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ICT 活用による学力向上－その動向と課題 

 

大阪教育大学 教育学部教授 

 

１．ICT 環境の整備状況 

 本稿で言及する ICT 活用は，その環境の整備に関す

る考察を欠いては，十分には論じられない。ICT 環境

の整備は，ここ数年，地方や学校によって歩みは異な

るけれども，ある程度，進展している。例えば，文部

科学省は，毎年，「学校における教育の情報化に関す

る調査」を実施しているが，同省が平成 23 年 7 月に

示したデータに依ると，平成 22 年度の調査結果では，

コンピュータ 1台を児童・生徒 6.6 人が共有するとい

う状況に至っている。（１）この数値は，平成 14 年 3 月

には，11.1 であった。政府や教育関係者が期待して

いるほどのスピードではないにせよ， ICT 環境の整

備が進んでいることを物語るものである。 

筆者らが，数年前に，ICT 環境の整備と ICT 活用に

関する大規模調査を実施した際には，普通教室におけ

るプロジェクター等の設置は，脆弱であった。同時に，
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整備が進めば活用もそれに続くという事態も確認され

た。（２）その後，地上デジタル放送への以降が追い風

となって，教室に大型テレビが設置されるケースが増

えた。それゆえ，十分ではないにせよ，提示型の ICT

活用の可能性は，数年前に比べれば高まっている。 

 

２．ICT 活用と学力向上の接点 

さて，上述したような ICT 環境の整備の進展と学力

向上には，どのような関係があるのだろうか。既にい

くつかの調査によって，ICT 活用が学力向上に作用す

ることが明らかになっている。（３）（４）同時に，学力は

多様な要素から成るものであるから，両者の接点が一

つに限られないことも，確認されている。例えば堀

田・木原は，ICT 活用と学力向上の関係を，次のよう

な表にまとめている。（５） 

表 1 学力向上を目指した ICT 活用の整理表 

教育目標

の領域 

教育目標（培う

学力） 

ICT 活用の 

意義 
活用の意図と方法 

活用主体 

教員 児童生徒 

A.認知 
③応用・総合・

評価 

情報の加工等の容易さ 
思考と表現の一体化の支

援 
 ◎ 

情報の可塑性の高さ 
試行錯誤の促進，その成

果の蓄積の促進 
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②分析 

扱う情報量の豊富さ，

重ね合わせなど情報活

用の巧みさ 

例示や比較の量的質的充

実  
○ ○ 

①知識・理解 

資料の拡大提示等のス

ムーズさ 
説明の明確さの向上 ◎  

直接教授性，相互作用

性の充実 
反復  ○ 

B.情意 

③組織化・個性

化 

情報の加工等の容易

さ，共有の充実 

思考と表現の一体化，そ

の共同化 

 ◎ 

情報の可塑性の高さ 
価値づけの成果の蓄積と

構造化の促進 

②価値づけ 

扱う情報量の豊富さ 

考察しやすい典型例の提

供 
○ ○ 

①受け入れ・反

応 

知的好奇心を喚起する教

材の提供 
◎  

資料の拡大提示等のス

ムーズさ 

注意や意欲の喚起する指

示説明の実現 

C.精神運

動 

（熟練的動作・

非論証的伝達） 
（なじまない）    

②知覚的能力・

身体的能力 
情報の加工等の容易さ 

振り返りの促進 ○ ◎ 

①反射的動作・

基礎的基本的動

作 

分析や比較の精錬 

○ ○ 

映像データの活用 モデリングの充実 

（出典：注（５）p.260） 

現在，表 1に示される，学力向上と ICT 活用の接点

のうち，代表的な実践は，次の３つであろう。 

①教員の ICT 活用－学習意欲を高め，集中力の維持

を図るために 

②教員の ICT 活用－知識・理解を促すために 

③子どもの ICT 活用－思考力・表現力等の育成を活

性化するために 

以下，上記の ICT 活用の特徴や留意点を，事例を交
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えながら論ずることとする。 

 

３．教員の ICT 活用－学習意欲を高め，集中力の維持

を図るために－ 

 授業づくりの第一歩は，子どもたちの学習意欲を高

め，それを維持させることである。しかしながら，そ

れは，そう簡単ではない。生活習慣の乱れが子どもた

ちから集中力を奪っているという現実を痛感している

教師は少なくない。 

子どもの生活習慣や学習習慣を整えることを図る一

方で，教師たちは，自分の説明や仲間の発表を子ども

たちがきちんと聞き，教科書や資料の該当ページを正

確に見るための仕掛けとして，ICT を活用している。

つまり，それらをスクリーンやディスプレイに「大き

く，きれいに」映す取り組みに着手している。これは，

表 1 の「B.情意」領域の「①受け入れ・反応」に該

当するアクションであろう。例えば，写真 1 は，入

学したばかりの小学校１年生の子どもたちが教室で

「ひらがな」の学習をしている様子である。指導者は，

子どもたちに，「り」の字の特徴，書き方を教えよう



5 
 

としているが，そのために，赤いリボンを利用して

「り」の字形を示している。写真の子どもたちの様子

に明らかであるが，教師が赤いリボンで描かれた

「り」の字をディスプレイに大きく写すことによって，

子どもたちの集中力は維持・強化されている。 

 なお，同様の効果は，指導者だけでなく，子どもた

ちの発表等にも期待できる。写真 2 は，中学校の書

道の学習において，ある子どもが自身の工夫を仲間に

書画カメラを用いて披露している様子である。これも

先のケースと同じく，子どもたちの視線がディスプレ

イにきちんと向けられていることがよく分かる。 

 
写真１ 大型ディスプレイに利用による集中力の維持・強化 

 
写真 2 仲間の作業を集中して眺める中学生 
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４．教員の ICT 活用－知識・理解を促すために 

 子どもたちに知識・理解を促すために，指導者がき

ちんとした説明をするための環境としても，ICT は機

能する（表１の「A.認知」領域の「①知識・理解」に

属する）。もちろん，分かりやすい口調で話したり，

修辞を駆使したりする能力を高めることも教師には必

要である。しかしながら，それとともに，問題のポイ

ントや資料読解の視点を明示するための装置として

ICT を用いる営みが，市民権を得つつある。 

 例えば，写真３は，中学校の体育科のサッカーの学

習において，オフサイドトラップの仕組みを教師が生

徒に解説している姿である。大人でも分かりにくい，

オフサイドのルールを，彼は，デジタル教材を駆使し

て，巧みに解説していた。 

 
写真 3 オフサイドのルールを巧みに説明する教師 
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５．子どもの ICT 活用－思考力・表現力等の育成を目

指して 

今日，国際学力調査の結果等を踏まえて，思考力や

表現力等の育成が焦眉の課題となっている。それらの

高次な学力は，単純な反復によって育成されるもので

はない。子どもの思考・表現活動がスパイラルに発展

する学習過程を通じて，高められるものである。この

ような学力の育成を標榜する教師たちは，そのプロセ

スに，ICT 活用を位置づけようとしている（表１の

「A.認知」領域の「②分析」や「③応用・総合・評

価」，「C.精神運動」領域の「②知覚的能力・身体的能

力」に充当する営みであろう）。（６） 

まず ICT は一般に，アナログのメディアに比べて，

扱う情報量が多い。それは，教師が子どもに対して，

彼らの思考等に役立つ教材を，量的・質的に豊かに提

供できることを意味する。例えば，写真４は，小学校

６年生の子どもたちに，社会科の 15 年戦争に関する

学習において，その背景や当時の生活の様子を NHK

の学校放送番組に連動したデジタル教材を活用して考
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察させている様子である。なお，この学習では，子ど

もたちが追究する課題によって，活用する情報手段は

異なっていた。すなわち，上述したような ICT 活用

に従事する子どもの傍らで，図書をひもとく子どもや，

お年寄りの方に聞き取り調査を実施する子どもも存在

していた。ICT 活用は，時として（少なからず），授

業の複線化に応じて，あるいは個に応じた指導の一環

として，教室に，「部分的」に位置づけられることも

むしろ望まれる。 

また，デジタルメディアたる ICT は，可塑性に長

けているので，思考等における試行錯誤の促進ややり

直しの実現に資する。例えば，国語の読解で文の順序

を入れ替えてみる，算数・数学の統計データを複数の

種類のグラフに変換してみる，図工・美術の鑑賞で作

品の一部を加工して印象がどのように変わるかを考察

 
写真４ NHK デジタル教材を活用して歴史的背景等を考察

させる 
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してみる，さらには理科の観察データを，ネットワー

クを介して他者と共有するなど，子どもたちは，コン

ピュータやインターネットを，思考の道具として，さ

らには問題解決の舞台として活用している。 

加えて，ICT は，マルチメディアの特長を継承し

ており，映像処理が容易であるから，子どもが自らの

表現を点検・評価する際のよきサポートシステムたり

うる。教師たちは，体育や音楽や国語において，子ど

もの活動の様子を撮影してやったり，学習者同士で撮

影させたりして，彼らに，技能を高めるための自己評

価のよき材料を提供している。 

写真５は，体育のバレーボールの学習において，自

らのプレーの様子を，ICT を活用して吟味し，改善

点を導出しようとしている中学生の様子である。 

なお，これらの児童・生徒による ICT 活用は，彼

 
写真５ ICT を用いて生徒が自身の活動の様子を吟味する 
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らの情報活用能力，とりわけ，情報活用の実践力の育

成という性格も有している。換言すれば，これらは，

学力向上と「情報教育」がオーバーラップする営みで

もある。 

 

６．ICT 活用による学力向上の取り組みの課題 

 前述したように，学力は多様な要素から成るもので

あるゆえ，その向上を目指す営みと ICT 活用の接点

はいくつも設定しうる。そのすべてに一人の教師が，

あるいは一つの学校が取り組むことは，理想的ではあ

るが，あまり現実的ではない。教師たちには，学力向

上と ICT 活用の関連の多様性を意識しながらも，我

が学級・我が校で「特に」必要とされる ICT 活用に

まず着手し，それを拡張させるというスタンスが求め

られよう。つまり，学力向上を目指すならば，「学級

や学校を基盤とする ICT 活用」を教師たちは追究す

る必要がある。 

 そしてそれには，管理職のリーダーシップの充実，

ミドルリーダーたる教師の ICT 活用に関わる研修の

企画・運営の工夫等が極めて重要である。（７） 
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