させるために期待される基本的な原理，「学校を基盤と

するアプローチ」についても言及する。 

 

２．ICT 環境の整備 

 現在のわが国の小中学校の ICT 環境は，どの程度，整備されているのであろ

うか。文部科学省の平成 18 年 7 月の報道発表によれば，平成 17 年度末の実態

は，以下のようであった。（１）いずれものデータも，ICT 環境の整備が当初計画

よりも遅れていること，それでも少しずつは進展していることを示している。 

 例えば，教育用コンピュータ 1台当たりの児童生徒数は，全体で 1台あたり

7.7 人（前年度 1 台あたり 8.1 人）となっており，校種別には，小学校 1 台あ

たり 9.6 人（前年度 1 台あたり 10.1 人），中学校 1 台あたり 6.9 人（前年度 1

台あたり 7.1 人），高等学校 1台あたり 5.7 人（前年度 1台あたり 6.2 人），盲・

聾・養護学校 1台あたり 3.3 人（前年度 1台あたり 3.4 人）となっている。ま
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た，普通教室の LAN 整備率は，全体で 50.6 パーセント（昨年度 44.3 パーセ

ント）となっており，校種別には，小学校 43.7パーセント（前年度 37.1パー

セント），中学校 48.0パーセント（前年度 40.0パーセント），高等学校 75.5パ

ーセント（前年度 71.5パーセント），盲・聾・養護学校 61.1パーセント（前年

度 58.3パーセント）となっている。 

しかし同時に，整備に，地域間で格差であることも明らかになった。例えば，

教育用コンピュータ 1台あたりの児童・生徒数については，第１位の岐阜県が

5.0 人であるのに対して，最下位の神奈川県は 11.7 人を数えている。校内 LAN

整備率であれば，岐阜県（第１位）の 89.6％と東京都（最下位）の 20.5％の間

には，相当の開きがある。筆者らも，平成 18 年末から 19 年初旬にかけて，文

部科学省から委託された調査研究事業において ICT 環境の整備等に関する Web

アンケート調査を実施したが，それにより，ICT 環境整備の学校間格差も明ら

かになっている。（２） 

ICT 環境の整備とその活用には連関があることも，この調査の結果から確認

されている。例えば，小学校の普通教室において「ICT によって子どもの知的

好奇心をくすぐる資料を提示している」か否かをたずねてみると，「学期に数回

程度」あるいは「それ以上」と回答する割合は，普通教室におけるコンピュー

タの設置の充実度に規定されていた。1教室に「0.5 台以上」設置されている場

合はそうした活用に着手する割合が 71.9%であるが，それが，「0～0.5 台未満」

しか設置されていない場合には 65.5%となり，そして設置されていない場合に

は 43.2％にまで激減する。同様にして「子どもに，ICT を用いて自らの思考や

判断を仲間に効果的に表現させている」か否かをたずねてみたが，回答率はそ

れぞれ，51.1％，43.9％，27.6％となった。これらの結果から，普通教室のコ

ンピュータの整備は，その活用に極めて大きな影響を与えていることが分かる。 

こうした結果を踏まえるならば，今後，ICT 環境の整備に関して，区市町村

や学校単位で，さらにきめ細かく点検する必要があろう。 

 

３．学力向上を目指した ICT 活用 
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 ここ数年，学校現場では，学力向上を標榜する，様々な実践が構想され，実

施されている。少人数指導，習熟度別指導などの学習形態の多様化，そこにお

ける「きめ細かな指導」の実現に向けて，教師たちは，努力を重ねている。そ

して，その潮流に，ICT 活用は位置づく。代表例を示そう。 

（１）ICT 活用による一斉指導の充実 

 ここ数年，普通教室における教科指導で，教師たちが，ICT を「小道具」と

して用いるケースが増えているように思う。一斉指導の充実を願ってのことで

ある。 

 例えば，国語の読解指導において，教科書準拠型のデジタルコンテンツを用

いている様子を目にすることが少なくない。教科書教材の本文をプロジェクタ

ーで拡大提示し，そこに，子どもの意見を記していくのである。具体的には，

教師たちは，子どもに，作者の心情等がよく表れていると思う言葉を指摘させ，

それにラインを引いてやったり，彼らの思いや考えを書き込んでやったりして

いる。 

 模造紙に本文を写して，黒板に貼

ればよい。あるいは，書画カメラ（実

物提示装置）で教科書そのものを映

せばよいと，読者は思われるかもし

れない。だが，コンピュータでデジ

タルコンテンツを操って初めてできることがある。それは，「やり直し」の過程

の尊重である。言うまでもなく，アナログのメディアでは，やり直しは利かな

い。子どもたちの間違いやズレに修正を施したり，一人ひとりの子どもの思い

や考えを連結させたりする可能性は，デジタルメディアを授業で用いることに

よって飛躍的に高まる。 

 今，教師たちは，ICT の特長を活かした授業をデザインし，あらゆる子ども

に学習への参加を促し，また豊かな集団思考を繰り広げようとしているのであ

る。 

（２）ICT を活かした個に応じた指導の展開 
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 ICT 活用は，個に応じた指導の拡充にも資する。ある小学校の社会科の実践

で，その様子を確認してみよう。（３）この教師は，第６学年社会科の単元「豊臣

秀吉」において，１）豊臣秀吉が織田信長から天下統一の意思を受け継いだこ

と，それはやがて徳川家康に継承されること，２）秀吉の政策には，太閤検地

や刀狩などにより農民統制を進め，身分制度を整備するという独自性があるこ

となどを子どもたちに考えさせようとした。そして，そのための基幹教材とし

て，彼は，NHK 学校放送第６学年社会科「にんげん日本史」の『豊臣秀吉』の

回を子どもたちに視聴させた。 

視聴後，この教師は，イメージマップテストを実施したが，その結果，天下

統一の流れや秀吉の政策の独自性に関する子どもたちの思考・判断には，個人

差があることが分かった。そこで，彼は，２つの学習コースを準備して，子ど

もたちにそれを選択させ，学習させることにした。１つは，再度番組を視聴し，

天下統一の流れや秀吉の政策をこの教諭に解説してもらう「補充学習」コース

である。そして，もう１つは，この番組のホームページに収められているデジ

タルコンテンツを活用して，秀吉の国内政策と国外政策の比較検討などに挑戦

する「発展学習」コースである。 

 通常，社会科の授業において，少人数習指導等を実施するのは極めて難しい。

いわゆる加配教師が用意されないからだ。けれども，この教師は，NHK が提供

しているデジタルコンテンツの情報量やその内容の豊かさを利用し，個に応じ

た指導を実現する学習環境を構成したのである。 

（３）ICT 活用の学力向上に対する効果の実証 

 ところで，こうした ICT 活用の学力向上に対する影響については，ここ数年

の研究プロジェクトによって，その有効性がある程度実証されている。 

 例えば，筆者もメンバーの１人である総合学力研究会（事務局：ベネッセ教

育研究開発センター）は，ICT活用を含む，学校の教育力を点検・評価するた

めの枠組みを定め，それに基づいて各学校が自校の学力向上への取り組みを改

善していく手順を開発している。（４）そうした教育力調査の結果をいわゆる学力

調査の結果に重ねてみると，ICT活用が充実している学校（以下の６項目の合
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計得点の偏差値が高い学校）は，そうでない学校に比べて，子どもの学力が統

計的に有意に高かった。 

・教科書や板書では伝えにくい内容を，パソコン等による映像を用いるなどして，

分かりやすく提示するようにしている。 

・実際に体験することが難しい事象等は，パソコンなどによる擬似体験の場を用意

して，子どもの理解を促している。 

・ＩT機器を情報の収集・分析や思考のツールとして取り入れて，課題探究の過程

で積極的に活用させている。 

・調べたり，考えたりしたことを，パソコン等を使って他者に効果的に伝える方法

を指導している。 

・情報の伝達・共有や意見の表明・交換のツールとして，電子メール等を活用させ

ている。 

・IT 機器の扱い方や情報収集の仕方，レポートのまとめ方等のスキルに関するハ

ンドブックを作成し，子どもに活用させている。 

 また，「IT を活用した指導の効果等の調査」研究会は，全国各地の教員に依

頼して，ICTを活用した授業と活用しない場合の比較研究を展開し，その結果，

ICTを活用した多くの授業では児童生徒の学力が向上するという知見を得てい

る。（５） 

 

４．情報モラル等に関する教育への熱い眼差し 

 教育の情報化は，教師等が ICT を活用して子どもたちの教科に関する学力を

高めるだけでなく，彼らが情報活用能力を獲得することも目指されなければな

らない。既に現行の学習指導要領においても，各教科・領域に，彼らの情報活

用能力の育成に関連した目標や内容が準備されている。（６）また，文部科学省は，

既に平成 14 年 6 月には， 「情報教育の実践と学校の情報化－新『情報教育に

関する手引』－」を作成し，学校現場に対して，情報活用能力の育成の枠組み

や代表例を示してきた。 

 加えて，近年，子どもがデジタルメディアを用いた社会的な事件に巻き込ま
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れたり，それによるコミュニケーションが原因となった問題に遭遇したりする

ことが相次ぎ，「情報モラル」に関する指導の重要性が高まっている。文部科学

省も，平成 17 年 1 月に「初等中等教育における教育の情報化に関する検討会」

を発足させ，そこでの審議を踏まえて，情報モラルに関する教育の今日的意義

やそのあり方を説いている。（７） 

 こうした潮流の下，各学校等が，情報社会に参画する態度，とりわけ情報モ

ラルや情報に対する責任を高めるための教材の開発，カリキュラムの整備に着

手している。例えば，東京都北区赤羽台西小学校では，著作権や個人情報の保

護，チェーンメールの取り扱い等に関する教材開発を推進し，それを柱の１つ

とする，情報教育カリキュラムを構築している。（８） 

 加えて，子どもたちは，学校以上に，家庭で ICT に接触している。したがっ

て，情報モラル等に関する指導は，学校と家庭や地域の連携が不可欠となる。

学校や教育行政，あるいは NPO 等が保護者を啓発したり，それらの関係者が協

力したりしていることは，この領域の教育に特徴的なことであろう。 

 

５．学校を基盤とするアプローチによる「教育の情報化」への対応 

 ところで，筆者は，「教育の情報化」，殊に，ICT活用をどのように自校のカ

リキュラム，システムに位置づけるかについては，必ずしも画一的な道程を念

頭に置く必要はないと考える。確かに，この技術は，前述したように可塑性や

相互作用性に長けており，授業，教育活動の改善に対するインパクトは，大き

い。それは，衆目の一致するところであろう。 

 しかし，だからこそ，その導入を，教師，学校には，「主体的に」進めてもら

いたいのである。それを，外圧ではなく，自らの意志によって遂行してもらい

たいのだ。これまでの教育方法学の知見をひもとくまでもなく，学校改革の成

功は，「学校を基盤とする」という原理によってもたらされる。（９）それは，教

育の情報化に関するものでも，例外ではあるまい。それゆえ，筆者は，教育に

おける情報化を，授業評価や学校評価と連動させて，推進すべきであると主張

したい。英国では，各学校が ICT活用に関する「セルフレビュー」を推進する
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ための基準やツールがていねいに用意されている。（10）彼の地の取り組みを参考

に，各教師・学校に，「我が（校の）」ICT活用を追究してもらいたいし，それ

を生かして教育の情報化に対応してもらいたい。 

 

注（Web サイトの閲覧日はいずれも，2007年 5月 3日である。） 

（１）文部科学省のホームページ，http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/ 

18/07/06072407.htmに詳しい。 

（２）「地域・学校の特色等を活かした IT環境活用先進事例に関する調査研究」

事業の一環として企画・運営されたアンケート調査の結果による。 

（３）松浦智史「『ばんぐみ』再視聴で，時代の流れもバッチリ！－第６学年社

会科『にんげん日本史』」．全国放送教育研究会連盟・教育放送番組デジタル化

対応ミレニアムプロジェクト委員会編『'04 教育放送番組デジタル化対応ミレ

ニアムプロジェクト実践研究報告書』，2005年，pp.36-37 

（４）田中博之・木原俊行・大野裕己監修・ベネッセ教育総研編集『総合教育

力の向上が子どもの学力を伸ばす』ベネッセ教育総研，2005年 

（５）文部科学省のホームページ，http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/ 

18/07/06071911/001.htmに詳しい。 

（６）山極隆「21世紀に向けての情報教育」．教育展望，第 46巻，第９号，教

育調査研究所，2000年，pp.4-13 

（７）文部科学省の報道発表「情報教育に係る学習活動の具体的展開について

－ICT時代の子どもたちのために，すべての教科で情報教育を－」に詳しい 

（http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/18/08/06082512.htm）。 

（８）赤羽台西小学校の実践が紹介されているサイト 

（http://www.justsystem.co.jp/school/hint/media/prac04_1a.html）をご覧い

ただきたい。 

（９）木原俊行「学校を基盤とする学力向上アプローチ」．日本教育工学会第

21回全国大会講演論文集，2005年，pp.45-48 

（10）英国の「教育における情報化」等の研究機関たる，Becta（British 
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Educational Communication and Technology Association）のWebサイトに

詳しい（http://schools.becta.org.uk/index.php?section=srf）。 


