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(2) 中学校におけるTeTraSを利用した研修の

試み

光市立光井中学校

教諭 鬼武 昭洋

山口市立平川中学校

教諭 前原 隆志

ア はじめに

ほとんどの教員がコンピュータを使って校

務処理をする時代になった。校内で配布され

る文書もワープロソフトウェアで作られてお

り、手書きの文書は全くといってよいほど見

かけない。

しかし、「授業でもコンピュータを使って

子どもたちに指導できるか」と問われると、

返答に詰まる教員が多いことも事実である。

平成14年度に教育研修所が実施した実態調査

の結果でも、半数の教員がコンピュータを

使った教科指導には自信がもてないと答えて

いる。また、コンピュータの保守管理・ネッ

トワークの管理等については、一部の教員任

せになっている場合も多い。

ミレニアム・プロジェクトが目指す「教育

の情報化」を実現するためには、さらなる研

修が求められている。

しかし多くの中学校では、放課後も学習指

導、生徒指導、部活動、教材研究等で校内研

修を設定しにくい実情がある。

中学校でTeTraSを利用する場面としては、

①新規採用教員に、研修の一環として段階的

にコンピュータの使用方法を教える場合

②教員が自己研修する場合

③一斉研修するときのテキストとして利用す

る場合

④授業用テキストや指導資料として利用する

場合

という四つの形を考えてみた。

ここでは、中学校におけるTeTraSを利用し

た実践事例として、③の一斉研修に利用した

例と、④の指導資料として利用した例を紹介

する。

イ 教員研修におけるTeTraSの活用例

（光市立光井中学校）

本校は、全校７学級、生徒数180人、教員数

18人である。

光市は平成14年度に国の地域イントラネッ

ト整備事業によって、光市役所にサーバを置

き市内イントラネットを整備した。その際、

市内全小中学校の全ての教室にLAN端子を設置

し、教室に１台の割合でノート型コンピュー

タを配備した。このコンピュータの活用およ

び保守管理のため、市内全教職員が平成14年

度後半より校内研修を積み重ねており、TeTra

Sの試験運用が始まった平成14年度末の段階で

は、市内中学校においては教職員の90％以上

がWindowsの基本操作をほぼマスターし、ワー

プロ・表計算ソフトウェアを利用するように

なった。

平成15年度に入ってから、光市は公文書の

多くを電子メールの添付ファイルとして発

送・回収するようになったことにより、教員

の間にWindowsやワープロ・表計算ソフトウェ

ア等の操作について「分からないことはお互

いに聞く」体制ができあがった。

本校では、全教員が光市のイントラネット

を有効に活用しようという雰囲気が強く、コ

ンピュータ利用に関する職員間の温度差は少

ない。

(ｱ) 校内研修の実際

ほとんどの教員がコンピュータの基本操作

を習得し、分からないことがあればすぐにア

ドバイスし合うことができる環境では、コン

ピュータの操作やアプリケーションソフト

ウェアに関する一斉研修はあまり必要ない。

しかし、著作権やコンピュータの保守・管理

については、重要であるにもかかわらず、日

頃は研修する機会に乏しい。そこで今回、１

学期末のテスト期間中に、TeTraSを用いて著

作権についての一斉研修を行った。

研修は、ノート型コンピュータを用いて職

員室で行った。また、時間も職員会議の最初
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の30分と限定することで、受講者が負担を感

じないようにした。

図20まず、受講者の意欲を引き出すため、

のようなクイズ形式で始めた。これらのクイ

ズに何も見ないで答えてもらい、その後TeTra

Sの「【教育の情報化】教育における著作権」

のモジュールを参考に正誤を各自調べても

らった（ ）。図21

TeTraSの存在を知ってもらうことも研修目

的の一つであったため、あえて資料を印刷せ

ずに、インターネット経由でTeTraSにアクセ

スして、調べてもらった。10分少々調べた後

正解を発表し、今回の研修のまとめとした。

(ｲ) 教員の反応

クイズの正解と、それがTeTraSのどこに書

いてあったかを説明したとき、教員の間から

は「あの記述は、そういう意味だったのか」

という声が聞こえてきた。TeTraSは自学自習

用に丁寧な解説がされているが、複雑な内容

については指導者が補足説明を行ったとこ

ろ、さらに分かりやすいと好評であった。

「一つの内容を１モジュールに」というTeT

raSの基本構造について、「１ページの内容が

長いので読むのが大変」という意見と、「こ

のページだけを見ればよいので分かりやす

い」という二つの意見に分かれた。
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学校の先生のための著作権講座

学校の先生は著作権に関する認識が甘いといわれます。この際、よい機会ですので著作権に

ついて学んでみましょう。

(1)～(12)のうち、著作権法にかなっているものに○、著作権の侵害になるものに×をつけ

てみてください。

(1) 生徒の作文を勝手に学年便りに載せた。（ ）

(2) テストに教科書の写真や絵を引用した。（ ）

(3) ある文学作品をテストの問題文として、作者に断わらずに使用した。（ ）

(4) 市販教材を印刷して生徒に配布した。（ ）

(5) 文化祭でアニメのキャラクターを看板に書いた。（ ）

(6) 生徒が喜ぶので人気漫画のキャラクターを使った学習プリントを作った。（ ）

(7) Ａ先生が授業に役立ちそうなソフトウェアを一本買ったので、早速学校のコンピュータ

40台にインストールして生徒が使えるようにした。（ ）

(8) 授業でインターネットのホームページをプリントアウトしたものを配布した。（ ）

(9) 興味深い記事があったので、新聞記事をコピーして職員に配布した。（ ）

(10) 授業で使うマルチメディア型の教材を作るとき、市販のソフトウェアから文章・絵・写

真を取り込んで使用した。（ ）

(11) 雑誌にいい内容の記事があったので、生徒にわかりやすい文章に変えた後、プリントし

て生徒に配布した。（ ）

(12) 市立図書館で、蔵書のコピーを一部30円で行っている。（ ）

図20 校内研修会資料
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図21 【教育の情報化】教育における著作権

インターネットに頻繁にアクセスする教員

には、一つの画面に全体が表示されるWebペー

ジを見慣れているためか前者の意見が多かっ

た。

Webページの閲覧に不慣れな教員には、リン

クを使ってジャンプしたとき元のページに戻

ることができないことがあるため、後者の意

見が多かった。

図22 研修会の様子

(ｴ) TeTraSの効果

この実践から、TeTraSを教員研修に活用し

た場合の効果がいくつかうかがえた。

一つは、TeTraSを利用することで資料を準

備する手間を大幅に短縮することができ、研

修担当者の負担を軽減できる点である。

二つ目は、TeTraSを利用することで、「著

作権」や「保守管理」等の重要であるにもか

かわらず日頃取り上げることが少ない内容に

ついての研修の契機となる点である。

ウ 指導資料としてのTeTraSの活用例

（山口市立平川中学校）

本校は、全校15学級、生徒数461人、教員数

28人である。

平成８年からコネットプラン、グローブプ

ログラム、市学校ネットワーク活用研究事

業、先進的教育用ネットワークモデル地域事

業等の指定のもと、インターネット環境を整

備してきた。

授業での活用はもとより、統計教育や学校

Webページの発信も行っており、学校全体とし

てのＩＴ活用能力は高い。
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ここでは、授業でコンピュータを利用する

際に、指導資料としてTeTraSを活用した例を

紹介する。

(ｱ) 授業でのTeTraSの活用

中学校技術・家庭科の教科書には、コン

ピュータ操作に関する内容の記載がある。し

かし、その他の教科でコンピュータを使った

授業を行う場合には、教員の個人的知識や経

験に基づいて生徒に指導することがほとんど

である。この場合、生徒に一斉に同じ操作を

行わせる基礎トレーニングとは違い、操作時

のつまずきに様々なレベルがあり、教員が生

徒一人一人の要求に応えながら指導するには

大変な労力がいる。こうした場面で、教員がT

eTraSを利用しながら生徒の質問に答える方法

は有効であると考える。前述の技術・家庭科

での利用が、マニュアルを最初から順に読む

方法であるのに対し、TeTraSのこうした利用

法はマニュアルの必要な部分だけを抜き出し

て読む方法といえるであろう。

(ｲ) 教員のマニュアルとしてのTeTraSの活用

社会科と美術科でT･Tを行い、ピカソの描い

た「ゲルニカ」について、美術科ではモチー

フの意味や絵画技法について、社会科では歴

史的背景について解説するプレゼンテーショ

ンを生徒に作らせる活動を仕組んだ。

コンピュータの操作手順には個人差があ

り、同じ操作を行う場合でもショートカット

キーを多用する教員と、メニューバーを利用

し、順に操作を進めていく教員とがいる。T･T

を組む教員の手順の違いは、生徒にとってコ

ンピュータ操作に対して不安や誤操作を招く

原因の一つになる。

そこでTeTraSを、T･Tを行う二人の教員が共

有できるマニュアルとして利用し、操作手順

を統一して生徒の指導にあたった。

特に使用頻度が高かったのは、ソフトウェ

ア領域の【日本語入力の方法（A T O K 1 3

編）】、【Word入門】（ ）、【Excel入図23

門】のユニットであった。

図23 【Word入門】

図24 生徒作品
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生徒は、技術・家庭科の授業でMicrosoft W

ordによる文書作成の方法を学んでいる。そこ

では自己紹介文を作ったり、新聞を作ったり

するなどの活動を通して、文字の入力と装飾

の方法や、画像の貼り付けの方法を学習して

いる。TeTraSのこれらのユニットは、一度学

習し覚えたつもりでもつい忘れてしまったと

いう内容をもう一度確認することに役立った

ようである。例えば、文字を入力する場面

で、生徒からよく質問されるのは「日本語で

書きたいのにアルファベットになってしま

う」といったものや、「『しょういだん』と

書くにはどういうローマ字を打てばよいの

か」といったものである。この場合はソフト

ウェア領域の「【日本語入力の方法（ATOK13

編）】日本語入力ソフトの切り替え」や

「【日本語入力の方法（ATOK13編）】ローマ

字入力の方法」のモジュールを開いておき、

困ったときに見るようにさせた（ ）。図25

図25 【日本語入力の方法（ATOK13編）】

また、コンピュータがフリーズしたとき、

隣のコンピュータで保守・管理領域の【基本

的な保守管理】のユニットを開き、生徒と一

緒に見ながら、「今度コンピュータが止まっ

たらこうやってごらん」と伝えた（ ）。図26

図26 【基本的な保守管理】

(ｳ) TeTraSの効果

生徒からの質問の多くは、TeTraSの内容で

カバーすることができ、TeTraSを補助資料と

して利用することで、生徒はコンピュータの
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操作にとらわれずに教科本来の学習活動に集

中することができた。

TeTraSを基準にコンピュータの操作方法を

生徒に指導すれば、教員間による指導方法の

違いが少なくなり、生徒が混乱を起こさない

ことも分かった。

また、TeTraSの保守・管理領域の【イン

ターネットの注意】のユニットには教員とし

て指導しなければならない内容が示されてお

り、指導の参考にすることができた（ ）｡図27

図27 【インターネットの注意】

エ おわりに

一斉研修に利用した実践からは、TeTraSを

利用することで、資料を準備する手間を大幅

に短縮することができ研修担当者の負担を軽

減できることと、著作権や保守管理等の重要

であるにもかかわらず日頃取り上げることが

少ない内容についての研修の契機となること

が分かった。

生徒の指導資料として利用した実践から

は、TeTraSは授業のねらいを達成するための

補助となりうることと、コンピュータの操作

方法を指導する場合にTeTraSを基準にするこ

とで、教員間の指導方法の違いが少なくなり

生徒が混乱を起こさないことが分かった。

また、コンピュータの使い方を指導する場

合にどのように説明すればよいか悩んでいる

教員はもちろん、教科指導にヒントを得たい

と思っている教員にとっても、TeTraSはアド

バイザーの一つとなりうることも分かった。

TeTraSのような遠隔教育においては、学習

したことの定着が課題となるわけであるが、

教育研修所が作成した「ＩＴリテラシー自己

評価チェックシート」を使って研修の後に自

己評価を行うことで、学習内容の定着を図る

ことができると考える。

本実践時には、TeTraSのユニットはかなり

基本的な内容のものに限られていた。しか

し、平成16年１月現在、登録ユニット数は平

成15年４月当初に比べ２倍以上になってお

り、内容も幅広くなってきている。今後さら

に、教育研修所の様々な研究成果もTeTraSの

項目として提供される予定だという。これに

よって教員のニーズへの対応が進み、多くの

研修場面でTeTraSが幅広く利用されるように

なるであろう。

また、変化の激しい現代社会においては、

情報技術、ソフトウェアや法律等、情報教育

を取り巻く環境もめまぐるしく変化してい

る。その変化に対応して進化していくTeTraS

であって欲しいと願う。


