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1  はじめに

この数年，子どもたちを取り巻くメディア環境は大きく変化している。家
庭にインターネットが浸透し，それに伴い子どもたちのデジタルメディアの
利用も進んでいる。また学校教育においても，電子黒板や電子教科書などの
ICT 機器の導入が，徐々にではあるが進みつつある。文部科学省が 2010 年
代に 1 人 1 台の情報端末の利用の実現を目指しており，家庭・学校を問わず，
デジタルメディアの利用はさらに進むことが想定されている。現在はメディ
ア利用の過渡期であり，特に，教育においてはこれからが本格的な活用段階
に入る時期を迎えている。

一方で，これから将来に向けて子どもたちに必要とされる能力に目を向け
ると，国立教育政策研究所から「21 世紀型能力」が提唱されている（1）。そ
の内容は，「思考力」を中核とし，それを支える「基礎力」と，使い方を方
向づける「実践力」などで構成される。知識を身につけるだけでなく，知識
を活用して課題を解決する力や，変化し続ける世の中において自ら学び続け
る力を育むことが求められている。

これらのことからも，さらに発展していくであろうデジタルメディアの特
性を有効に活用することで，これからの社会で必要な力を育むことができな
いだろうか。メディアを使いこなし目的達成することも，子どもたちにとっ
て重要な課題となってくる。

そのため本稿では，「家庭における子どものメディア利用の変遷」「学習に
おけるメディア利用の実態」「メディア利用による学習への効果・効用」の
3 点を明らかにすることで，「今後の家庭におけるメディアを利用した学習
の可能性」について論じてみたい。
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2  
家庭における子どものメディア利用の変遷

　　 ──子どもにも浸透するスマホの利用

近年，家庭におけるメディア環境の変化として，スマートフォンの普及が
進んでいることが挙げられる。総務省の『情報通信白書』では，平成 24 年
末のスマートフォンの普及率は 49.5％と，前年比 20.2 ポイント増であった。
では，子どもの利用実態はどうか。図 1はベネッセ教育総合研究所が中高
生を対象に行った調査の結果である。2008 年から 2014 年にかけて，スマー
トフォンが携帯電話に取って代わっている様子がよく分かる。それに対して

図1　メディアの保有状況（経年比較）
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パソコンの保有率はほとんど変わっておらず，タブレット端末も数パーセン
トにしか満たないことからも，「スマホの台頭」がこの数年間の最も大きい
変化であると言えるだろう。

図2　インターネットでの利用内容（高校生・経年比較）
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その結果，子どもたちの生活に 2 つの変化があった。まず 1 つ目は「子ど
もたちのコミュニケーションのしかたが変わった」ことである。2008 年度
の調査の際にも，携帯電話の所有により「友だちとの常時接続」が増加し
たことが指摘されていた。しかし，その時のコミュニケーション手段は主に

「メール」であった。これがスマホになり「チャット」（LINE），「Twitter」，「SNS」
（mixi ／ facebook）の利用が増え（図 2），常時接続の傾向はさらに強まって
いるといえる。特に，中学 3 年生女子の 21％は，メールやチャットなどの

表1　メディアの利用時間（経年比較）
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コミュニケーションをする時間が「1 日に 5 時間以上」であるなど，常時接
続を求める傾向が強い。携帯電話でのコミュニケーションでは，パーソナル
に，かつ人と人が非同期でつながることが可能となったが，スマートフォン
では，パーソナルかつ多対多でリアルタイムのコミュニケーションが可能と
なったことで，このような変化が起きたと考えられる。

しかし，一方で「メールがきたらすぐに返事を出す（「とてもそう」＋「ま
あそう」のパーセンテージ。以下同様）」（中学生 63.3％，高校生 59.8％），「メー
ルをしたのに返事がないといらいらする」（中学生 11.8％，高校生 14.7％），

「メールやチャットを終えるタイミングが難しい」（中学生 31.6％，高校生
40.4％）というような，コミュニケーション負荷を感じている側面も浮かび
上がる。コミュニケーションを能動的，積極的に行うと同時に，それに縛ら
れることも多いということは，適切にメディアを利用するうえでのこれから
の課題であると言える。

次に 2 つ目の変化は，「時間の使い方が変わった」ことである。2008 年か
らの子どもの生活時間の変化を見ると，携帯電話やスマートフォンなどのデ
ジタルメディアに触れる時間が，この 5 年間で小 6 生で約 7 分，中 2 生で約
16 分，高 1 生では約 42 分も増加している。一方「テレビや DVD を見る」や「マ
ンガや雑誌を読む」「本を読む」は，ほぼ全ての学年で減少しており，時間
の使い方がテレビや雑誌などの既存メディアからデジタルメディアに移行し
たことが分かる（表 1）。スマートフォンの登場によって，デジタルメディ
アを利用したコミュニケーションにより多くの時間が割かれたことが要因と
なっていることが推測される。

3  学習におけるメディア利用の実態

（1）学習におけるメディア利用の種類

家庭学習におけるメディア利用にはどのようなものがあるのか，整理して
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みる。現在提供されている教材やサービスについて，デジタルメディアの機
能を整理し，「オープン」「フレキシブル」「パーソナル」「シェア」の 4 つに
分類した（図 3）。
「オープン」は，インターネット上の情報を学習に活用していくことが挙

げられる。興味を感じたことはどこまでも追及することが可能となり，得ら
れる情報量が格段に拡大する。

次に「フレキシブル」は，教材のスタイルや表現方法が広がり，多様な教
材が提供できたり，自らも表現できようになることである。具体的には音声
や映像を使ったり，3D や AR（拡張現実）で表現した教材など，より分か
りやすい教材が提供可能となる。現時点においては，塾や大学での映像講義
やネット上の電子教材がある。
「パーソナル」は，一人ひとりの学びを最適化することであり，「受動的サ

ポート」と「能動的サポート」の 2 種類がある。「受動的サポート」は，個
人に応じた学習をサポートするために個別化・効率化を図るサービスであり，
知識習得や思考をよりよく実現するアプリケーション（図やグラフが容易に

図3　デジタルメディアを活用した学びの例
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作れるもの，図形のシミュレーションソフト・アプリ）や，個人の習熟レベ
ルに応じて問題を自動で提供するアダプティブ教材などが存在する。また「能
動的サポート」は，学び方そのものをサポートして自律的に学習することを
促す機能であり，計画・管理ができるものや学習履歴を蓄積し，それを分析
することで振り返りができるもの，やる気を継続させるための動機づけの仕
組み・はげましが存在する。

最後の「シェア」は，それぞれの個の学びを個に閉じたものにせず，ネッ
ト上で知の共有を図ることである。単に分からないことを聞くなどにとどま
らず，考えを交換しあったり，議論をしたり，協働で何かをつくることも可
能である。また，特定の人同士での共有だけでなく，多様な人とコミュニケー
ションすることもできる。具体的な例としては，友人同士での情報交換に始
まり，タブレット教材でのコミュニティや学習 SNS などが挙げられる。

（2）学習活動の実態

このようにデジタルメディアを活用した学習サービスは徐々に登場してい
るが，子どもたちの使い方はまだ限定的である。

家庭学習におけるメディア利用の実態をみると，パソコンやインターネッ
トで学習活動を実施している高校生の割合は，2008 年の 7％から 2013 年に
は 55％へと飛躍的に増加しており，この 5 年間で学習活動への利用が進ん
でいる（図 2）。しかしその内訳をみると，月に 1 ～ 2 回程度の利用が半数
を占め，毎日の学習活動に取り入れている子どもは 15％程度である。イン
ターネット利用の全体から見れば，学習で活用する割合は決して高いとは言
えない。

また学習活動の内容は，高校生では「辞書を使う」「調べ学習やレポート
をまとめるために情報収集をする」が 50% 弱で，情報の収集を目的とする
使い方が最も多い（図 4）。次いで「メールやチャットで友達にわからない
ところを質問する」の割合が高く，学習でも親密な友だちとつながる傾向が
見られる。しかしそれ以外の「デジタル教材の利用」「個別化・効率化」「学
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び方のサポート」については，利用率はいずれも 3 割にも満たず，現在のデジ
タルメディアを活用した学習活動は限定的である。中学生と高校生を比較し
てみても，「情報の収集」「友だちとの情報交換」以外の項目ではほとんど変
わらず，年齢と共に活動の幅が広がっていくような傾向もあまり見られない。
「オープン（情報の拡大）」については，調べ物やレポート作成のための情

報収集手段として主に利用されているが，最近では，見つけたものをそのま
まコピーしてレポート作成に使うといった “ コピペ ” が問題視されることも
ある。デジタルメディアは単に答えを探すためだけの道具ではない。目的に
応じた情報を取捨選択し，自分で考え，行動するための手段として活用して
いくことが大切である。「シェア」（知の共有）では，閉じた友だちとの情報
交換が中心となっており，「インターネット上で質問する」などオープンな
場で学習活動を行っている子どもたちは 1 割にも満たない。日本では，学習

図4　勉強する時にインターネットを使ってしていること
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に活用できるような教材やサービス，プラットフォームがまだ少数であるこ
とや，操作性の問題などが多様な学習活動に発展しない要因の 1 つになって
いると考えられる。

4  メディア利用による学習への効果・効用

これまで子どもたちのメディア利用の実態を見てきたが，次に，学習での
活用にどのような効果や効用があるのかについて考察する。

（1）子どもの主体的な学習活動につながる可能性

まず 1 点目は，子どもたちの主体的な学習活動につながる可能性について
である。デジタルメディアを使った学習活動をどの程度実施しているのかを
聞いた調査結果をもとに，活用度の高い子ども（以下，高活用）と低い子ど
も（以下，低活用）の利用内容の違いを見てみた（図 5）。全体として，辞
書や調べ物などの情報検索と友だちとの情報交換を中心に利用している傾向
は変わらないが，高活用の子どもは，それ以外の子どもに比べて「デジタル
教材の利用」，「個別化・効率化」（学習アプリの利用），「学び方のサポート」
の 3 分野において活用率が高く，差が顕著にみられた。

低活用と中活用の子どもは情報検索や友だちとの情報交換での利用にとど
まっているのに対して，高活用の子どもは，インターネット上の問題や動画
などのデジタル教材を活用したり（教材の拡大・深化），学習アプリケーショ
ンを利用したり（個別化・効率化），学習のしかたを工夫すること（学び方
のサポート）も行っており，デジタルメディアを活用して能動的に学習を工
夫しながら取り組んでいる様子がうかがえる。このように一部ではあるがデ
ジタルメディアを主体的な学習に活用している子どもたちも登場している。

この学習活動におけるメディア活用度は，学力（学校の成績）との相関は
ほぼ見られない。これはまだ現時点においては，学習活動におけるデジタル
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メディアの利用は，あくまでも補助的な活用にとどまっているためであろう。
一方，意識や行動特性との関連を見ると，高活用の子どもは「知りたいと

思ったことはすぐに調べる」「やる気になれば何でもできる」「ものごとがう
まくいかないとき自分で原因や解決策を探る」「うまくいくかわからないこ
とにも頑張って取り組む」「面白い情報をみつけたらすぐ友だちに教える」「イ
ンターネットやメールでたくさんの人とつながりたい」の項目に対して，肯
定的な回答の割合がより高い傾向が見られた（図 6）。

これらの項目は，主に自己効力感や問題解決に向かう力，コミュニケー
ション志向といった特徴を表していると解釈できる。因果関係までは明らか
にできていないが，現時点では，このような志向を持ち合わせている子ども

図5　勉強する時にインターネットを使ってしていること
（学習での ICT 活用度別・高校生）
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たちがデジタルメディアを自分の学習活動ツールとして積極的に活用してい
る要素が強いことが推測される。このことは，デジタルメディアによってよ
り，主体的な学びが可能となることを示しているとも言えるだろう。

（2）自分専用の効用

2 点目は，学習が自分専用のもので進むことが学習意欲を高める可能性が
あることである。

家庭内で自分専用のパソコンを持っている子どもは，15％程度と多くない
（図 1）。ベネッセコーポレーション進研ゼミ小学講座では，学習専用機とし
て子どもに届くタブレットを使って学習する「チャレンジタッチ」（2014 年

図6　意識・行動特性
（学習での ICT 活用度別・高校生）
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度開講）を提供しているが，子どもがまず多く上げる声は，「楽しい」「かっ
こいい」である。

家族共有ではなく自分専用なので，大切にかかえてベッドに持っていって，
朝起きたときに練習問題を解いたりしている，という使い方も聞かれた。さ
らに，自分のペースで進めることや自動採点で「サクサク進む」「どんどん
やりたい」という声も聞かれ，学習意欲の喚起につながっていると考えられる。

（3）共に学習する仲間・友だちと学習を進めることの効用

次に，作品をアウトプットし共有し合う（シェアする）ことで，新しい価
値を生み出すことができる可能性があることである。

チャレンジタッチで，8 月に「らくがきアニメコンテスト」を行った。目
的は「マンガを描いて楽しみながら思考力・表現力を身につける」ことであ
る。「お題」に対して，「らくがきマンガ」を描いて投稿する。投稿が採用さ
れると受講生が閲覧することができるようになり，その投稿に対して 5 種類
の「イイね」が投稿できる仕組みだ。

ここでは投稿作品が公開されてから，翌日以降の投稿内容が進化していく
様子に注目したい。つまり例えば，「サッカーゴールを顔に見立てる」とい
うアイデアの作品が投稿された翌日以降は，似たアイデアで，サッカーゴー
ルをデザインした多様な作品の投稿が激増した。つまり友だちの作品を手が
かり・ヒントにして，いいところをまねて取り込み，より良くして楽しむこ
とができる，という現象である。
「スクラッチ」というプログラミングツールを使ってアニメーションやゲー

ムをつくり，つくった作品を投稿・公開することができる「スクラッチ・ウェ
ブサイト」がある。そこでは「リミックス」という概念，つまり作品の元の
アイデアとその作者に敬意をはらい，尊重したうえで自分の作品に活用・発
展させるということが推奨されている。

同じ目的をもった仲間と，仲間の作品の良いところを取り入れ，新しいも
のを生み出していくことは，これからの社会を生きていくうえで，重要な能
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力である。他者の作品を見ることで，他者の良さを見いだしたり，自分との
違いや自分の良さを把握し，自分の特長をよりアピールする方法を考えたり
することができる。メディアを活用し，知恵を交換することができる場を利
用することにより，同じ目的をもった子どもたちが，場所や時間的な制約に
とらわれず，学びを協働的につくり上げ，能力を伸ばすことができる可能性
も十分にある。

5  今後の展望──家庭におけるメディアを利用した学習の可能性

文部科学省は，2014 年 8 月に「ICT を活用した教育の推進に関する懇談会」
の報告書（中間まとめ）を作成，国のスタンスと第 2 期教育振興基本計画の
目標年 2017 年度までの工程表を明らかにした。

その報告書の中で，ICT を活用する意義として，ICT 化が進む社会への
対応力の育成と ICT の特長を生かすことによる教育の質の向上を挙げ，こ
のことによって，①課題解決に向けた主体的・協働的・探究的な学びを実
現，②個々の能力や特性に応じた学びの実現，③離島や過疎地等の地理的環
境に左右されない教育の質確保を目指している。環境整備については，2017

年までの第 2 期教育振興基本計画の目標である，3.6 人に 1 台の普及を当面
の目標として進めるようだ。また文部科学省は総務省と連携して，学校間や
学校と家庭間をつないだクラウド環境での学習について実証実験などを行い，
教育の質向上のための取り組みを行っている。

これから学校においても，家庭においても ICT を活用した学習の環境は
拡大していくと考えられる。

前節で見てきたように，現状の活用状況はさほど高くないが，今後の可能
性として，どのような学びが実現できるだろうか。ICT の学習での利活用の
効果や実現できそうな学びと，その学びにより主として身につけられる力に
ついての考えを，私たちは「デジタルを活用した『これからの学び』の構成
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図」にまとめた（図 7）。

（1）デジタルメディアを活用した機能と効果

前節で，デジタルメディアを利用した機能として「オープン」「パーソナル」
「シェア」「フレキシブル」の 4 つとその事例について述べたが，そのそれぞ
れの機能の効果を改めてまとめる。

　・オープン：インターネットや情報端末を利用して，いつでもどこからで
も場所や時間にとらわれずに社会につながり，多くの情報を学習に生か
すことができる。

　・パーソナル：自分専用の学びを個人に合ったかたちで最適化することで
ある。その結果，思考を可視化したり，学習履歴を一元的に蓄積できた

図7　デジタルを活用した「これからの学び」の構成図
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り，それを分析・振り返ることができる。それによって自分の学びを主
体的にコントロールすることができる。

　・シェア：自分の考えを積極的に表現し，友だちの考えと共有したり，議
論を通じて考えを深めたり，協働でつくり上げたりすることを通じて多
様な考え方に触れることできる。自分や友だちの特長や良さをつかんだ
りすることができたり，より良い価値に発展させていくことができる。

　・フレキシブル：3D や AR（拡張現実）など，映像や音声で表現した教
材は，文字だけの説明よりも分かりやすいため，理解を深めることがで
きる。さらに最近ではスマートフォンがあれば，簡単に映像を撮影・編
集してインターネットにアップすることも可能である。自ら表現できる
メディアとして，映像メディアやプログラミングツールなどを利用して，
新しい価値をつくり出すことができる。

（2）新たな学びの実現と身につく力

この「オープン」「パーソナル」「シェア」「フレキシブル」の 4 つの機能
と効果を利用して，「個人の自由な学び」「コミュニティベースの学び」「ク
リエイティブな学び」が実現できる。その学びによって，種々な力を身につ
けることができるが，図 7には主として身につけられる力を例示的に示した。
いわゆる 21 世紀型能力としてもとらえられている能力や資質の育成に資す
ると考える。例えば次のような内容である。

　①個人の自由な学び：主に個の知識の深化や学ぶ意欲や主体性の育成に
つながる，自分に合った方法での学び。決まった学習内容だけでなく
MOOCs 等も利用し，個人が実現したい目標や学習目的および興味関心
に応じて学びたいことを追求する学び。

　②コミュニティベースの学び：個人の学びに閉じるのではなく，個の特長
をお互いにより理解し，多様な個と協働しながら問題を解決したり，新
しい価値の創造につながる学び合い，人と協力して学ぶ学び。1 人の見
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方では気づかない点に気づき，よりよくしたり，他のアイデアとコラボ
レーションして，新しい価値を生み出したりできる。これは主には，メ
タ認知力，表現力，コミュニケーション能力の育成につながる。

　③クリエイティブな学び：これまでのように既存の知識をインプットする
ことが主たる目的ではなく，目的を達成するために自ら新しい価値や知
識を創造し，相手や目的に応じてメディアを選んで表現する新しい価値
の創造につながる学び。ゲームであれば遊ぶだけでなく，人を楽しませ
るルールや場面をデザインする。また，メディアや技術を活用し，今ま
でになかった新しい道具やものの機能を設計・デザインするなど，創る
活動を通して学ぶ。主には論理的思考力，問題解決力，創造力，メディ
ア・リテラシー向上につながる。

この 3 つの学びを学習者の目標や目的に合わせ経験していくことで，今後，
社会で求められる能力・資質の育成に寄与するのではないかと考えられる。

これからの情報化社会・グローバル化社会においては，さらに進化した多
様なメディアが，生活の中に入り込んでくるであろう。その際メディアの特
性を理解し，主体的に使いこなして，自分の学習や生活をマネジメントして
いくことができるような学びや自己表現が，自分の能力や世界を広げていく
うえでも大切である。

しかし現状では，学習に活用できるようなデジタル教材やサービス，プラッ
トフォームやメディアの操作性などはまだ開発途上にある。今後サービスの
充実が求められるとともに，子どもたちの学びのツールとしての活用の幅と
質を高め，活動のステージを上げていくことが必要であろう。

【注　釈】

（1）国立教育政策研究所「社会の変化に対応する資質や能力を育成する教育課程編成の基
本原理」（http://www.nier.go.jp/kaihatsu/pdf/Houkokusho-5.pdf）




