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１ ネットワークを活用した授業の基本的な考え方

(1) 現行学習指導要領の基本理念

小学校学習指導要領ではコンピュータ等の教材・教具の活用について、次のように示され

ている。

各教科等の指導に当たっては、児童がコンピュータや情報通信ネットワークなどの情

報手段に慣れ親しみ、適切に活用する学習活動を充実するとともに、視聴覚教材や教育

機器などの教材・教具の適切な活用を図ること。

ここに記されている「各教科等の指導」とは、例えば社会科における資料の収集・活用・

整理、算数科における数量や図形の学習、理科の観察・実験などにコンピュータや情報通信

ネットワークなどを活用することである。コンピュータを身近なメディアの一つとしてとら

え、自分の考えや意見を自由に表現することができる楽しさを味わわせることにより、授業

への関心・意欲を高め、基本的な操作を身に付けることができる。また、情報ネットワーク

に目的をもってかかわることにより、子どもたちがいろいろな情報を結び付け、意味ある情

報を創造する機会を創出できる。

中学校学習指導要領でもコンピュータなどの教材・教具の活用について、次のように示さ

れている。

各教科等の指導に当たっては、生徒がコンピュータや情報通信ネットワークなどの情

報手段を積極的に活用できるようにするための学習活動の充実に努めるとともに、視聴

覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を図ること。

ここでは、世の中にあふれている情報の中から、情報通信ネットワークなどの情報手段を

適切に使い、自ら必要とする情報を適切に選択し、目的や条件に応じて処理、加工、発信し

ていく能力を育成する学習活動が重要になっていることを示している。

コンピュータや情報通信ネットワークの活用については、小学校段階において「慣れ、親

しませる」ことを基本として体験をすることに重点を置いた学習活動を行っているが、中学

校段階においては、活動の過程や結果を評価し合うなどのより進んだ活用を行い、生徒の興

味・関心・意欲を高めるとともに体験を知識レベルに高めていくことが必要であるといえ

る。

(2) 小・中学校での基本的な考え方と配慮事項

ア 小学校段階

小学校の６年間は、発達による変容や個人差が大きい時期であるため、発達段階に応じた

指導を行う必要がある。低学年では、遊び的な要素を通してコンピュータにふれ、親しませ

ることを基本とする。中学年では、グループ学習を中心にしながら、問題解決のツールとし

て活用することを第一段階として位置付ける。高学年では、中学年までの学習を踏まえ、検

索や発信の方法を複数の中から選択させる活動を取り入れていく。子どもたちの発達段階に

応じて、コンピュータにふれる機会を増やし、基礎的な操作などを身に付けさせながら、関

心・意欲を高めていくことが大切である。
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小学校は学級担任制であるため、担任教員によってコンピュータやネットワークなどを活

用する学習の深まりに、違いが生じることも考えられる。そこでＩＣＴ教育の学年別目標を

定めた上で、担任間で指導についての協議を綿密に行うとともに、教員研修にも重点をおい

ていきたい。

イ 中学校段階

中学校では、情報の収集、編集、加工、発信のそれぞれの場面に応じた情報手段の使い方

を身に付けさせる必要がある。例えば、インターネットを使って調べ学習をする場合でも、

調べた内容・方法を生徒同士で比較・検討し合ったりしながら検証することで生徒の関心・

意欲を高めたい。

また、ネットワークなどの活用に当たっては、いわゆる情報化の「影」の部分への対応と

して、ネットワーク上のルールやマナー、個人情報・プライバシー、著作権等の保護につい

て指導し、情報モラルの向上を図らなければならない。これらについては、技術・家庭科の

時間だけでなく、すべての教科等において適切な指導をする必要がある。

(3) 指導者としての基本的な考え方

指導者は、ネットワークの教育的利用、教育用ソフトウェアやそのほかの視聴覚教材、教

育機器及びそれらを活用した指導法について絶えず研究しておく必要がある。教員のネット

ワークを活用した授業への関心・意欲の高さがＩＣＴ教育の在り方を変えると言っても過言

ではない。

２ 学ぶことへの関心･意欲を高めるためのネットワークの活用

ＩＣＴ環境は日進月歩で、子どもたちも学校や家庭において、コンピュータなどの情報機器

を活用する機会がますます増えている。特にインターネットをはじめとするネットワーク社会

、 。 、の到来は私たちの生活環境を大きく変え 子どもたちもまさしくその中で生活している また

この状況は今後ますます進展するものと考えられる。小学校学習指導要領の「指導計画の作成

等に当たって配慮すべき事項」にも、子どもたちがコンピュータや情報通信ネットワークなど

の通信手段に慣れ親しむことの重要性が示されている。

(1) ネットワーク活用の利点と課題

子どもたちは各教科等で行われる調べ学習などで、図書資料などとともにネットワークを

活用する機会が多くなっている。そしてネットワーク上から最新の情報を収集したり、電子

メールやテレビ会議などを活用したりして、幅広く学習することもできる。更にディジタル

化された様々な素材を組み合わせた資料づくりも容易に行えるようになっている。

ネットワークを授業の中で活用することによって次のような学習効果があると考える。

・リアルタイムで最新の情報を入手できる。

・電子メールを用いることで、瞬時に自分の情報を発信したり、相手方からの情報を入手

したりできる。

・図書資料などと比べ、膨大な資料の中から自分の課題に適したものを選択することがで

きる。

・テレビ会議システムでは、遠方にいる人とでもリアルタイムで意見交流することができ

る。
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一方、ネットワークを活用することで課題となっている事柄として次のようなことがあげ

られる。

・ネット上で提供される情報が膨大なため、不慣れな子どもたちは検索に時間がかかり、

本来の学習の目的を達成できないケースが生じる。

・ネット上で情報を検索することが目的となり、情報を入手しただけで満足してしまう面

も見られる。

・ 人対コンピュータ」の構図に偏り、子どもたち相互の意見交流や学び合う学習がおろ「

そかになってしまうことがある。

(2) ネットワークの活用と学び

東京大学大学院の吉見俊哉教授は 「検索で得られる情報は、知ではない 「知は、構造、 」

化され、体系性を持つ」が、ネット検索は細切れの回答しか与えないと述べている。また、

「検索技術の進歩で “森”の地図が描けなくても“リンゴ”を入手できるようになった」、

とも述べている （読売新聞、平成20年）ネットワークを指導者が授業で活用する際には、。

このような指摘について、十分配慮しなくてはならない。例えば、様々なコンテンツの中か

、 、ら子どもたちが自分の課題に沿った内容を探し出し それに基づいて情報をまとめるときに

それをそのまま書き写したり、模造紙に貼ったりして終わりという学習場面を時々見る。子

どもたちの中には、検索したことで学習課題が解決できたと考えている者もいる。ネットワ

ークを活用して資料を見付け出すことが学習の本来の目的ではない。あくまでも検索したも

のは学習課題を解決するための資料の一つにすぎず、それを基にして子どもたちが思考を深

める学習に展開できるような指導の手立てが必要である。吉見教授が述べる「知とは構造化

されたものである 」というのはこういう側面も指し示していると考える。。

また、ネット上にある膨大なコンテンツの中から、子どもたちが自分の学習課題に沿った

ものを検索することは決して容易ではない。検索エンジンを用いて検索はするが、なかなか

自分の求めている内容を見付けられずに１時間の授業が過ぎてしまうことも考えられる。検

、 、索する際には単語でキーワードとなる言葉を入力する 単語と単語の間にはスペースをとる

調べたい事柄と深く関連する単語から優先的に入力するなど、具体的な事例を示しながら指

導することが必要である。

Ｗebページで検索したものは、学習資料として必ずしも絶対的なものではない。資料の出

所はどこなのかを確認するとともに、記されたとおり、提供されたとおりだけに物事を見る

のではなく、批判的にその情報について検討することも重要である。こうした力を培ってお

くことは、情報社会のなかで生きていく子どもたちが知力を広げていく上でも欠かせないこ

とだと考える。

(3) コミュニケーションを大切にしたネットワークの活用

ネットワークの活用は大変便利なものである。しかし、使い方によっては、人とコンピュ

ータの関係で終わってしまうことにもなりかねない。したがって、今後、コンピュータを介

して人と人のコミュニケーションを図る学習がますます重要になる。ＩＴからＩＣＴに移行

しているのも、まさにこのためであり、人のぬくもりが感じられるネットワーク活用を実現
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させたい。今回のプロジェクトでは、小学６年生の子どもたちが、社会科でオーストラリア

とハンガリーの日本人学校の子どもたちとネットワークを使って学習交流を行った。自分た

ちが行っている平和学習を紹介したり、環境問題について学んだことを報告したりした。こ

の学習ではネットワークの活用を主たる目的とするのではなく、子どもたち同士のコミュニ

ケーション力が大切にされている。文章表現を工夫したり、写真などの資料を添付したりし

て、少しでも分かりやすく伝えようとする相手意識が子どもたちに芽生えていた。

(4) 学習素材（コンテンツ）利用学習

ＮＨＫデジタル教材や教育情報ナショナルセンター(NICER)を始め各学校種や各教科につ

いて体系的にまとめられ、授業で活用できる学習素材（コンテンツ）がＷeb上で静止画・動

、 、 、画を問わず数多く配信されており これらの学習素材の中から教科等の指導目標 指導内容

児童生徒の実態などに即して有効で適切なものを精選して利用することが大切である。

例えば、発芽の様子や炎の様子など教科書等での指導だけでは理解やイメージすることが

難しい事象や内容を視覚を通して訴えることにより 「よくわかる授業」を展開し、児童生、

徒の学習内容の理解と考察を深める上で学習効果を発揮することができる。

なお、十分な学習効果を発揮するためには、教員が数ある学習素材から最良の素材を選択

できるよう日々模索し、研修を積むことは言うまでもない。

参考・引用文献

(1) 文部省（平成11年 「小学校学習指導要領」）

(2) 文部省（平成11年 「中学校学習指導要領」）

(3) 文部科学省（平成14年 『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）

き」～』

(4) 読売新聞朝刊（平成20年１月６日）
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ネットワークを活用した授業の在り方
（中学校：技術・家庭科）

五條市立野原中学校 教諭 梅 田 良 佳

Umeda Yoshika

第２学年 これからのエネルギー変換とその利用

(1) 単元の構想

ア 教材観

インターネットを中心としたネットワークを活用した授業が、各教科等で実践される機会

が多くなってきた。技術科では「情報とコンピュータ」の分野で、コンピュータの活用技術

を学ぶとともに、それをいかに身近な生活に取り入れていくかを考える。各家庭にコンピュ

、 、 、ータが普及し 生徒たちの多くもネットワークを利用している中で それらを有効に活用し

「身近なエネルギー変換とその利用」という今日的な課題について考えさせたい。

現在、エネルギー変換の技術については様々な研究がなされている。日々変化していく技

、 。術革新への理解を深めるためにも ネットワークを活用した調べ学習は有効であると考えた

また、地球環境問題は、社会の発展にかかわることが多い。これからの技術を発展させて

、 。 、いく上で 省エネルギーや環境保全などを考慮した製品開発が不可欠になっている そこで

自動車や照明器具のエネルギー変換の効率化が自然や国際社会・地域社会との共生につなが

っていることも理解させたい。

イ 生徒の実態

本校では、英語と数学の授業は１クラスを二つに分け、少人数指導を取り入れている。技

術・家庭科でもコンピュータ室の規模の問題や家庭科の実習備品の関係で、年間数時間の授

業はクラスを半分に分けて技術科と家庭科の授業を同時に行っている。

本学級は真面目な生徒が多く、実習にも真剣に取り組む姿が見られる。機械分野に興味を

もつ生徒が多く、調べ学習等でも自動車などのテーマには高い関心を示す。

、 、コンピュータの学習についても意欲的で 基本的な技術は多くの生徒が身に付けているが

キーワードをいくつか必要とする検索では支援を必要とする生徒も数人いる。

ウ 指導観

平成９年（1997年）に開かれた地球温暖化防止京都会議で議決された気候変動に関する国

際連合枠組条約は、二酸化炭素や亜酸化窒素などについて、先進国における削減率を定め、

共同で約束期間内に目標を達成するというものであった。しかし、各国の事情から足並みが

そろわず、平成16年（2004年）にロシアが批准してようやく発効にこぎつけた。

、 、地球規模で環境問題への関心が高まる中 エネルギー変換の効率化は最も注目されており

インターネット上でも情報が非常に多くあるものと考えられる。このような最新のエネルギ
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ー変換技術の情報を学習の場に活用していきたいと考える。多くの情報を活用することで、

、 、生徒たちの興味・関心を高めるとともに 自分でインターネットを使って調べることにより

エネルギー変換の技術についての理解を深めさせたい。

現在、地球温暖化は地球規模の問題であり、循環型社会の必要性が世界的に言われている

が、なかなか実行できない現状がある。エネルギー変換を学習することで、生徒たちが日常

生活のエネルギー消費に関心をもつとともに自分たちの生活改善を行うことができるように

もしたい。

(ｱ) 指導の重点

エネルギー変換についての学習を進めるためには、身近な生活の中で使っている製品の技

術の進歩と効率化が重要であることを確認する。また、実際にエネルギーを利用する場面に

おいても、循環型社会の必要性を考えさせたい。

(2) 単元の目標と評価規準

ア 単元の目標

○身近な生活の中で、エネルギーを有効に利用する方法に関心をもつ。

（生活や技術への関心・意欲・態度）

○エネルギーの正しい使い方を知り、環境や資源を守るための方法について考える。

（生活を工夫し創造する能力）

○エネルギー変換で循環型の技術について効率的に調べる。 （生活の技能）

○地球環境保護の観点から、循環型社会の必要性を理解する。

（生活や技術についての知識・理解）

イ 単元の評価規準について

(ｱ) 単元の評価規準

生活や技術につア イ ウ エ生活や技術への 生活を工夫し創 生活の技能

関心・意欲・態度 造する能力 知識・理解いての

単 ○エネルギーの有効 ○身近な生活におい ○効率的なエネルギ ○循環型社会の重要

評元 活用に関心をもっ て、資源や環境を ー変換の仕組みや 性について理解し

価の ている。 守るための方法を 方法について調べ ている。

規 考えている。 ている。

準

具学 地球環境問題に関 エネルギーの正し 省エネルギーを考 環境保全・省エネ① ① ① ①

体習 心をもち、意欲的 い使い方を知り、 えた上で、自動車 ルギーに役立って

の活 に学習している。 自ら進んで環境や や照明器具などに いる技術の進歩や

評動 エネルギー変換に 資源を守る方法に おける省エネルギ 活用について理解②

価に 関心をもち、進ん ついて考え工夫し ーについて、イン している。

規お で調べようとして ている。 ターネットで検索

準け いる。 できる。

る
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(ｲ) 観点別評価の進め方

学習活動における Ａ「十分に満足できる」と判断される視点と具体的な姿

具体の評価規準 Ｃ「努力を要する」と判断された生徒に対する手だて

地球環境問題に Ａ 生活と関連づけながら、身の回りにある環境問題や、①

関心をもち、意 新しい技術に関心をもって調べようとしている。ア

生活や技術へ 欲的に学習して Ｃ 身近にある事柄を取り上げて、興味をもたせる。

の関心・意欲 いる。

・態度 エネルギー変換 Ａ 最新の技術に関心をもち、積極的に調べようとしてい②

に興味をもち、 る。

進んで調べよう Ｃ 新しい技術で作られた製品などを提示して興味をもた

としている。 せる。

エネルギーの正 Ａ 省エネルギーを考えた生活にするために、身の回りに①

しい使い方を知 ある製品等を効率よく活用するよう工夫している。イ

生活を工夫し り、自ら進んで Ｃ 他の生徒の意見を聞かせたり、実際に工夫された事柄

創造する能力 環境や資源を守 などを取り上げたりする。

る方法について

考え工夫してい

る。

省エネルギーを Ａ 正確な手順で情報を選択することができ、比較しやす①

考えた上で、自 いようにまとめることができる。ウ

生活の技能 動車や照明器具 Ｃ 検索に必要なキーワードを提示し、必要な情報を的確

などをインター に得られるようにする。

ネットで検索で

きる。

環境保全・省エ Ａ エネルギー変換の仕組みと地球環境への影響を関連付①

ネルギーに役立 けて説明できる。エ

生活や技術に っている技術の Ｃ ハイブリット車などの技術を中心に、代表的なエネル

ついての知識 進歩や活用につ ギー変換について検索させる。

・理解 いて理解してい

る。

(3) 指導計画（全３時間）

評価規準
時数 学習のねらい 評価方法

との関連

１ ○身近な生活の中で、エネルギーを有効に利用する方法につ の 学習活動ア ②

いて関心をもつ。 技術ノート

２ の ワークシート○より効率的なエネルギー変換を行う技術、製品を検索し、 ウ ①

本時 学習活動その性能を比較できる。

○身近な生活の中で、環境問題や新しい技術に関心をもつ。 の 感想文ア ①

３ ○エネルギーの正しい使い方を知り、環境や資源を守る方法 の ワークシートイ ①
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を考える。 技術ノート

の ワークシート○地球環境の保護の観点から、循環型社会の必要性を理解す エ ①

る。

(4) 学ぶことへの関心・意欲を高める指導の工夫

ア ネットワークの活用

各教科等でインターネットによる調べ学習はよく行われている。生徒たちによる検索も日

常化してきた。しかしＷebページから得られる膨大な情報の中から、自分の課題に沿った内

容を見付けそれに基づいて学習を進めるのは決して容易なことではない。そこでは、ネット

ワークを使いこなす技術とマナーを身に付けさせることが大切であると考える。本単元では

このような力を生徒に付けることも目指した。

(5) 指導の実際

ア 展開例

(ｱ) ねらい

○自動車や照明器具のエネルギー変換の効率性を比べる。

○エネルギーの効率化と環境保全とのかかわりについて考える。

(ｲ) 展開

学 習 活 動 指 導 上 の 留 意 点 評価と評価方法

導 １前時に調査した内容を確認す ○いくつかのＷebページを提示

入 る。 する。

２前時のキーワードを使用し、 ○データの信頼性などを検証さ より多くの製品につ

展 自動車について多くの製品を せる。 いて調べているか、

インターネットを使い調べる ○より多種類の製品を調べられ ワークシートで確認。

開 ３それぞれの製品の性能をイン るように支援する。 する。

ターネットを活用して調べ、 ○省エネルギーを考えた製品で （ワークシート、学

ワークシートに記入する。 あることを確認する。 習活動 〈 の 〉） ウ ①

４身近なところで多くのエネル ○プロジェクターなどを使い各 省エネルギーの製品

ギー変換が行われていること 生徒が調べた物を提示する。 について、どこまで

ま を知る。 調べているか確認す

る （ワークシート）。

と 〈 の 〉ウ ①

５エネルギー効率を高めること ○ハイブリット車の技術を取り 適切なキーワードを

め が、自然だけでなく社会にと 上げ、省エネルギーを考えた 使用しているかチェ

っても重要であることを認識 技術であることを確認する。 ックする。

する。 また照明器具のエネルギー効 （学習活動）

率についても調べさせる。 〈 の 〉ウ ①

(6) 考察

ア ネットワークを活用した学習
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ネットワークの活用には 「情報の発信」や「情報の共有」などがある。イントラネット、

が整備された環境であれば、各自が調べた内容をネットワークを通じて発表したり、それぞ

れが違う課題について調べたことを共有したりすることができる。それら一連の学習を系統

立てて行うことができれば、学習効果も高まると考える。そして、コンピュータを使用する

ことで興味・関心が高まり、学習への意欲も高まるものと考えられる。

イ 調べ学習について

ネットワークを活用した授業展開として 「調べ学習」が取り上げられることが多い。こ、

れは、インターネットが最新の情報を得るために有効な手段として考えられるからであり、

それを利用することで、手軽に多くの情報を得ることができる。その反面、多くの情報の中

から必要な情報にたどりつくには「スキル（技術 」が必要であり、中学校では技術科の学）

習が中心となっている。

インターネットを使った検索については、小学校だけでなく、中学校に入ってからでも様

々な場面で学習している。しかし、今回の授業では検索のキーワードが複雑化し、高いレベ

ルのスキルが必要とされていた。そのため、なかなか目的の情報に達することができず、時

間を要する生徒も見られた。

また、インターネットの情報は多岐にわたり、生徒自身が情報を正しく判断するには非常

に難しい場面も多く出てきている。生徒たちを取り巻く環境は日々変化しており、ネット上

でのマナーやエチケットなどにも配慮しながら、情報の検証についても常に留意しておかな

ければならない。

本校のコンピュータ室は、左右の席が近いため学習中でも両側の級友に声をかけやすい。

、 。そのためスキルに不安のある生徒でも 隣の生徒に尋ねたりして学習を進めることができる

また、検索でつまずいている生徒には、教員が検索のキーワードを提示することで、学習が

進むようにした。

技術科の授業では、男子の意欲が高く、逆に女子に意欲的な態度がなかなか見られない傾

向があるが、コンピュータを使った授業では、男女に関係なく高い関心をもって学習する姿

が見られた。

写真１ 学びの様子① 写真２ 学びの様子②
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ウ 自動車のエネルギー変換とその利用

調べ学習は、教科書に載っている自動車か

ら始めた。自動車には興味を示す生徒も多く、

メーカーを自分で探し、多くの車種を調べる

姿が見られた。その中に、エネルギー変換の

効率がよいハイブリット車などを中心に調べ

る生徒もいたが、中には自分の知っている名

前の車種を中心に調べ学習を進める生徒もい

た。

現在、ハイブリット車は２社から販売され

ているが、それ以外にも燃費のよい車種を探

して検索を進める者もおり、インターネット

を利用したことによる学習効果が見られた。

エ 照明器具のエネルギー変換

つづいて、照明器具のエネルギー変換につ

いて学習した。３種類の照明器具を例として

取り上げた。これまで消費電力や耐久性の面

で違うことは学習していたが、具体的にどの

。ように違うかを比べるには至っていなかった

家庭用電器メーカーを中心に検索していた生徒の中には、照明器具を製作していない会社

を調べるなど、自動車の検索以上に幅広い知識が要求された。それ以外の照明器具について

は、具体的な検索ができており、それぞれの性能を比較することにより、どの製品がエネル

ギー変換効率がいいか、理解を深めるのに役立っていた。

オ 第３時の展開

第２時の学習では、更に一歩進んだ学習として、教科書にはない製品の比較も準備はして

表２ ハイブリット車以外を中心にした

ワークシート

表１ ハイブリット車中心のワークシート

図２ 発光ダイオードの性能

（参考）技術開発機構Ｗebページ

表３ 照明器具を調べたワークシート

図１ ハイブリットシステム

（参考トヨタ自動車Ｗebページ）
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いたが時間内の都合上、展開できなかった。そこで、第３時の学習で行ったところ、冷蔵庫

などの家電製品を検索し、比較する生徒の姿が見られた。

インターネットを使って製品を調べ、それらを互いに比較してエネルギー変換の効率よい

製品に関心をもつ生徒が増えたと考える。

(7) 成果と課題

ア 成果

ネットワークを活用することにより、教科書や資料集にはない新しい情報を手に入れるこ

とが可能となり、生徒の学習に対する集中力を高め、興味・関心を伸ばすことが分かった。

その中でもインターネットは、図書館や個人による資料を集めての調査と比べると、情報量

の多さやその詳細さなど、量や質において大きな違いがある。また、調べ学習にかかる時間

を考えても有効な手段だと思う。

イ 課題

ネットワークを授業で活用するためには、それを使う生徒のスキルの上達が不可欠で、そ

のための学習時間が必要である。さらに、新しい機器を使っていくためには、それらを使い

こなすための力が必要となる。これは、教科間の連携を考えて計画的に実施していかなくて

はならない。

今回の学習では、インターネットの使用方法の復習から始まり、エネルギー変換について

学習した後に、調べ学習を行ったが、興味・関心を高める観点からも、調べ学習を実施して

からの方が、学習の定着度は高かったのではないかと思う。

参考・引用文献

(1) トヨタ自動車「ＨＹＢＲＩＤ ＳＹＳＴＥＭ」

http://toyota.jp/index.html

(2) 独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構「発光ダイオードの性能」

http://app2.infoc.nedo.go.jp/kaisetsu/nan/nan09/index.html#3

(3) 財団法人 省エネルギーセンター「省エネ性能カタログ（家電製品 」）

http://www.eccj.or.jp/catalog/home_electronics.html

（参考 省エネルギーセンターＷebページ）図３ 冷蔵庫の消費電力量比較表

http://toyota.jp/index.html
http://app2.infoc.nedo.go.jp/kaisetsu/nan/nan09/index.html#3
http://www.eccj.or.jp/catalog/home_electronics.html
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ネットワークを活用した授業の在り方
（小学校高学年：社会科）

広陵町立真美ヶ丘第一小学校 教諭 杉 村 幸 恵

Sugimura Yukie

第６学年 世界の中の日本とわたしたち 『日本とつながりの深い国々』

(1) 単元の構想

ア 教材観

本単元では 「外国の人々とともに生きていくためには異なる文化や習慣を理解し合うこ、

とが大切である」を理解させることをねらいとしている。ますます国際化が進むであろうこ

れからの時代には、異なる文化や習慣を理解し関心を深めることは、外国の人々のものの見

方や考え方を理解し、尊重することにつながると思われる。児童自らが興味・関心をもち、

調べ学習を展開し、更に知りたいことを見付け問題解決をしていくこの学習は、異文化を理

解し、ともに生きていくという点から重要であると考える。

イ 児童の実態

本学級の児童は、何ごとに関しても興味・関心をもち、学習にも真面目に取り組む。社会

科の歴史学習にも興味をもち、意欲的に取り組んでいる。しかし、学年当初は「社会科は暗

」 、「 」 。 、記が多い というイメージが強く 社会科は苦手 と感じている児童も見られた そこで

教科書に載っていることだけでなく、歴史的なできごとにまつわるエピソードや新聞記事を

、 、 。紹介して 社会科に対する興味・関心を高め 楽しんで取り組むことができるよう心がけた

その結果、次第に伝記や小説を読んだり、テレビで放映されている歴史番組もよく視聴した

りするようになった。また、最近では日々のニュースなどから政治や世界情勢にも興味をも

ち始め、日常生活の中でも話題にすることが多くなってきた。

コンピュータを使った学習については高い関心を示す児童が多く、意欲的に取り組んでい

る。しかし、コンピュータの操作自体に関しては、家庭での使用頻度などにも違いがあり、

スキルの差は大きい。検索に関しても自分でできる児童もいれば、キーワードの操作や検索

方法への個別指導が必要な児童もいる。

ウ 指導観

歴史学習全般を通して、人物やできごとなど自分で更に調べたいことや学習を深めたいこ

とを図書資料やインターネットのＷebページで検索させ、学習を充実させてきた。知りたい

ことや学習したことが図書やＷebページを利用することによって、自分で確認できるという

ことは児童にとって大きな喜びである。また、学習を発展させる上でも効果的であり、習熟

という点からも有効だと考えられる。

このように児童の学習意欲を高め、また新しい情報を瞬時に得ることができる利点を生か
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、 、 。し 本単元では調べ学習の一環として 電子メールを活用した学習を取り入れることにした

一般的な図書資料やＷebページでも様々な情報を得ることはできるが、外国の人々の生活や

同年代の子どもたちが考えていることを情報として得るには限りがある。そこで、今回は貿

易でのつながりが深く、日本からの観光客も上位を占めるオーストラリアと、奈良県と同じ

く古い都であり文化遺産も多く残るハンガリーの生活の様子や文化や習慣について調べるこ

とから学習を始めた。図書資料やＷebページでも調べられなかったことについては、現地に

住む人に直接聞き、問題解決に当たらせる。その際、児童にとって言語の心配がなく質問や

意見の交流ができるよう、現地の日本人学校に在籍する子どもたちと電子メールの交換をす

る活動を取り入れた。この学習で、知りたいと思う意欲、知る喜び、伝え合う楽しさを味わ

うことができると考える。

(ｱ) 指導の重点

ａ 図書資料を活用する

、 。 、図書室の資料を活用して 関心のある国について調べる より幅広く調べられるように

町立図書館からも蔵書を借用し、調べ学習を行う。

ｂ コンピュータを活用するための技能を習得する

Ｗebページを活用し、自分に必要な情報を得る方法を練習する。単語で、区切って、語

句と語句の間にはスペースを入れるなどキーワード検索の仕方に慣れる。また、得た情報

を保存する方法を習得する。さらに、電子メール機能を使い、友だち同士で自分の伝えた

いことを簡潔に文章表現する学習を行う。必要に応じて自分たちの伝えたいことが適切に

表現できるよう、ディジタルカメラを使って画像を保存・添付することにも慣れる。

ｃ 学習カードを活用する

学習カードに「更に知りたいこと 「得た情報」などをまとめ、分かったこと、更に知」

りたい内容を把握しながら学習する。電子メールで得た情報は鉛筆で書き加え、図書など

から得た情報は赤で書き加えるなどして情報の整理をしながら取り組む。

ｄ 日常生活の中から疑問点を見付ける

今回の調べ学習では、図書資料やＷebページでは知ることのできない内容を尋ねたり、

外国に住む同年代の児童の考え方と比べさせたりして、一人一人に自分なりの意見や考え

をもたせたいと考えた。そのためには、一つ一つの学習問題について、自分たちの考えを

図１ 児童のワークシート
図２ 児童のワークシート
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まとめた上で、質問内容を考えさせた。

(2) 単元の目標と評価規準

ア 単元の目標

○我が国と経済や文化などでつながりの深い国々の様子に関心をもち、意欲的に調べ、考え

ようとする。 （関心・意欲・態度）

○我が国と経済や文化などでつながりの深い国々の人々の様子について、互いの国の共通点

。 （ ）や相違点を考える 思考・判断

○我が国と経済や文化などでつながりの深い国々の人々の様子を本やインターネットを活用

、 。 、 。 （ ）し 具体的に調べる また 調べたことを目的に応じた方法で表現する 技能・表現

○我が国と経済や文化などでつながりの深い国々の人々の生活の様子や文化や習慣を理解す

る。 （知識・理解）

イ 単元の評価規準について

(ｱ) 単元の評価規準

関心・意欲・態度 思考・判断 技能・表現 知識・理解ア イ ウ エ

○日本とつながりの ○日本とつながりの ○相手国の様子につ ○相手国の人々の暮

単 深い国について関 深い国の人々の暮 いて、書籍などの らしや文化・習慣

元 心をもち、意欲的 らしや文化・習慣 資料やＷebページ を理解している。、

の に調べ、追究して について問題意識 電子メールによる

評 いる。 をもち、共通点や 取材などを通して

価 ○日本とつながりの 相違点を考えよう 具体的に調べてい

規 深い国の生活や文 としている。 る。

準 化・習慣について ○調べた結果を整理

興味・関心を深め し、分かりやすく

ている。 表現している。

日本とつながりの ハンガリーやオー ハンガリーやオー ハンガリーやオー① ① ① ①

評学 深い国について関 ストラリアの人々 ストラリアとの結 ストラリアの人々

価習 心をもつとともに の暮らしについて び付きについて、 の暮らしや社会の、

規に ハンガリー・オー 関心をもち、学習 図書館の資料や地 様子を理解してい

準お ストラリアから国 の見通しをもって 球儀、地図帳、Ｗe る。

け を選び、興味や関 取り組んでいる。 bページの活用や電 異なる文化や習慣②

る 心を高めている。 調べたことを基に 子メールによる取 を理解し合うこと② 、

具 自分の選択した国 ともに生きていく 材を通して、具体 の大切さや、相互②

体 に関心をもち、意 ことの大切さや異 的に調べている。 理解の大切さが分

の 欲的に調べようと なる文化や習慣を 調べた内容や電子 かる。②

している。 理解し合うことの メールにより、得

大切さについて考 た情報を分かりや

。えている。 すくまとめている
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(ｲ) 観点別評価の進め方

学習活動における具体の評価 Ａ「十分に満足できる」と判断される視点と具体的な姿

規準 Ｃ「努力を要する」と判断された児童に対する手だて

日本とつながりの深い国に Ａ 根拠をもって調べる国を選ぶとともに、自分の選んア ①

ついて関心をもつとともに だ国の人々の生活の様子について調べたいことが明確、

関 ハンガリー・オーストラリ になっている。

心 アの中から国を選び、興味 Ｃ ニュースや新聞記事などの情報を提示したり、友だ

・ や関心を高めている。 ちの意見を参考にさせたりして、外国の様子に着目す

意 るように個別に助言する。

欲 自分の選択した国について Ａ 調べたいことが明確であり、それについて自分なり②

・ 関心をもち、意欲的に調べ の予想や見通しをもっている。

態 ようとしている。 Ｃ 図書レファレンスをしたり、検索の方法を助言した

度 りする。

ハンガリーやオーストラリ Ａ 調べたことについて、更に疑問点をもったり、自分イ ①

アの人々の暮らしについて なりの予想や見通しをもって学習している。、

思 関心をもち、学習の見通し Ｃ 衣・食・住などの日常の様子などにも着目させたり

考 をもって取り組んでいる。 しながら、次の課題を見付けさせる。

・ 調べたことを基に、ともに Ａ 日本との共通点、相違点に気づき、どのように共生②

判 生きていくことの大切さや していくとよいのかを考えている。

断 異なる文化や習慣を理解し Ｃ 日本との共通点、相違点に視点を向けてみるよう助

合うことが大切であると考 言する。

えている。

ハンガリーやオーストラリ Ａ 自分の調べたいことについて、多くの図書資料の中ウ ①

アとの結び付きについて、 から適切に選択したり、キーワードを考え、スムーズ

技 図書館の資料や地球儀、地 に検索したりすることができる。

能 図帳 Ｗebページの活用や Ｃ キーワードとなる言葉や語句を助言するとともに、、 、

・ 電子メールによる取材を通 コンピュータ操作についての個別指導を行う。

、 。表 して 具体的に調べている

現 調べた内容やメールにより Ａ 次の課題に取り組みやすいように、得た情報を整理②

得た情報を分かりやすくま している。

とめている。 Ｃ 得た情報やこれから得たい情報などを、整理するよ

うに助言する。

ハンガリーやオーストラリ Ａ それぞれの国の人々の生活の様子や特色、よさにつエ ①

アの人々の暮らしや社会の いて理解している。

知 様子を理解している。 Ｃ 料理や衣装など、身近なものからイメージをもつよ

識 う助言する。

・ 異なる文化や習慣を理解し Ａ 国は違っても、世界の平和や環境を守る気持ちは同②

理 合うことの大切さや、相互 じであることに気付いている。

解 理解の大切さが分かる。 Ｃ それぞれの国の取組と、日本の様子を比べてみるよ

うに助言する。
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(3） 指導計画（全７時間）

次数 学習のねらい 評価方法
評価規準

との関連

第１次 日本とつながりの深い国について知る。

１時間 経済や文化などでどのように深いかかわりがあるの の ノート〈 〉 ・ ア ①

かを知る。 発表内容

第２次 日本とつながりの深い国について調べる計画を立て

２時間 る。〈 〉

ハンガリー、オーストラリアのうちから調べたいと の ワークシート・ ア ①

思う国を選び、なぜその国について調べたいのか確認

する。

調べたい国についての基礎的な情報を収集し、更に の 行動観察・ ア ②

調べたい内容や方法について考える。 の ワークシートウ ①

第３次 ブダペストやメルボルンの日本人学校の児童と電子メ

２時間 ールによる交流をする。〈 〉

基礎的な情報を基に、更に知りたいこと、尋ねたい の ワークシート・ ア ②

ことを分かりやすくまとめる。 の ワークシートウ ②

自分たちの生活や文化、習慣について知らせたいこ の 行動観察・ イ ①

とを文章や写真などを使って 分かりやすくまとめる の ワークシート、 。 エ ①

《本時２／２》 電子メールの

内容

第４次 調べたこと、交流して知ったことなどを発表する。

２時間 調べた国についてグラフやイラスト、図などを入れ の ワークシート〈 〉 ・ イ ②

ながら分かりやすく、整理する。

自分たちの調べた内容を分かりやすく発表する。 の 発表内容・ エ ②

(4) 学ぶことへの関心・意欲を高める指導の工夫

ア ネットワークの活用

(ｱ) 的確かつ簡潔に文章を書く

生活に即した情報をより素早く得る方法として、ブダペストやメルボルンの日本人学校に

通う児童と電子メールによる交流をすることにした。そこで、相手に分かりやすく質問した

り、依頼文を書いたりできるようになるための学習も行った。その学習過程は下記のとおり

である。

電子メールソフトを使って身近な友だちと送受信する。電子メールを出す際の言葉の選・

び方などのマナーについて考え、できるだけ簡潔に文章を書く練習をする。

必要な資料をペーストしたり、レイアウトを考えたりして、相手に分かりやすく伝える・

電子メールの作成を練習する。

(ｲ) 交流できる学校を探す

日本とつながりの深い国々の中から、交流できる学校をあらかじめ見付けておく。児童が

直接文章での交流ができることを考慮し、現地の日本人学校を対象にする。
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(5) 指導の実際

ア 展開例

(ｱ) ねらい

ブダペストやメルボルンで生活している人たちの情報から、その地域の生活や習慣、文化

について関心を高め、更に調べたいことや電子メールを交換する相手（日本人学校の児童た

ち）に伝えたいことを分かりやすくまとめる。

(ｲ) 展開

学習活動 指導上の留意点 評価と評価方法

１本時のめあてを確認す ○自分たちで調べたことを基に、質問したい

る。 ことについて確認させる。

更に調べたいことや伝えたいことを

分かりやすくまとめよう

２電子メールを開く。 ○コンピュータの操作状況を確認し、支援す 外国の生活や習慣文

る。 化に興味をもち進ん

○届いた電子メールから、分かりやすく書か で知ろうとしてい

れている文章に着目させる。 る。

（ワークシート）

〈 の 〉ア ②

３電子メールを作成す ○既知の情報を生かして、生活や習慣、文化 伝えたいことを分か

る。 などいろいろな分野にわたって質問を考え りやすくまとめてい

・更に知りたいこと させる。 る。

・伝えたいこと ○自分たちの生活や習慣など、伝えたいこと （ワークシート・

・質問に対する答え を分かりやすく伝 電子メールの内容）

える書き方を考え 〈 の 〉ウ ②

させる。

４次時の予告をする。

(ｳ) 意識調査の分析

一人一人が「学習に参加している」という実感をもちながら学習を進めることは、児童が

学ぶ喜び・知る喜びを味わい、そして更に新しいことを獲得する喜びにつながっていくこと

図３ 授業の様子

図４ 授業の様子
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になると改めて感じた。

ここで学習後に行ったアンケートの結果を中心に、児童の意欲の高まりを考察していきた

い。

学年当初 「社会科の学習は好きではない」と答えた児童が多かった中、今回の学習を終、

えてのアンケートでは約８割の児童が「楽しく学習できた」と答えた。その理由として児童

は、次のように記している。

・自分の知らない国のことがいろいろ知れたし、教えてもらえたから楽しかった。

・外国に住む友達と楽しく電子メールのやりとりができた。

・外国のことなんて全然知らなかったけど、電子メールなどを通してどんな国かよく分か

った。

・教科書だけの学習だと飽きるときもあるけど、住んでいる人とやりとりできて楽しく学

習できた。

・電子メールでいろんなことを聞いたり、質問に答えたりするところが楽しかった。

・外国の人と交流したり新聞をつくるうちに海外に興味がもてた。

・オーストラリアのことをくわしく教えもらえたり、どんなふうにまとめるのかを考えた

りするのが楽しかった。

また、コンピュータを使った学習についての問いには、図３のように「嫌い」と答えた児

童はわずか一人のみであった。特に 「今回の学習を通してコンピュータを使ってよかった、

と思うことは何か 」の問いには、。

・調べるのが早くなった。

・キーボードの操作が上手になった。

・保存、検索、電子メールの送受信の方法が分かった。

などのスキル面を挙げている児童もいたが、

・電子メールを使うことで本やＷebページでは調べられないことも調べられてよかった。

・今、現在のことをすぐに知ることができるのが嬉しい。

・文章だと聞きやすい気がした。

図５ コンピュータについての興味・関心 図６ 外国のことについての学びの意識
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さらには、

・コンピュータでまとめるのは修正がしやすいし、友達と相談もしやすかった。

など、内容面での充実を挙げている児童が多かった。コンピュータを使う中でも、電子メー

ルを使い外国の人と交流ができたこと、自分の知りたいことがきちんと分かったこと、グル

ープの友だちと相談しながら進められたことなど、ネットワークの活用を通して学ぶ楽しさ

を味わえたことに満足感を得ることができた。

さらに、図４の「外国のことを学習するのは好きですか 」の問いには、８割を超える児。

童が「好き」と答え、その理由として

・外国に友達ができたことが嬉しいから。

・調べていくうちに、どんどん知りたいことが増えてきたから。

などと記入している。人とのつながりの中か

ら外国のことを学ぶ楽しさを味わうことがで

きた。

この三つの結果から、自らの課題が明確化

され、かつ問題解決の見通しが明らかである

こと、そして何より自ら学習に参加している

という実感が味わえることが児童の学習意欲

を高めることにつながった。学習が一方通行

にならないように他校との交流をもちながら

進めたことも児童の好奇心を揺さぶり、意欲

を高める要因となった。児童は、自分が知り

たいことを文章にし送信することで、返信が

、「 」「 」来るまでの間 早く知りたい まだかなあ

などの期待感をもって学習を進めていくこと

。 、 、ができた また 相手からの質問に対しては

できるだけ的確に答えられるよう、友達同士

で何度も検討し合っていた。相手が同年代の

子どもであるので,子どもたちなりに相手の

ことを思いながら難しい言葉を分かりやすく

言い換えたり、より分かりやすくするために

画像を貼り付けたりしながら質問に答えてい

た。自分のために調べ学習をしていた時とは

違い、伝える相手をしっかりと意識しながら

、 、学習を進めることで 意欲を高めさせながら

更なる課題へと取り組むことができていた。 図７ 本学級の児童が送信した電子メール



- 20 -

また、今回の学習では複数（２人または

３人）で活動を進めた。グループを組むと

きには個々の特性、スキルの個人差または

男女も考慮した。スキル学習が終わり、今

回の学習で楽しく学習できたと感じたわけ

を聞いたところ、以下のような答えがあっ

た。

・友達と協力してできたところがよかった。

私は文章を考えるのは苦手だけれどパソコ

ンを打つのは好きだから。

友達と仲良く活動ができたことが楽しかっ・

た。教え合ったり一緒に考えたりするのが

楽しかった。

グループ学習を通して、互いに得意なと

ころを出し合い、苦手なところを補い合い

ながら学習を進めることで 「できなかった、

らどうしよう 」という不安を取り除きなが。

ら学習できたようである。

 

 

図８ 日本人学校（ハンガリー）の児童から

届いた電子メール
図９ 日本人学校（オーストラリア）の

児童から届いた電子メール
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(6) 成果と課題

ア 成果

今回の取組で、児童が意欲をもって学習を進める

ことができ 「日本とつながりの深い国々についての、

関心を高め、互いに理解を深める 」という学習のね。

らいは達成できたと考える。交流を通して、環境や

平和のことなどについて、異なる国で生活する同年

代の児童が、どのように考えているのかを知ること

ができた。これは、図書資料やＷebページでもなか

なか知ることが難しく、今回電子メールを使うこと

で、効果的に学習できたと考える。お互いの意見を

交換し合う中で住んでいる国は違うけれど、思いは

同じであることにも気付くことができた。そのことでお互いを理解し、ともに生きていくこ

との大切さを学ぶこともできたように思う。

まとめの学習でもＷeb上で複数人が同時に活動する方法を取り入れた。この方法は自分の

活動を持続できる上に、画面でも友達の進み具合を確認することができる。文章を打ち込ん

でいく作業は個別のものになるが、同じ項目が重ならないように、また、レイアウトをどう

していくかなどグループで綿密に話し合いながら進めていく必要がある。今、自分がどの箇

所を担当していて、それが全体の中でのどの部分になるのかを確認でき、児童の積極的な活

動につながったとも言える。

イ 課題

あくまでもネットワークを活用することは一つの手段であり、それが目的ではないという

ことを押さえながら学習を進めてきたつもりではあるが、ネットワークを使うこと、または

コンピュータを巧みに

操作できるようになる

ことが学習の大部分を

占めてしまったことは

否めない。

今後、児童の意欲の

高まりを持続しつつ、

学習の質を高めていけ

るような展開の仕方を

追究していく必要があ

ると思われる。

図10 調べ学習の感想

図12 本学級の児童が送信した電子メール

図11 調べ学習のまとめ
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ネットワークを活用した授業の在り方
（小学校中学年：理科）

大和郡山市立片桐西小学校 教諭 丸 山 裕 二

Maruyama Yuji

第４学年 秋のしぜん

(1) 単元の構想

ア 教材観

、 、 。 、秋は 児童が育ててきたヒョウタンが実り 収穫の喜びに心を躍らせる時期である また

夏に高かった気温が下がることで、夏にあれほど活発であった動物の活動や植物の成長が止

まり、次の世代に命をつないだり、冬を越す準備を始めたりする季節でもある。

本単元では、春から秋にかけて身近な動物や植物を観察してきた記録を整理し、季節ごと

に比べることで、気温が上がっていく春から夏にかけての生き物の様子と、気温が次第に下

がり始める秋の生き物の様子の違いを比較して考えていく。その中で、児童は気温の変化が

生き物の活動や成長に大きくかかわっていることを理解し、気温の変化に合わせて生き物が

生きていくための知恵を感じることができる。

イ 児童の実態

本学級の児童は、パンジーにつくツマグロヒョウモンの幼虫を見付けると、図鑑で名前や

成虫を確認して羽化させたり、学校でネギの種子をもらうと、植え方を調べ、クラスのなか

まに栽培方法を詳しく書いた紙と一緒に種子を配ったりするなど、身の回りの自然現象につ

いて探究していこうとする。これらの活動は、一人の児童が個人的に進めていく場合もある

が、多くの場合、なかまを募ってプロジェクトチームを組み、参加の呼びかけや報告を責任

をもって行っている。このような活動が成立する背景には 「伝えたい 「知りたい 「や、 」、 」、

りとげたい」といった知的好奇心を満たしたいという思いを多くの児童が抱いていることが

挙げられる。

また 「春のしぜん」や「夏のしぜん」の単元では、ヒョウタンやソメイヨシノの育ちを、

観察しながら、総合的な学習の時間と並行して、身近に生えている代表的な植物を10種類採

集し 「身近な植物10種標本」を作った。児童は、これまでに「草 「雑草」としか呼んで、 」、

、 。 、いなかったものにきちんと名前があることを知り 草花に興味をもつ児童が増えた 中には

夏休みの自由研究に多くの種類の植物を採集し、新たな疑問をもつなど、より学習を深める

ことができた児童もいた。

ウ 指導観

本単元では、身の回りの生き物を観察カードに記録するだけでなく、総合的な学習の時間

に行った「春の植物採集10種 「秋の植物採集10種」と関連付けて、植物の様子や種類、」、
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成長の変化をまとめていく。また、児童が、自分の思いや考えを、生き物に尋ねたり、問い

かけたりするつもりでまとめ、そのまとめたものを発表し、意見を出し合うことで、みんな

と共に考えを深めていく。

、 、 、 、児童は 活動や成長の様子を時間を追って 順序よくまとめ 考えることができているが

気温の変化と結び付けて考えられる児童は少ないと思われる。そこで、気温が上がる夏の自

然の変化と、気温が下がる秋の自然の変化については、これまでに測定している気温のデー

、 、 。タをグラフ化し 比較させることで 生き物の活動・成長の変化との関連性に気付かせたい

さらに、学習を進めていく際、児童の予想を大切にして取り組み、３学期に学習する「冬

のしぜん」の単元に向けて、生き物が今後、冬越しの準備を行ったり、次の世代に命をつな

ぐ準備を行ったりすることについて考えさせたい。

エ ブログの活用

本単元では、社会科の学習「山地のくらし」と関連をもたせながら、同じ奈良県でも盆地

にある片桐西小学校と吉野山地にある野迫川小学校では、季節の変化、動物の活動や植物の

成長に違いがあることを取り上げたいと考えた。そこで、野迫川村の様子をくわしく知るた

めに、ブログでの交流を行うことにした。教科書を用いた学習では、自分たちの住んでいる

地域しか知ることができないが、ブログを使い、共に学び合うことで、それぞれの地域の生

き物の共通点や相違点という新たな発見につながり、より一層学習を深めていけると考えて

いる。

(ｱ) コメント機能をいかした協同学習

ブログのよさの一つとして挙げられるコメ

ント機能をいかして協同学習を進めていきた

い。児童は、自分たちが書いた記事にコメン

トをもらえると、学習意欲が向上し、より一

層積極的に学習に取り組む。そこで、記事を

見ているということが相手に伝わるように、

記事には、できる限りコメントをつけさせる

ようにする。お互いに観察記録にコメントを

書き、コメントに答え合うという活動を通し

て、お互いの考え方に共感したり、新しい考

え方を導いたりしながら、学習を深めさせて

いく。

(ｲ) 共通点や相違点の発見

季節の変化や動物の活動、植物の成長に共通点や相違点があることを取り上げて考えてい

くために、片桐西小学校と野迫川小学校の観察記録を関連させながら考えていきたい。そこ

で、それぞれの学校のブログや学習内容を個々にまとめながら、比較して考えていくことを

数多く経験させていく。今回は、自分たちのブログ（観察記録）を丁寧に完成させたり、お

互いのブログ（観察記録）を見て、コメントに答え合ったりすることで、比較して考える経

験をさせ、共通点や相違点に気付くことができる力をつけさせたい。

図１ ブログのページとコメント
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(2) 単元の目標と評価規準

ア 単元の目標

○ 秋の動物の活動や植物の成長を興味・関心をもって、継続して観察することができる。

（自然事象への関心・意欲・態度）

○ 動物の活動や植物の成長と季節とのかかわりをとらえることができる。

（科学的な思考）

○ 秋の動物や植物の様子を観察・記録し、結果を分かりやすく表すことができる。

（観察・実験の技能・表現）

○ 季節により、動物の活動や植物の成長に違いがあることを知る。また、地域により、動

物の活動、植物の成長だけでなく季節の変化にも違いがあることを知る。

（自然事象についての知識・理解）

イ 単元の評価規準について

自然事象への 科学的な思考 観察・実験の 自然事象についア イ ウ エ

関心･意欲･態度 技能・表現 ての知識・理解

○秋の生き物の様子 ○動物の活動や植物 ○気温を測定し、生 ○秋になると、動物

に興味をもち、季 の成長と季節の変 き物の様子を観察 の活動が、活発で

節や場所による違 化とを関連付けて ・記録することが なくなり、植物の

単 いを調べようとす 考える。 できる。 成長が止まり、結

元 る。 実することが分か

の ○観察記録をまとめ る。

評 て、秋の生き物の

価 様子について交流 ○地域により、季節

規 することができ の変化や動物の活

準 る。 動、植物の成長に

違いがあることが

分かる。

学 自分なりの考えを これまでに調べて 前回の観察や自分 ソメイヨシノやヒ① ① ① ①

習 もち、春や夏のこ きた動植物につい の予想と比較しな ョウタンの成長の

活 ろとの違いを見付 て、季節の変化に がら、観察・記録 記録をまとめ、季

動 けようとしたり、 よる共通点や相違 することができ 節による成長の様

に 自分の疑問をみん 点、冬を迎える準 る。 子や成長の順序が

具お なに尋ねることが 備についてを考え 分かる。

体け できるようにまと る。 自分たちが調べた②

のる めている。 春から秋にかけて 野迫川村の生き物②

評 の生き物の様子 の様子と、自分た

価 で、知らせたいこ ちが観察した生き

規 とをはっきりさせ 物の様子を比べ、

準 ながらまとめるこ 共通点や相違点が

とができる。 分かる。
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(3) 指導と評価の計画（全５時間）

Ａ「十分満足できる」と Ｃ「努力を要する」と判断評価規準

判断される視点と具体的 された児童への手だて次 時 学習内容 との関連 評価方法

な姿について

１ １ 秋のソメイヨ の 観察カード 日々の観察活動を 観察カードを見ながア ①

シノの様子を確 通して、見付けた成 ら、春から夏と夏から秋

かめる。 の ノート 長や変化をまとめ、 にかけての違いを、生きウ ①

発表したり、尋ねた 物の様子や気温のデータ

の 発言 りしている。 を比較させながら、順序エ ①

よく考えさせ、関連付け

ていけるようにする。

２ 秋のヒョウタ の 観察カード 日々の観察活動を 観察カードを見ながア ①

ンの様子を確か 通して見付けた成長 ら、夏から秋と春から夏

める。 の ノート や変化をまとめ、発 にかけての違いを、生きウ ①

表したり、尋ねたり 物の様子や気温のデータ

の 発言 している。 を比較させながら、順序エ ①

よく考えさせ、関連付け

ていけるようにする。

２ ３ 春から秋まで の 観察カード 生き物の様子と季 観察カードを観察したア ①

に調べた生き物 節の変化を関係付け 順に並べながら、考えさ

の様子について の ノート ながら考えることが せ、生き物の様子の変化イ ①

話し合う。 できている。また、 を時間を追ってまとめて

の 発言 気温をグラフにまと いけるようにする。ウ ②

めたり、季節ごとに

項目を作り、項目ご

とにまとめたりでき

ている。

３ ４ 野迫川村の生 の ノート 共通点や相違点を それぞれのブログを見ア ①

本 き物の様子と、 見付け、発表するこ て、比べながら考え、考

時 自分たちが観察 の ワーク とができている。 えたことをノートにまとエ ②

した生き物の様 シート めていけるようにする。

子を比べ、共通

点や相違点を見 発言

付ける。

５ 共通点や相違 の ノート 共通点や相違点を これまでの観察記録やア ①

点を考え出すも 理由や考えを明確に ブログ、地図帳などを一

とになった理由 の ワーク しながらまとめ、発 つ一つ確認しながら考えエ ②

や考えをまとめ シート 表することができて させる。

る。 発言 いる。
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(4) 学ぶことへの関心・意欲を高める指導の工夫

ア ネットワークの活用

(ｱ) ディジタルコンテンツとしての活用

本単元では、季節が進むごとに児童と振り返りを行っ

ているが、自分たちの考えを検証していくために、より

多くの写真が必要になってくる。それは、毎回の観察の

スケッチだけでは、どうしても分かりにくいところが出

てくるからである。

また、写真をたくさん撮っていても、ただ撮っている

だけではまとまりがないので、後々資料として活用する

ことができない。ブログは、この二つの問題を合わせて

解決できる。日時ごとに画像と文書が整理された観察記

録が並び、時間的変化に応じた振り返りがしやすい。情

報が整理された分かりやすい観察記録は、学習意欲を高

めることにつながると考える。

(ｲ) 双方向的な学習の展開

今回の協同学習では、交流相手校の野迫川小学校にも

ブログを作成してもらった。観察記録をネットワーク上

で共有し合うことで、お互いの観察記録をいつでも見合

うことができる。また、疑問に思ったことは、ブログの

コメント欄を利用してどんどん尋ねていく。このような

交流は、まさに、お互いのノートを見ながら学習してい

るような感覚で学習を進めることができる。自分たちの

ブログでは、できるだけ相手に分かりやすいようにまと

めた観察記録を発信し、相手のブログからは、学ぼうと

する姿勢で積極的にコメントを通して学習を進めていく

ことを目指したい。

(ｳ) 交流相手校の選択

交流相手校は、児童が普段なかなか足を運ぶこ

とができず、奈良県の中でも大和郡山市と気候や

くらしに大きな違いがあるところとして、野迫川

村の野迫川小学校を選んだ。結果的に、児童は、

自分たちが生活する地域とは異なる気候の変化に

興味をもって学習を進めていくことができた。本

単元が終了しても、児童の交流は続いており 「冬、

のしぜん」の交流では更に活気が出てきている。

今年は、ほとんど積雪がなかった大和郡山市に比

べ、雪かきが必要な野迫川村の様子を見れば、大

いに興味がわくのも当然のことだろう。

図２ ブログのページ

（片桐西小学校）

図３ ブログのページ

（野迫川小学校）

図４ 雪かきをしている様子

（野迫川小学校のブログより）
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(5) 指導の実際

ア 展開例

(ｱ) 本時の目標

野迫川村の生き物の様子と、自分たちが観察した生き物の様子を比べ、共通点や相違点を

見付けることができる。

(ｲ）本時の指導について

ブログを通してまとめたことをお互いに交流し、地域により、動物の活動や植物の成長に

も違いがあることに気付けるようにする。

(ｳ) 本時の展開

学習活動 指導上の留意点と準備物 評価と評価方法

１お互いのブログや掲 ○お互いのブログや掲載されている写真を見 自分の考えをみんなに

載されている写真を ながら、気づいたことを説明できるように 発表することができる

見て、気付いたこと ノートに分かりやすくまとめさせる。 ようにまとめている。

を共通点や相違点と コンピュータ・プロジェクタ・観察シート （学習ノート）（ ）

してノートにまとめ 〈 の 〉ア ①

る。

生き物の活動・成長の様子を比べ、共通点や相違点を見付けよう

２ノートにまとめたこ ○ノートに書いたことをきちんと読ませると 野迫川村の生き物の様

とをみんなに発表す ともに 自分の体験や考えたことと重ねて 子と、自分たちが観察、 、

る。 自分の言葉で説明できるように助言する。 した生き物の様子を比

べ、共通点や相違点が

分かる。

（学習ノート）

〈 の 〉エ ②

図５ 本時の板書の様子

３次時の授業に向けて ○理由や考えをはっきりさせながらまとめて 野迫川村の生き物の様

共通点や相違点を考 いけるよう助言する。 子と、自分たちが観察

え出すもとになった した生き物の様子を比

理由や考えとともに べ、共通点や相違点が

まとめる。 分かる。

（学習ノート）

〈 の 〉エ ②
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イ 意識調査の分析

児童の多くは、今回の学習でブログに取り組

、 。 、む前から ブログの存在を知っていた それは

各家庭にコンピュータがあり、著名人のブログ

を目にする機会があったからである。一方、ブ

ログを知らない理由の多くは、家庭にコンピュ

ータがないということや、コンピュータがあっ

たとしても、自由に使うことができないという

ものであった。およそ70％の児童がブログを知

っていたことから興味をもって学習に臨むこと

ができた。

また、ブログを使った授業については、ほ

とんどの児童が分かりやすいと答えていた。

「いいえ」と答えた児童は 「太陽の光が強く、

スクリーンが見づらいときがあった」と答え

ていた。これは、座席の位置を変更すれば、

解決する問題であるため、今後、座席位置を

配慮していくことを忘れてはならない。コン

ピュータ室で行う場合は、モニタで鮮明な画

像を見ることができるが、教室では、プロジ

ェクタで投影するため、見えにくくなるのが

課題である。

授業後に実施したアンケートに児童は、次のように答えていた。

・わざわざ遠い野迫川村に行かなくても、野迫川村の様子や学習の様子がよくわかった。

・コンピュータと理科を合わせたら楽しくてわかりやすかった。

・ブログは、コメントも書けるし、他の小学校の全然知らない人と交流できるし、自分と

違う意見を交換しあえ、コミュニケーションがとれるからおもしろい。

・自分のブログの写真と野迫川小学校のブログの写真をくらべることができた。

・同じ奈良県でもサクラのさく時期がちがうことがよくわかった。

・お話で教えてもらうのもわかったけれど、写真を見るともっとわかりやすかった。

。・ほかの学校の人たちと自然や植物の育ち方を学習できるから楽しくてわかりやすかった

児童のアンケートの回答からも、ブログを使うことで興味をもち、楽しんで授業に取り

組むことができた様子がうかがえる。授業ではなかなか手を挙げて発言できない児童も、ブ

ログでは、積極的にコメントを考え、意欲的な姿勢を見せていた。

また 「あなたもブログを使ってだれかと交流をしてみたいと思いますか」という問いに、

は、多くの児童が前向きな気持ちを示すとともに、次のように答えていた。

・植物やいろいろな季節の生き物で交流してみたい。

学校でブログを使う前に、ブログというも
のがあることをを知っていましたか

はい
70％

いいえ
30％

図６ ブログの知名度

ブログを使った授業は
分かりやすかったですか

いいえ
９％

とちらか
といえば
はい13％

はい
78％

図７ 授業について
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・他の市町村の場所や様子を知り、奈良県のことを学び合いたいです。

・いろいろな人と友達になりたいから交流してみたいです。

・ゲームのことや犬のこと、勉強したところ

を見せ合いたい。

・春夏秋冬の移り変わりの交流をすると楽し

そう。

・会ったこともない人といろいろ情報を伝え

合うのが楽しそうだから。

・他の県の人と交流してみたい。

・いろいろな本や七不思議などの不思議を交

流してみたい。

・日常の生活で心に残ったことなどをかいて

みたい。

児童は、自分の世界を広げるためにブログを活用しようと考えたり、理科や社会の学習の

一環としての活用を考えたりしているようであった。また、ブログの活用に消極的な姿勢を

示している児童の意見として、次のような内容が挙げられる。

・失敗したり押してはいけないボタンを押してしまったらいやなので、自分からはやりた

いとは思いません。

・写真を写すのと文章をうちこむのが大変そうと思うから。

、 。このような意見から児童が コンピュータの操作に不安を感じていることがよく分かった

また、ディジタルカメラやディジタルビデオ、ＩＣレコーダなどのディジタル機器を積極的

に活用し、機器の使用にも慣れていく必要があると感じた。この課題を解決するためにも児

童の情報活用能力の実態に沿った年間指導計画を立て、コンピュータなどの基本的な操作を

身に付けさせる必要がある。同時にブログなどの情報手段を適切に利用できるようにするた

めの情報モラルについても指導する必要がある。

児童は、ブログを活用した授業を通して、ネットワークを活用した授業についてイメージ

をふくらますことができ、授業が終わってから次のような感想をノートに書いていた。

、 。・ブログでいろいろなことをうつと たくさんの人に伝えることができると分かりました

・野迫川村と大和郡山市では、こんなにヒョウタンの成長の速さがちがうのかなと思いま

した。野迫川村のヒョウタンは、なかなか芽が出なくて、そしてやっと出たと思ったら

３ヶ月ほどですぐにかれてしまうということが分かりました。

・野迫川村の人たちと植物の育ち方について片桐西小学校と比べられ、違いや同じ所など

が調べられてとてもよかったです。

・わたしは、野迫川村は気温が低いからヒョウタンは育つのが遅いということがわかりま

した。大和郡山市は、気温が高いから育つのが早いです。一緒の日に植えても、野迫川

村の方が育つのが遅いと思いました。

あなたもブログを使って
だれかと交流してみたいと思いますか

いいえ
13％

どちらか
といえば
はい
26％

はい
61％

図８ ブログ活用について
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、 。・野迫川村と交流してわかったことは 野迫川村の方がだいぶ気温が低いということです

びっくりしました。野迫川村の方が涼しいので植物の育ちも遅いことに気付きました。

(6) 成果と課題

ア 成果

(ｱ) ブログを活用した授業について

本単元の学習の中で一番力を入れたいと考えたところは、学習指導案の単元目標にもなっ

ている「季節により動物の活動や植物の成長に違いがあることを知る。また、地域により、

動物の活動、植物の成長だけでなく季節の変化にも違いがあることを知る」というところで

ある。この中で「地域により、動物の活動、植物の成長だけでなく季節の変化にも違いがあ

ることを知る」という部分は、学習指導要領では触れられていない。なぜ、触れられていな

い部分にあえて踏み込んだのかといえば、４年生の社会科では 「山地のくらし」の単元で、

野迫川村をはじめとする、山地の特色あるくらしを学習するからである。自分たちのくらし

とは大きく異なる地域のくらしを自分たちのくらしとかかわらせながら身近なテーマとして

理解することは児童にとって難しい。しかし、本単元でブログを使うことによって、児童は

理科の学習と社会科の学習内容を関連付けて理解でき、足を運んだことがない土地の様子を

理解することができた。ブログは、掲載されている画像や文章によって児童の理解を具体的

なものとし、難しい単元目標を達成するにあたり大きな役目を果たした。

また、ブログを通して、学び合ったことを分かりやすく知らせるためには、学習内容を熟

考し、まとめていかなければならないので、学習内容の理解を深めることにつながった。自

分たちが一生懸命考えた内容について書き込まれるコメントを、児童は大変楽しみにしてお

り、コメントを介して楽しく学習を進めることができた。そのコメントは理科的な内容のも

のが多かったため、コメントを通して学習を深めていくこともできた。このような双方向の

学習によって、場所は違うが、身近で学習を進めているような親近感を抱くことができた。

さらに、ブログは、交流だけでなく、ディジタルデータを格納していく手段としても優れ

ており、ディジタルコンテンツとして有効に活用できた。

(ｲ) ブログに取り組んだことについて

今回ブログを体験して、児童は、自分たちが取り組んだことを多くの人に向けて手軽に発

信・交流できるという手段があることを知った。手軽だと感じられるのは、専用ソフトで作

成されたＨＴＭＬ方式のＷebページと違い、作成に専門知識が必要ないからである。３学期

に入り、コメントのほとんどは、児童がアップロードしていることからも手軽さが感じられ

る。

片桐西小学校では、４年生の段階で 「ある程度のローマ字入力を行える 「文書データ、 」、

に画像データを挿入し、新聞を作ったり、プレゼンテーションデータを作ったりできる」と

いうことを目標にコンピュータの授業に取り組んでいる。本単元のブログを用いた学習は、

コンピュータの授業の延長線上で、４年生でコンピュータの学習を進めていけば、自分でブ

ログを作ることもできるという学習の方向性を児童に示すことができた。

また、今回は、理科でブログを活用したが、ブログの活用は理科だけにとどまらない。社

会科では、４年生の地域学習での活用以外に、歴史学習では、地域の歴史上の人物について

学んだことを交流し合うことなどが考えられる。国語科では、自分で作った作文や詩などの
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作品の発表をし合ったり、交換日記などをし合ったりすることができる。もともとブログが

作成者の思いや考え、作品の発表・掲示に利用されていることから、図工の作品展示を含め

て多岐にわたる活用が期待できる。

ほかにも理科の学習の中では、生き物図鑑を作成したり、上流と下流で川の様子を交流し

たり、天気の変わり方などを交流したりする学習で、ブログの積極的な活用が考えられる。

(ｳ) 使用機器の工夫

ブログを用いた交流を行う上で、念頭に置いていたことは 「学習の場は教室」というこ、

とである。本校のコンピュータ室では、全員がモニタの方を向くことになり、児童がお互い

の顔を見ながら意見を出し合い、学び合いながら学習を進めていくスタイルには向いていな

い。そこで、ノートパソコン・ＬＡＮケーブル・プロジェクタを用いて、教室でブログを使

った交流を行えるよう取り組んだ。ノートパソコンは最新機種を購入せずに７年前のものを

使用し、費用をかけずにすませた。低予算でプロジェクトを進め、また、使い慣れたコンピ

ュータで行った方が、多くの先生方に取り組んでもらいやすいと考えたからである。これま

で、ネットワークの活用といえばメールやインターネット、テレビ会議システムを用いたも

のが中心であった。それぞれによさや課題をもっているが、新たにブログが加わることで、

表１ ネットワークの活用方法

メール ブログ テレビ会議インターネット

（調べ学習）

目 知りたいことをイ 自分の思いや考え 画像や文章で自分 自分の思いや考えを

ンターネットを通し を特定の相手に伝え の思いや考えを発信 カメラやモニタを通し

的 て調べる。 る。 ・交流する。 て交流する。

長 知りたい情報を得 メールを送信した 手軽にページを作 遠く離れた場所でも

、ることができる。 相手以外には、内容 成でき、コメントを お互いの姿を見ながら

。 。所 を知られない。 もらうことができる 交流することができる

課 児童が扱う場合 文字の入力スキル 内容によっては、 通信費がかかり、画

は、フィルタ機能を を身に付ける必要が 批判的な意見が殺到 面の前での交流は発表

題 備える必要がある。 ある。 する場合がある。 形式が多くなる。

△ ○ ◎ ◎双
、方 情報発信者との交 お互いの考えや意 Ｗeb上で多くの人 モニタ画面を通して

。
向

流は、別途電話やメ 見を交流することが とコメントのやりと 交流することができる

ールで行う必要があ できる。 りができる。
性

る。

図９ 画用紙のスクリーン 図１０ 使用機器 図１１ 壁に沿わせたケーブル
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学校におけるネットワーク活用に今後、広がりをもつことができると考える。目的に応じて

ネットワークの活用方法を選択することで、より一層効果的に学習が進められる。

イ 課題

(ｱ) ブログを活用した授業について

授業では、ブログに掲載されている写真を見せながら共通点と相違点を見付けていった。

本来ならば、春、夏、秋それぞれに交流してきたことを振り返る学習を設定することができ

ていれば、児童も共通点や相違点を見付けることに慣れていたのだが、春、夏、秋を一気に

まとめて振り返り、多くの写真を見せたため、情報の整理、まとめが授業の中心となり、意

見の交流を活発に行うことができなかった。写真には、１枚１枚に多くの情報が詰まってお

り、写真を見比べて、そこから共通点や相違点といった必要な情報だけを児童が取り出して

考えていくことは大変難しい。授業の中でブログに掲載されている画像、文章のような多く

の情報を扱うときは、学習のテーマをより明確にしていく必要がある。

、 、 、今回の交流では ブログの作成や授業への活用方法の検討終了後 両校のブログが完成し

本格的に交流を進められたのが、９月に入ってからであった。春から交流を開始し、じっく

りと振り返りを行うことができていれば、より一層ブログを活用できたのではないかと考え

る。取り組む単元に応じて、効果的な交流期間を検討することが大切である。

ほかにも、課題として挙げられるのは、評価についての問題である。ブログの活用は、理

科の単元目標を達成するための手段であり、理科の学習活動として評価を行うことができな

い。今後、教科の学習でブログなどＩＣＴを活用していく場合は、ＩＣＴを活用する活動の

評価と教科の学習の評価は、切り離して考えていき、評価の方法も、総合的な学習の時間に

行われているような文章による評価を検討していかなければならない。また、教科の学習時

間以外に情報教育やＩＣＴ活用のための活動時間をとらなければならないので、綿密な学習

計画が必要となってくる。

(ｲ) ブログに取り組んだことについて

今年度は 「ブログを知る」ということを目標にしたが、来年度は、自分たちでブログを、

ある程度作成できることを目指している。現在は、コンピュータの操作に慣れている児童が

ブログのアップロードを行えるまでになってきたが、より多くの児童がある程度の速さで文

字を入力するスキルを身に付け、ディジタルカメラの取扱いに慣れることができれば自分た

ちでブログを作成していくという活動は可能であると考えている。そのためには、コンピュ

ータや情報通信ネットワークなどの情報手段の活用について年間指導計画をたて、計画的に

学習を進めていく必要がある。

また、ブログを活用するときに身に付けていかなければならないのが、ネットワークを活

用していく上での情報モラルである。ブログは、公開すると多くの人が見ることができるよ

うになり、内容によっては、多くの人が関心を示し、コメントが寄せられるようになる。し

かし、最近見られるのがブログの内容に関して反感をもつ人からの批判や中傷が殺到し、ブ

ログが運営しにくくなる「炎上」という現象である。このような言葉の暴力に参加すること

がないよう児童を指導していく必要がある。

最後に、普通教室へのＬＡＮ整備も課題であると感じた。今回、教室から一番近いＨＵＢ

から50メートルのＬＡＮケーブルを教室に引き込むことになり、ＩＣＴ環境の整備の必要性
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を感じた。情報コンセントとプロジェクタが配備された教室が増えていくと、今後このよう

なネットワークを活用した授業に取り組みやすくなるのではないだろうか。
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