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T O P I C S 教育現場における ICT 機器活用実態

教員の 9 割が ICT 活用に前向き
機器への不安と使い勝手に課題
学校現場に ICT 機器が広く普及しつつある。しかし教員が ICT を活用する場合、メリットだけでなくデメリットも存在する。
一般の公立小学校や中学校に勤める教員の ICT に対する意識と課題を、ベネッセ教育総合研究所の調査結果より探った。

ICT 活用で学習への興味や
関心が高まる

実践している教員の状況を分析した。
同調査によると、一般校の教員の約 9

員も ICT を活用したいという意識は強
興味や意欲のほかに、学習に対して子供

教育現場の ICT 活用というと、どう

と考えているという。また、授業で ICT

の理解が深まる点や、集中力が高まる点、

しても普及状況への関心が高い。しかし、

を利用している教員の約 9 割が、授業

知識を習得する時間が短縮できる点をメ

ICT 機器を活用するユーザーに目を向け

で ICT を活用することで効果があると

リットと考えている。ベネッセ教育総合

なければ、広く普及させることは難し

回答した。ベネッセ教育総合研究所 主

研究所 主任研究員 中垣眞紀氏は「電子

い。教育現場で言えば、ユーザーは教員

任研究員 土屋利恵子氏は「ICT 機器を

黒板やプロジェクターなどの ICT 機器

や生徒にあたる。中でも教員は、ICT 機

使いたい、という意識が前向きになって

を使えば、教材を画面に大きく映し出す

器を活用して授業を進めることが求めら

きている」と話す。

ことができます。生徒に注目させたい箇

れる。そのため生徒以上に、教員の ICT

「ICT 活用に対する不安はあります。教

所を拡大して、一斉に注目させることが

の活用実態や ICT 機器への意識を知り、

員の約半数は、授業で ICT を活用する

可能です。教科書を開いてページを指定

最適な製品を提案していく必要がある。

こ と に 不 安 を 持 っ て い ま す。 し か し、

するより効率的に生徒に指示を伝え、集

ベネッセ教育総合研究所が発表した

ICT 活用に対する否定的な考えは、あま

中させることができます。ICT の活用度

「ICT を活用した学びのあり方に関する

りありません。ICT 活用の課題として挙

が高い先生方が、理解や集中力の高まり

調査」は、全国の公立小・中学校におけ

げられた項目も、“授業の準備に時間が

を挙げているのは、そうした効率性から

る授業での ICT 活用について、授業で

かかる”“自分の ICT スキルが不足して

きているのではないかと考えています」

の ICT 活用の実態や教員の意識を明ら

いる”など、教員自身が活用することを

と分析する。

かにした調査報告書だ。全国の公立小・

想定した課題です。“学習効果があるの

中学校のリストから、都道府県の教員数

かわからない”“ICT を活用する目的が

に応じた抽出確率で無作為に学校を抽

わからない”など、効果や目的に疑問を

出し、一般校を対象として ICT 活用の

感じている割合は 2 割から 3 割程度と

状況を分析している。また、併せて ICT

少ないです」（土屋氏）

具体的な授業事例で
不安を解消
現在、ICT 機器は主にノートや教科書

を活用している公立小・中学校を有意抽

ICT を活用すると、子供の興味や関心

を投映するなどの教材提示で利用されて

出し、実践校を対象として ICT 活用を

を高められる効果がある。そのため、教

いる。今後は、授業内でプレゼンテーショ
ン用ソフトを使って発表するなどの、協
働的な学びへ活用する意向が高い。ま

出所：ベネッセ教育総合研究所「ICT を活用した学びのあり方に関する調査」
（2014 年発刊）
とても不安

小学校（n＝520） 12.7
中学校（n＝583） 10.8

まあ不安

あまり不安ではない

37.5

40.6

40.5

※ データは、一般校を対象としたアンケートによるもの
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36.5

まったく不安ではない
無回答・不明

6.7
10.5

2.5
1.7

（%）

シンプルで負担なく使えることが求めら

「子供のノートをクラスで共有すること

解消するためには、教員へのバックアッ

れる。「単機能な製品の方が、教員は使

が目的の場合、多機能な電子黒板を活用

プが重要だ。ICT 機器活用の支援はもち

いやすい。道具をよりよく使うことは、

するよりもっと簡単な方法があります。

ろんだが、ICT 機器を活用した具体的な

先生方が得意とする分野ですから」と中

例えば、
タブレットでノートを撮影して、

授業事例や、授業計画を教員に知っても

垣氏は話す。

プロジェクターでノートをすぐに投映す

今後、教育現場に ICT 機器を提案す

る方法です。教員がやりたいことを、さ

るにあたり、重要になるのは機器の用途

らに簡単にする機械や環境を提案すれ

また、機器自体の使い勝手にも課題が

を明確にすることだ。土屋氏は「機器を

ば、教育現場に一気に普及する可能性も

ある。授業をスムーズに進める上で、機

教育現場に提案する際には、目的から考

あります」（中垣氏）

器がネットワークにつながらなかった

えることが大切。子供たちに身につけて

り、トラブルを起こし動かなくなってし

ほしい力をまず考えて、そこから学びに

ICT 機器に不安を持つ教員でも使いやす

まったりすると、授業そのものが滞って

必要な機器を提案することを重視してほ

い。機器を活用する目的を見極め、使い

しまう。教育現場で活用する ICT 機器は、

しいですね」と述べる。

やすい製品を提案することが重要だ。

らうことによって、不安の解消につなげ
ることができる。

シンプルに活用できる機器であれば、

S E R V I C E 学習塾向け教材

い。中でも授業で ICT を多く使う教員は、

割が、授業において ICT を活用したい

■ ICT 活用に対する不安

ICT 機器への不安がある。その不安感を

た、現時点で ICT の活用度が高い教員は、
PC に保存した子供の学習記録を使って
指導するなどの個別対応に活用したい意
向も見られる。そのため、ICT の活用は
教材提示から協働学習、そして個別対応
へ推移していく。
ICT 活用の普及の課題は、前述した

紙とデジタルの利点を融合した教材
理解しやすい動画コンテンツを提供
〜 3 社共同の実証実験開始〜

今回提供するテキスト教材「関数・
図形の基礎」と「数学 大問１の完成」
は 2014 年度中学 3 年生向けの受験
教材。そのため今年度の 12 月から 1
月にかけて学習塾で活用される予定と
なっており、4 月から具体的な実証実

大日本印刷、エヌ・ティ・ティラー

れば 3 行認識することによって、テ

験の内容を詰めていく。想定される実

ニングシステムズ、好学出版は、学習

キストの位置が特定でき、テキスト情

証実験の内容としては、動画コンテン

塾向け教材の実証実験を 3 社共同で

報に紐付いた動画コンテンツを表示で

ツへのアクセスログ分析を行う。分析

行う。教材の紙面をスマートフォンま

きる。テキスト教材に特別な加工をし

する対象はアクセスする端末の種類や

たはタブレット端末で撮影すると、該

なくとも、文字と動画を紐付ければ後

時間帯、全体の再生数の内のリピート

当する問題に対応する解説動画を、ク

から動画コンテンツを追加できる。

している塾生の割合などだ。例えば、

ラウドサーバーから検索して表示す

実証実験では好学出版が問題や解答

学習塾が終わった後に動画コンテンツ

る。テキスト教材の解説紙面だけは理

などの教材を作成し、NTT ラーニン

にアクセスしていたら、塾の授業内容

解しにくい作図の手順などを、動画で

グがクラウド型情報ナビゲーション

が理解できていなかったのだと判断が

確認することにより理解を深められ

サービス「シラベテ」を提供、大日本

できる。今後は学習塾側のフィード

る、紙とデジタルを組み合わせた教材

印刷がデータ分析や印刷物の作成、実

バックをもとに、理科や英語など、提

だ。不明な点を撮影するだけで解説動

証実験のコーディネートを担当する。

供する教材の拡充を目指す。

画閲覧できる検索性の高さがメリット
になる。また、教材が出版社側から提
供されているため、タブレットやス

■実証実験で活用される教材

マートフォンがあれば導入できること
も利点だ。
本教材の具体的な技術としては、ク
ラウド型情報ナビゲーションサービ
ス「シラベテ」を起動して紙のテキス
トの文字列を撮影すると、OCR の応
用技術で横書きの文字列を縦に認識す
る。横の文字列の認識であると、同じ
単語が含まれる文字列があるため位置
の特定が困難だが、この技術を活用す

好学出版が提供する学習塾向けテキスト教材（左）。教材にタブレットなどをかざすと、問
題に対応した解説動画が表示される（右）。
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