ICT の活用を通して，児童同士がかかわり合う
「対話的な学び」の育成を目指して
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＜研究の概要＞
本研究では，ICT の活用を通して，児童同士がかかわり合う「対話的な学び」の育成について考
察した。児童が目的意識をもって主体的に取り組むために，デジタル教科書や NHKforschool，パ
ワーポイントを使って導入を工夫し，どのような効果が見られたかを検証した。その結果，課題を
児童自ら考えることができ，
「やってみたい」という意欲をもたせ，主体的な学びにつなげることが
できた。
また，必要感のあるかかわり合いにつながる活動にするために，タブレットを活用し，アプリを
使ったり自分たちが撮影した動画を見たりする場面を設定することで，どのような効果が見られた
かを検証した。その結果，タブレットがあるおかげで，必然的にかかわる時間が発生し，課題を解
決するためにはどうすればよいのか自分の考えを発表し，意見を出し合う姿が見られた。
ICT を活用することで，児童が「やってみよう」という意欲が高まり，
「どうすれば解決できるか」
という課題を解決するために，児童同士がかかわり「対話的な学び」を育成するための手段として
有効であった。
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研究の実践

（１）実践１
①実践の概要
ア ５年 算数
イ ICT の活用について
算数では，毎時間デジタル教科書を使用
して授業を進めた。
②子供の学びの姿
算数では毎時間，デジタル教科書を使用し
て学習を進めた。教科書のどの部分に着目し
これからどんな課題を解いていくのかを素
早く判断させる際に，テレビに注目させなが
ら進めていった。また，作図や計算を実際に
操作する活動も多くとりいれ，実際に前にで
きてテレビ画面を使って発表させる機会を
多く設けた。発表材料をテレビに映すことで
子供たちの学びの手助けとなった。

（３）実践３
①実践の概要
ア 体育 「フラッグフットボール」
「クロスカントリスキー」
イ ICT の活用について
具体的な技の動きの DVD を見たり，パ
ワーポイントを使って短時間でたくさ
んの情報を子ども達に見せた。
②子供の学びの姿
体育の「フラッグフットボール」では，こ
れまで未経験で，初めての種目ということで，
技の名前と説明をいちからする必要があっ
た。そこで，DVD やパワーポイントを使い，

短時間でたくさんの情報を子ども達に見せ
ることで，他の活動の時間と運動量の確保に
つなげることができた。

必要感のあるかかわり合いの場を設けた。
子供たちは，タブレットを使いながらたく
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を見つけ，よりよい作戦へとつなげていった。
児童同士がかかわりながら，自分の考えを
言ったり，相手の考えを聞いたりすることで
学び合いにつなげることができた。

また，クロスカントリースキーに意欲的に
取り組めるよう，スキー学習前の心構えとし
てパワーポイントを使って「なぜ，クロスカ
ントリースキーに取り組むのか」「何のため
にクロスカントリースキーに取り組むのか」
を説明した。意識づけを図り，練習に取り組
むことで友達同士切磋琢磨し合いながら練

（５）実践５

習に励む子供たちが多かった。

①実践の概要
ア 体育 「フラッグフットボール」
イ ICT の活用について
タブレットのカメラ機能を活用
②子供の学びの姿
体育の「フラッグフットボール」の試合では，
自分がプレーしている様子を動画で録画し，適
宜チームの中や全体でふり返る場を設定し，作
戦の修正につなげていった。

（４）実践４
①実践の概要
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イ ICT の活用について
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タブレットの作戦盤アプリの活用
②子供の学びの姿
体育の「フラッグフットボール」の試合で
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を設けていた。今回はタブレットを活用し
「作戦盤 byNSDev」というアプリを使って，
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結果と考察

（１）視点１について
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ドオフ」
「フェイク」
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「前パス」
の技を習得することが目標の１つにあった。

（３）研究を終えての提言（２年次）

その際，毎時間，導入で動画やパワーポイン

２年間を通して，授業にどのように ICT を

トを扱い技の習得に努めた。技のポイントは
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間を確保することで，その特性に応じた動き

て主体的に取り組む姿が見られるようにな

を身につけことができるようになった。繰り

った。タブレットを，学びを深める道具とし

返し動画を見たりできることは，新しい技を

て与えることで児童同士が対話を通して考

習得する力の向上につながった。

えを交流し，そこからまた新たに知識や技能

今年度は授業で動画を使用したのは社会

の習得につなげることができた。

と体育のみであった。これからは国語，算数

デジタル教科書，パワーポイント，タブレ

等も動画を用いて授業を進め，
「やってみた

ットを有効的に活用することは児童の興
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味・感心を引き出し，意欲の向上・継続につ

主体的に考えられるように，日常生活の場面

ながるものであるとわかった。

をとりいれたり，予想どおりにいかない活動

次期学習指導要領にもいたるところに

をさせたりすることで課題設定の工夫につ

「ICT の活用」の言葉がある。授業では「教

なげたい。

科書」
「ノート」
「ICT」の 3 点セットが当た
り前になるよう，今回の２年間の研究をきっ

（２）視点２について
フラッグフットボールは他のボール運
動には見られない「ハドル（作戦会議）」
の時間がある。その際，作戦ボードをタブ
レットのアプリを使い，かかわり合う場を
設定した。考えた作戦は保存でき，回を重

かけにして今後も授業に ICT を活用してい
き，児童が「主体的・対話的・深い学び」が
できるよう教材研究を進めていきたい。

