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1  「一人一台端末時代」はいつ来るのか

子どもたちがタブレットなどの情報端末を所持し，日々の学習に活用する
「一人一台」環境へ向けた取り組みが進められている。子どもたちが社会に
出て活躍するのは 10 年後，20 年後のことである。社会の情報化・グローバ
ル化は一層進展していることだろう。一方で学校教育は 10 年前，20 年前と
同じ道具，カリキュラム，授業を続けるだけで，未来を生きる子どもたちを
育てられるのだろうか。「一人一台」は，学校教育を現代の情報技術で刷新
しようという営みである。

佐賀県の県立高等学校では，2014 年度から入学時にタブレット PC を購入
することが義務づけられた。他にも私立高校等で同様の動きが広がりつつあ
る。東京都の荒川区，品川区などの小学校では，全児童あるいは一部の学年
を対象に実証実験が進められている。文部科学省（2011）の「教育の情報化
ビジョン」では，2020 年を目標に全国の小学校・中学校・高等学校・特別
支援学校で，すべての子どもたちが情報端末を用いて授業を受けられるよう
にすることを目標としている。2014 年現在で，各地に導入されている端末
はおよそ以下のようなものである。

　・画面サイズ：7 インチ（文庫本 1 ページ程度）から 10 〜 12 インチ（B5

サイズ程度）。
　・入力デバイス：指やスタイラスペンを用いるタッチ操作，キーボードは

無線接続や本体と脱着できるものもある。
　・OS：アップルの iOS，グーグルの Android OS，マイクロソフトの

Windows などが搭載されている。
　・重量・バッテリー：500g 程度から 2kg を超えるものまである。動作時

間は短いものでは 3 時間弱，長いものでは 10 時間以上。
　・その他の機能：カメラ内蔵，防水性・耐衝撃性，生体認証によるセキュ
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リティなど，メーカーによって工夫されている。

一人一台の学習環境は，端末さえ配布すれば実現する訳ではない。無線
LAN の整備，それらを束ねた外部とのネットワークを端末数に見合ったも
のにすること，教材や学習活動を支援するアプリケーションの開発など，環
境面だけでも数多くの課題がある。その上で一人一台環境を生かした授業や
学習支援の在り方，トラブル対策やセキュリティ等運用に関する支援体制な
ど，考慮すべき点は少なくない。

一方で，文部科学省が 2014 年に発表した「教育の IT 化に向けた環境整備
4 か年計画」には，すべての普通教室に電子黒板や実物投影機などの提示環
境を整備するのに合わせ，学習者用端末として従来のコンピューター教室に
40 台と，「設置場所を限定しない可動式コンピュータ」40 台が指標とされた。
現実には普通教室の提示環境すら整備できていない自治体が多く，2020 年
までに一人一台の整備は今のペースでは難しいと考えられる。完全一人一台
を実現した学校，数十台程度の端末が導入された学校，コンピューター室の
利用に限定された学校といったようにばらつきの大きな状況が続くだろう。

本稿では，学習者が端末を所持することの意味を確認したうえで，国外・
国内での一人一台環境に関する取り組みをレビューする。そのうえで，1 ク
ラス分程度の環境，グループ 1 台など，さまざまなケースでの学習者用端末
の活用法を検討する。最後に，こうした環境のもとで目指される学校教育の
姿とそこでのメディアの役割について考察したい。

2  子どもがコンピューターを手にする意味

ウェブ検索，メールや SNS を使ったコミュニケーション，文書やプレゼ
ンテーションの作成，映像の編集，音楽の制作など，コンピューターはさま
ざまな目的に用いられるメディアである。当然，学習において児童生徒が活
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用することを想定しても，さまざまな活用方法が考えられる。子どもたちが
いつでも自分専用のコンピューターを使えるとなると，どんな学びが実現す
るのだろうか。その原点は 20 世紀半ば頃にまで遡ることができる。3 つの
学習理論の立場から，自分専用の端末を使って学ぶ意味を検討する。

（1）一人ひとりの学びに寄り添う道具

1953 年 11 月 11 日，行動主義の心理学者であるスキナーは，授業参観で
見た末娘の姿から「ティーチングマシン」（図 1）の開発に取りかかった。
教師が延々と説明するばかりで個別の理解やつまずきに対して十分な助け
のない授業から，学習者一人ひとりの理解に応じた課題提示と即座のフィー
ドバックをすることによって学習を強化する授業への転換を目指したので
ある。ティーチングマシンはコンピューター仕掛けではなかったものの，一
人に一台整備し，一人ひとりの学びに寄り添えるものとして提案された。そ
の前提にある考え方は，子どもたちの学ぶペースは個々に異なり，適切な
支援を個別に行うことができるならば，全員が目標に到達できるというも
のである。

一人ひとりの学びに寄り添うこのような考え方は，一見，理想的に思われ
るかもしれない。日本にも 1960 年代から 70 年代に導入され，教育工学が確
立するきっかけともなったティーチングマシンは，結局広まることはなかっ
た。それでも，スキナーが提唱したプログラム学習の考え方は，例えば，学
習塾「公文式」のように学校外の学習に生かされたり，指導の個別化を実現
する方法として愛知県東浦町立緒川小学校の取り組みに採用されていった。
1980 年代にはこの考え方が，コンピューターを用いた教材開発に引き継が
れ，CAI（Computer Assisted Instruction）教材が多数開発された。しかしながら，
専用のコンピューター教室で限定的にしか使用できない CAI 教材は，一人
ひとりの学びに寄り添うどころか，教室の学習からも切り離された結果，十
分に活用されることはなかった。

現在では，家庭でタブレット端末を使用し，従来紙ベースだった通信教育
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教材を使った個別学習をオンラインで実施する取り組みが広まりつつある。
さらに，学習履歴を蓄積したビッグデータを活用し，学習者に合わせた教材
を提供する「アダプティブ・ラーニング」も試みられている。一人一台になっ
たことで，いよいよ個の学びを支援するメディアとしての役割を発揮しはじ
めていると言える。もっとも，教室で子どもたちが一人ひとり黙々と教材に
取り組む姿は，1 つの空間に子どもたちが集まり教師と対面で密なコミュニ
ケーションができる教室で行われるべき実践としては，いささか不自然とも
言える。一人ひとりが異なるペースで学ぶことを最大限尊重するのであれば，
時間割に区切られた学校生活の方が不自然な存在である。教室での対面型の
学びと教室外でのテクノロジーに支えられた個別学習との連携が期待される。

（2）思考を可視化する道具

1972 年にアラン・ケイが提唱した Dynabook（図 2）は，すべての子ども
たちが使えるノートサイズのコンピューターである。マルチメディアデー
タを扱い，ネットワークでやりとりもできる端末が構想された。Dynabook

構想は，後のアップル社の Macintosh の原型にもなった。彼が記した「A 

personal computer for children of all ages」では，Dynabook を手にした子ども
たちを想定した会話が描かれている。宇宙戦争をテーマにしたシミュレー
ションゲームを友だちと取り組み，惑星や引力の条件をさまざまに変えたり，

図 1　スキナーのティーチングマシン
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図書ライブラリーに接続したり，詩を書いたりするために使われる。ここで
のコンピューターの役割は，個別のトレーニングというよりもむしろ，学習
者の可能性を引き出す道具である。

Dynabook 構想の背景には，ピアジェに代表される構成主義の考え方があ
る。スキナーのように外部から最適な刺激を与えられるプログラムによって
個に対応するのではなく，学習者自身がさまざまな道具を使い，試行錯誤し
ながら，自らプログラムを生み出していく立場をとる。ここでの「プログラム」
は，教材を意味するが，コンピューター上のプログラム言語を道具に，ゲー
ムやソフトウエアを創り出す学びにもつながる。パパートが開発した LOGO

や近年，国内でも活用例が広まりつつある MIT メディアラボによる Scratch

など，平易な言語やプログラムのロジックをブロックに見立ててプログラミ
ングできるものが開発されており，これらを活用した授業も展開されている。

教室で電子黒板などを使って教材を提示する場面と一人一台の環境の違う
ところは，それぞれが異なる情報を見ることができたり，試行錯誤できるこ
とである。プログラミングに加えて，ウェブ上で情報検索したり，動画デー
タベースに接続して個々の興味・関心に応じた動画を視聴する，図形やグラ
フなどのシミュレーションで試行錯誤する場面まで広げてみよう。ここでの
コンピューターの役割は，学習者に情報を流し込むことではない，学習者が
主体的にコンピューターを活用し，自分の思考を深め，表現の道具として活

図 2　Dynabook 構想のイメージ図（http://www.mprove.de/diplom/gui/kay72.html）
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用する姿がイメージできるだろう。

（3）学び合い，新たな知識を創り出す道具

コンピューターの持つ機能として，ネットワークで端末同士をつなぐこ
とができる。ネットワークを子ども同士の学び合いに生かそうとしたのが，
CSCL（Computer Supported Collaborative Learning）の考え方である。代表的
なものにスカーダマリアらの Knowledge Forum がある（図 3）。電子掲示板
上に自分の考えを投稿する際に「〇〇さんの意見との違いは……」といった
書き出しを与えることで相互の関わりを支援したり，意見と意見の関係を視
覚的に表現することで，学習者の気づきを促し，新たな知識を創り出す学び
を支援する。

当然のことながらこれが可能となるためには，一人一台の環境があり，し
かもそれらがネットワークで結ばれていることが前提となる。学校にコン
ピューター室が整備されていった 1990 年代以降，各地でこれらのツールを
用いた実践が展開されてきたが，CAI と同様，教室での日常の授業に広がる

図 3　Knowledge Forum の画面
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ことは困難だった。
一方で教室の授業においても，子どもたちの学び合いを生かす指導法は

数多く開発されてきた。意見を述べる際に「〇〇さんの意見に付け足しで
……」といった発言をしたり，意見の関係を教師が板書で視覚的に整理した
り，子どもたちがグループで付せんやミニホワイトボードを用いて意見を出
し合い，整理するなど，対面の密なコミュニケーションの中で類似した実践
はコンピューターが無い環境でも数多く試みられており，それらを置き換え
るというよりも，対面とコンピューター上のインタラクション（相互作用）
を組み合わせた実践をイメージしていただきたい。

ネットワークは教室内のコミュニケーションだけでなく，学校外とつなが
るツールにもなりえる。90 年代後半，学校がインターネットに接続されて
いく中で，国内外の他の学校とつながり，地域や文化的背景の異なる子ども
たち同士が交流する学校間交流学習（稲垣 2004）や，水族館などの社会教
育施設から遠隔授業を行うなどの実践がなされている。これらの実践はイン
ターネットならではの取り組みと言えるが，相手先との調整や交流を生かし
た授業の設計，テレビ会議や電子掲示板など交流手段の検討など，多くの手
間がかかり，日常的な取り組みにはなっていない。

学習において，他者との関わり合いやそれぞれの文化的な背景の違いに着
目する考え方は，社会的構成主義と言われている。一人一台環境では，子ど
もたちが関わり合うための道具としてコンピューターを使い，教室内外のコ
ミュニケーションを活性化したり，深化させていくことが期待される。

（4）学習理論と学校教育が目指すもの

一人ひとりの学びに寄り添う，思考を拡張する，学び合いと知識創造，こ
れら 3 つの活用イメージは，それぞれ行動主義，構成主義，社会的構成主義
の学習論を背景に実践と研究が積み重ねられてきた。一人一台環境の出現は，
こうした先行研究の知見のすべてを日常的に生かすことができるようになっ
たことを意味する。1 つの学習論に根ざして実践を構築するべきか，多様な
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学習論の下で活用法を組み合わせていくべきなのかは，何を教育の目的とす
るかによる。

子どもたち一人ひとりに情報端末を整備し，学習者用のデジタル教科書を
提供する「教育の情報化ビジョン」では，次のような学習場面が紹介されて
いる。端末から学習履歴を蓄積し，自動で採点したり，学習者に応じた問題
を提示するドリルを利用する。無線 LAN に接続された端末を用いて，クラ
ス内で画面を共有したり，電子黒板に送信することができる。インターネッ
トを介して，他校や他国の子どもたちと交流したり，地域の社会教育施設等
にアクセスするなどである。一斉学習，個別学習，協働学習の 3 つの学習形
態にわたって，さまざまな活用場面が示されている。言いかえれば，スキナー
のプログラム学習も，ケイの思考の道具としての活用も，スカーダマリアの
協調学習も，従来の一斉学習もすべてを組み合わせて，学力の伸長を図ろう
としている。これらのバランスはどのようになるのだろうか。

3  世界各国で取り組まれる一人一台環境

個別学習の実現，学習者の能力の拡張，協同的な学びの創造，子どもた
ちがコンピューターを持つことには，3 つの方向性があることを述べてきた。
海外では一人一台環境はどのような意図のもとで導入されているのだろうか。
Penuel（2006）は，各国の一人一台政策（One to One Initiative）に関する取
り組みのレビューを行った結果，教員研修，技術サポート，子どもたちのテ
クノロジー使用に対する前向きさを，こうした政策の成功要因に挙げたうえ
で，いくつかの取り組みからは ICT リテラシーや書く力の向上に有効であっ
たことを報告している。

MIT のニコラス・ネグロポンテらによって主に途上国を中心に展開され
ている OLPC（One Laptop Per Child）は，40 か国，300 万台以上の端末（図 4）
を配布している。ペルーやパラグアイでは，すべての子どもたちに同プロジェ
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クトの端末が配布された。Cristia ら（2012）は，ペルーでの 319 の小学校で
の OLPC 導入を評価した。その結果，学校，家庭の双方においてコンピュー
ター使用が大幅に伸びたことが明らかになった。数学や国語に関する成績の
向上は見られなかったが，認知技能に関して向上を確認した。

米国ではオバマ大統領が提唱する「ConnectEd」イニシアティブによって，
各州で学習者用端末の導入が進められている。シンガポールのフューチャー
スクール，韓国の Smart Education 計画，タイ政府によるタブレット端末の
配布など，各国で一人一台環境に向けた取り組みが進められている。さらに
は，オランダの Steve Jobs Schools，米国の Alt School などでは，一人ひとり
が個別に学習計画を策定し，個に応じた学びやプロジェクト学習を展開する
など，学校システムそのものの変革に一人一台を生かす動きがある。こうし
た取り組みの背景には，テクノロジーを用いて教育を革新し，国際競争力
を伸ばす，家庭の経済格差による ICT アクセスの格差（デジタルデバイド）
の解消など，さまざまな目的がある。

4  フューチャースクールの取り組みに学ぶ

我が国において一人一台の学習環境が本格的に実証，議論されるように

図 4　OLPC で配布されている端末
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なったきっかけは，2010 〜 13 年度に実施された総務省のフューチャースクー
ル推進事業（以下「FS」と略す）である。2010 〜 12 年度は全国 10 の小学校が，
2011 〜 13 年度は全国 10 の中学校および特別支援学校が FS の指定を受け
た。すべての児童生徒にタブレット型の端末とともに各種アプリケーション
が配布され，すべての教室に電子黒板の設置，専用の外部回線の導入，常勤
の ICT 支援員による支援などが行われた。また，2011 年度からは文部科学
省の「学びのイノベーション事業」の研究校を兼ねることになり，一部の学
年・教科・単元において試作された「学習者用デジタル教科書」の活用と実
証実験が併せて行われた。

1　学習課題をつかむ
＊直方体の全体の形が分かる図をかきましょう。

2　TPCのもぞうしに自由に直方体をかかせ，いくつかの図を IWB上で見て，よくか
けているところやゆがんでいるところについて話し合う。
　・辺の向きがおかしい。
　・平行にしたほうがいいです。
　・面の形が変です。
3　直方体のかき方を理解する。
＊書画カメラで直方体を投影し，全体の形をかくのによい角度を見つけさせる。
　・ななめから見るといいです。
　・面が 3つ見える時が，一番直方体らしいです。
＊ TPCに配布した写真の辺をなぞらせ，その後に写真の画像を外す。その残った
線の形から，見取り図について大まかに
理解する。

　・そう，この形をかきたかったのです。
　・もう 1回，なぞってみようかな。
　・写真なしでもかけそうだな。
4　見取り図という用語を知り，かき方を確
認し，プリントに手がきで実際にかく。

図 5　一人一台環境の授業例（渡邉・稲垣（2012）より転載）
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具体的な実践例として，筆者が関わった東北の 2 つの FS 校から事例を紹
介する。1 つは山形県寒河江市立高松小学校である。渡邊教諭の 4 年算数「直
方体と立方体」の授業展開を図 5に示す。カメラ付きのタブレットは，従
来の実物を使った学習活動とデジタル化された学習活動の橋渡しになる。本
実践では，直方体をカメラで撮影し，その上からなぞることで見取り図の書
き方をつかみ，最後は紙の上に自分で書けるようになる。デジタル上の試行
錯誤が子どもの理解を助ける好例と言えるだろう。

もう 1 つは，福島県新地町立尚英中学校の伊藤教諭（技術科）の実践であ
る。ミニトマトの栽培に取り組んだ際の工夫点をウェブページにまとめ，学
校のウェブサイトに公開する取り組みである（図 6）。タブレット端末では
デジタル作品を制作する際にも，カメラ機能を使うことで，身近な実物や活
動の様子を取り込むことができる。さらに，ウェブサイトで公開する際には，
取材した人の肖像権，調べた情報に関する著作権等，情報モラルに関する指
導場面にもなる。栽培活動を通じた情報の収集，活動の振り返りとしての情
報の編集，ウェブへの発信といった情報活用能力の育成にもつながる取り組
みである。

総務省から発行されている『教育分野における ICT 利活用推進のための
情報通信技術に関するガイドライン（手引書）2014』には，一人一台環境の

図 6　尚英中学校の実践例
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構築に関する技術要件，運用の際のノウハウ，さまざまな活用方法の他，災
害時における利用可能性についても言及されている。一方で文部科学省の『学
びのイノベーション事業実証研究報告書』（2014）には，図 7に示したよう
な一斉学習，個別学習，協働学習のそれぞれより具体的な活用場面とともに，
学習者用デジタル教科書に関する実証，一人一台環境の教育効果，セキュリ
ティ面や健康面などでの留意事項が記載されている。特に教育効果に関して
は，児童・生徒および教員からの肯定的な評価に加えて，教員の ICT 活用
指導力の向上，標準学力検査における低い評定の出現率の減少などが確認さ
れた。ただし，これらの成果はタブレット端末や電子黒板，デジタル教科書
などさまざまな機材，アプリケーションなど多数ある中で，どれがどの程度，
どのように活用された結果として得られた成果なのかは明らかでない。文部
科学省は平成 26 年度に「ICT を活用した教育の推進に資する実証事業」を
行い，より詳細な効果検証，指導方法の開発，教員の指導力向上等に取り組

学びのイノベーション事業実証研究報告書（文部科学省 2014）

図 7　一人一台環境を生かした学習場面
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んでいる。
FS 校自らが成果をまとめ，書籍のかたちで公開する動きもある。東京都

葛飾区立本田小学校（2014）は，多くの教員が FS 環境をどう受け止め，実
践に取り入れたのかについて，遭遇したトラブルも含めて語っている。広島
市立藤の木小学校は，開発した「授業過程モデル」とともに，電子黒板，タ
ブレット端末を使った授業事例を豊富に紹介している。徳島県東みよし町立
足代小学校（2013）は，環境整備の工夫点や使用されたアプリケーション・
教材を実践例とともにまとめている。伊井（2014）は，北海道石狩市立紅南
小学校における FS 環境の導入と授業の変化，21 世紀型スキルの育成を目指
した授業実践を紹介している。

5  導入規模に応じた学習者用端末の活用

一人一台環境の取り組みは，FS 校だけでなく，総務省「絆プロジェクト」，
NTT が支援した「教育スクウェア× ICT」などのプロジェクト校や，佐賀
県武雄市，大阪市等のモデル校など，全国で数百校規模で展開されている。
それでも全国に 4 万程度ある学校数から見ればごく一部であり，大半の公立
校ではタブレット端末や無線 LAN は整備されていないか，されていても学
校に 40 台，20 台といった部分的な導入にとどまっている。この環境の違い
の結果，一人一台環境の実践をそのままモデルにすることは難しい状況が起
きている。一人一台をいつでも使える環境では，従来の授業そのままにタブ
レットに置き換えるような活用法が数多く取り組まれてきた。しかし，見方
を変えれば「タブレットがなくてもできる実践」でもある。端末を（場合に
よっては提示装置も）教室に運び，配布し，ネットワーク接続を確認してま
で普段の授業をタブレットに置き換えたいと思う教師がどのくらいいるだろ
うか。むしろ，限定的な導入の場合は，タブレットならではの活用法を取り
入れ，効果を実感するところから始めるのがよいだろう。2 つの実践を紹介
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する。
1 つは，カメラ機能の活用である。図 8は宮城県大崎市立清滝小学校の実

践である。体育のマット運動の際に，タブレットで撮影し，その場で振り返
りをする。従来からビデオカメラとプロジェクタなどで行われてきた指導法
だが，タブレットを使うことで明らかに手軽である。しかもグループで 1 台
程度あれば，それぞれにその場で振り返ることができる。運動量を確保する
ために撮影する時間と練習する時間を分けることや，映像を見て振り返る際
には手の付き方などのポイントをプリントにして別途配布するなどの指導上
の工夫もされている。「一人一台」が無くとも，手軽に効果を実感できる活
用法である。グループ 1 台ですむのであれば，40 台程度の導入にとどまっ
ている学校でも，4 〜 5 クラス同時に使うこともできる。体育以外にも，国
語のスピーチ，社会科見学，理科の実験や家庭科などの実技教科で，活用場
面は数多くみられる。教師が端末を教室や活動場所まで持っていくにも，10

台以下であれば，スーパーのかごなどに放り込んでもっていけばよい。タブ
レットの導入は，教科書やノートの置き換えではなく，カメラを入り口にし
た映像の活用が現在の多くの自治体の導入環境には適していると考えられる。

もう 1 つは，端末それぞれで異なる映像を見る使い方である。筆者らが開

図 8　タブレットで活動場面を撮影する
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発した情報活用能力の育成を目的とした教材「あつまと＋つくつた」では，
児童の情報収集場面，発信場面を支援するために，活動を評価する際の観点
や基準に応じた作品例を閲覧できるようにしている（稲垣ら 2014）。宮城県
仙台市立吉成小学校菅原教諭の実践では，録画しておいたインタビューの練
習場面を振り返る際に本教材を活用した。教材には質問の仕方，メモの取り
方，聞き方など複数の観点が含まれる。児童はグループに分かれ，それぞれ
に気づいた課題点について教材でポイントをつかみ，自分たちの活動の改善
点に気づくことができた。

子どもたちが端末を持つ意味は，全員で同じことをするよりもむしろ，そ
れぞれに別の情報にアクセスできたり，それぞれにシミュレーションできた
りするところにある。一人一台端末の学習環境は当面のところ，公立学校で
は予算や無線ネットワークの技術的な制約から広く実現するのは難しい。グ
ループやペアに 1 台といった限定された環境であっても，学習活動すべてを
タブレットで実現しようとしなければ，さまざまな活用アイデアが提案され
ていくことが期待できるだろう。

図 9　タブレットの教材をグループで閲覧する
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6  変わりゆく学校，学び，学力

子どもたちが一人一台の情報端末を持つ学習環境の意味を学習論，国内外
の取り組みから検討した。一方で現実的にはグループで 1 台，あるいは複数
のクラスで端末を共有する段階であり，今後の端末コストの低廉化やネット
ワーク技術の進化を待ちながら，導入が進んでいくと考えられる。最後に，
今後の展望として個別学習，思考の拡張，協働学習といった端末を生かした
学びの広がりが，従来の学校教育にとってどのような意味をもつのかを，学
校制度，家庭学習との連携，新たな学力の育成の 3 つの面から検討する。

（1）テクノロジーと学校制度のデザイン

コリンズとハルバーソン（2012）は，教育におけるテクノロジーの意味を
カスタマイズ性（学習者に応じた学習内容を選べること），学習者制御（学
習者のペースで学ぶことができること），インタラクション（学習内容につ
いてソフトウエアや他者から即座に反応が返ってくること）の 3 つに整理し
た。そのうえで，19 世紀に大衆教育を実現する制度として当時の最新のテ
クノロジーのもとで誕生した学校は，テクノロジーの変化により，本質的な
変革を迫られていることを指摘している。

学級編成，学年進行のカリキュラム，時間割といった現在の学校を形づく
る基本的な要素は，カスタマイズ性や学習者制御の学習環境といった要素と
は相容れない点が多い。教師と学習者相互の密なインタラクションで成り立
つ授業を前提とするならば，テクノロジーがインタクラクションを代替する
必要もなく，十分に（授業のために）洗練されたテクノロジーでなければ，
かえってコミュニケーションの邪魔になるだけだろう。

一人一台端末時代は，こうしたテクノロジーが従来のコンピューター室に
限定された存在から，いつでも日常的に活用できる存在に変わることを意味
する。コリンズらは，ホームスクーリングや職場での学習など，学校の周囲
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でこうしたテクノロジーの活用が先に日常化しており，やがては学校制度自
体をも揺るがしていく可能性を指摘している。

（2）家庭学習との連携を支えるテクノロジー

従来の学校の枠組みを維持しつつ，一人一台の学習環境を生かす方策とし
て家庭学習との連携が考えられる。既に通信教育企業等が家庭向けのタブ
レットとそれを用いた学習システムを販売し，ユーザーも広がりつつある。
本稿冒頭で紹介した佐賀県や多くの私立高校では，家庭で購入した個人持ち
の端末を学校でも使用する方向性が打ち出されている。これは BYOD（Bring 

Your Own Device）と呼ばれている。小学校段階においても BYOD が広まる
かどうかは，端末の価格次第の面もあるが，自治体が全員分の端末を配布し，
一定の年度で更新し続けていくことは現実的ではない。
「反転授業」（Flipped Classroom）は，学習者による学習ペースの制御に着

目した指導改善のモデルである。学習にかかる個人差が大きくなる新しい事
項を学ぶ場面を講義としてビデオに収録し，家庭で視聴させる。ビデオであ
れば途中で止めてじっくり考えたり，繰り返し視聴して理解を深めることが
できる。学校の授業は，既習事項となっている家庭学習の内容を確認した後，
グループで協働学習に取り組んだり，練習問題を解いたり，個別指導などの
時間となる。

筆者は，平成 24 年度から宮城県黒川郡富谷町立東向陽台小学校の佐藤靖
泰教諭といくつかの企業の協力を得て，反転授業の実証実験に取り組んだ。
6 年生の算数，比例と反比例の単元を対象とし，1 クラスのみでのトライア
ルである。教科書の主に例題に相当する部分を題材として，佐藤教諭がデジ
タル教科書に書き込みながら解説する 5 分間程度のビデオを作成した。家庭
学習ではビデオを視聴するとともに，視聴した内容をノートにまとめてくる
ことを課題とした。実証授業の結果，明らかになったことは次の 3 点である。

　・反転授業の導入により，学校での授業展開に余裕が生まれ，児童が話し
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合い，理解を深める時間を確保しやすくなる。
　・家庭では平均 3 回程度，ビデオを視聴している。ビデオ視聴を授業の前

提にすることで，すべての児童が事前に視聴できた。
　・事前・事後の単元テストを実施した結果，下位群が 0 名となり，評価テ

ストの期待平均点を上回った。

反転授業は学校での学びと家庭での学びをつなぎ，学校でしかできないこ
と，家庭の方が存分に取り組めることが何かを示すモデルになりえる。他に
も，授業の復習に授業ビデオを家庭に持ち帰ったり，調べ学習や制作活動な
ど個人差が大きくなる学習活動を家庭で行い，話し合いや発表を教室で行う
など，学校と家庭を結ぶ実践は広がりを見せている。今後，テクノロジーを
活用して学校と家庭の学びを結ぶ動きは，ますます加速していくことが予想
される。

（3）新たな学力の育成に資するテクノロジー

テクノロジーは新たな学習スタイルを創り出すだけでなく，実社会の仕事
や生活のスタイルを一変させてきた。その結果，子どもたちが身につけるべ
き資質・能力も変化しつつある。情報化・グローバル化が進む現代社会は「知
識基盤社会」とも呼ばれているが，知識基盤社会を生きる子どもたちに必要
な力として「21 世紀型スキル」が議論されている（グリフィンら 2014）。

21 世紀型スキルには「思考の方法」「働く方法」「働くためのツール」「世
界の中で生きる」の 4 分類 10 項目が示されている。「働くためのツール」に
は，情報リテラシーとして情報を収集，評価，管理する力を身につけること
や，ICT リテラシーとしてソフトウエアを活用したり，メディアの特性を理
解したり，メディア制作を行う力などが挙げられている。日本では従来から
情報教育やメディア・リテラシー教育として取り組まれてきたが，学習指導
要領への位置づけが明確でないことなどから，学力評価の対象となることは
あまりなかった。
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一人一台環境は，2 つの面から現状を変えていく可能性がある。1 つは，
学習者が常にコンピューターを使用できるようになることで，機器操作に関
するリテラシーの向上が見込める点である。タブレット端末の場合，タイピ
ングのスキルは逆に低下することも懸念されるが，少なくとも日常の道具と
して使用する際の基本的な操作に習熟し，不安なく使用できるようになる。
21 世紀型スキルでは操作面だけでなく，情報を判断する力やメディアを用
いて表現する力のように，より高次な学力が求められているが，その前提と
なる操作スキルの底上げを図ることが期待される。

もう 1 つは，評価の道具としての側面である。21 世紀型スキルには，従
来のペーパーテストでは測りづらい力として，ICT の操作スキルや情報リテ
ラシーだけでなく，他者とのコラボレーションなども含んでいる。これらの
力を評価する際に，コンピューター上でテストを実施し，操作スキルや思考
のプロセス，他者とのコミュニケーション履歴などを含めた学習評価が試み
られるようになってきた。

一人一台端末時代では，21 世紀型スキルを育成するうえでも評価するう
えでも，インフラとして当たり前に使用できる環境と，当たり前に使用でき
るスキルが求められる。環境の学校間，自治体間の格差が拡大しつつある現
状が，新たなデジタルデバイド（格差）を引き起こすことが危惧される。

（4）変わりゆく学びを拓く映像メディアへの期待

すべての子どもたちが自分の情報端末を持つ一人一台時代には，学校のデ
ザイン，学校の役割，育成されるべき学力が大きく変化していく可能性があ
る。一方で現状では，すぐにどこの学校でも一人一台環境が整う訳でもない。
環境整備の段階に応じた活用を進めながら，大きな変化へと次第に移行して
いくと考えられる。

その際，教科書，ノートといった紙媒体を中心とした教材の提供，学習
の記録に加えて（置き換えではなく），情報端末が導入されていく過程には，
紙では表現することが難しい映像メディアが新たな学びをもたらす起爆剤と
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なりえる。本稿のまとめとして，段階的な整備に合わせた映像メディアに期
待する役割について整理したい。

学校へのテクノロジーの導入を示すモデルとして Puentedura（2010）に
よる SAMR モデルがある。導入の初期段階では，S（Substitute：代替），A

（Augmentation：拡大）といった既存の道具の置き換えや機能的な効率化を
支援するために導入され，次第に M（Modification：変更），R（Redefinition: 

再定義）といった既存の授業や学習活動の転換を目指す。
ここで注意するべきなのは，SAMR の段階によって適切なメディアは異

なるという点である。教室に常設された提示機器は，S や A といった従来の
授業を維持しながらテクノロジーを活用するのに向いている。S（代替）や
A（拡大）段階における代表的なメディアは，実物投影機やデジタル教科書
である。従来紙の上で示していたものを拡大提示することで，学習者の視線
を集め，確実に指示をしたり，関心を共有することに役立ってきた。学校放
送番組やデジタル教科書の動画資料などの映像教材の活用も，この段階に位
置づけられる。あくまで従来の授業を変えることなく，より分かりやすく，
より効率よく，魅力的にするための映像教材が期待されている。

M（変更）段階はどうだろうか。情報端末の部分的な導入段階で用いられ
る機能がカメラであることを紹介した。動画に記録してじっくり観察したり，
振り返る，あるいは短い作品にまとめるといったかたちで，子どもたちが映
像を操るためのツールとして情報端末は活用されていくだろう。もう 1 つの
活用方法は情報収集である。ウェブ検索はもちろん，動画データベースのよ
うに，図書ではカバーできない資料にアクセスする道具になる。求められる
映像資料は教科書をなぞったようなものというよりも，学習者の興味関心に
応えられるだけの量と質を期待したい。多様な視点から情報を提供すること
で，情報を比較したり，関連性を考えたりすることを促すものが望ましい。
こうした活用を通して，教師による情報伝達を中心とした授業から，子ども
たちが情報を集めたり，表現する学習活動を中心とした授業へとウエイトが
変わっていく。
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最後に R（再定義）の段階は，完全一人一台の環境である。反転授業に代
表される家庭学習との連携や遠隔授業，通信教育，MOOCs（Massive Open 

Online Courses：大規模公開オンライン講座）など，授業を映像パッケージ
化し，いつでもどこでも学べる環境は，学校外で動きが先行している。対面
のコミュニケーションを核とした学校の学びとの組み合わせは，学校の役割
の再定義に及ぶ可能性がある。この段階での映像の役割は，教材としてのあ
り方を超えて，教育を支えるインフラとして流通することになる。放送大学
や学校放送の中でも高校講座のように，従来から対面授業の代替手段として
つくられてきた番組の制作ノウハウは，今後ますます重要になると考えられ
る。
「一人一台」は教育・学習活動において道具にすぎない。メディアの特性

を顧みることなく性急に導入していけば，授業観との衝突が起きたり，テク
ノロジーの可能性を無視した置き換えにすぎずコストだけが増大する取り組
みになりかねない。一人一台環境を何のために導入し，どのように活用する
のか，学校教育の何を変えていき，何を変えないでいくのか。明確なビジョ
ンのもとでの導入が求められている。
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