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(3) 高等学校におけるTeTraSを利用した研修

の試み

山口県立美祢工業高等学校

教諭 山野 京子

山口県立防府西高等学校

教諭 西嶋 康雄

ア はじめに

、 、TeTraSは 初心者にも理解しやすいように

説明は分かりやすい表現にして、画像中心の

ビジュアルな内容に仕上がっている。した

がって、もともと教員を対象に作成されたも

のであるが、すでに小・中学校でコンピュー

タ操作を体験している高校生にも、十分理解

できると判断した。そこで私たちは、高等学

校におけるTeTraSの利用可能な場面を次のよ

うに想定した。

○生徒対象

・各教科および特別活動等のコンピュータ

使用時のアドバイザー

・教科「情報」の補助教材

・総合的な学習の時間における情報化社会

の問題点や課題等の補助教材

・自発的なコンピュータ操作技術の向上の

支援（校内および家庭を含む）

○教員対象

・各学校で行われる情報教育に関する研修

・教科指導および校務に必要なコンピュー

タ操作技術習得のための校内研修

・自発的なコンピュータ操作技術の向上の

支援（校内および家庭を含む）

・生徒向けのプリントや提示資料としての

利用

実践事例を２例紹介する。

１例目は、生徒を対象としたTeTraSの活用

例として、山口県立美祢工業高等学校の「生

」（ ） 。 、活技術 家庭 の授業である もう１例は

教員を対象としたTeTraSの活用例として、山

口県立防府西高等学校の理科の教員を対象と

した校内研修である。

イ 生徒を対象としたTeTraSの活用

（山口県立美祢工業高等学校）

、 、 、本校は 全校生徒数260人 教員数41人で

機械科（１・２・３年生 、電気情報科（１）

・２年生 、電気科（３年生 、化学工業科） ）

（３年生）からなる工業高校である。普通教

「 」 「 」 、科 家庭 の科目 生活技術 の授業の中で

TeTraSを活用した。

(ｱ) はじめに

教育課程審議会が、平成10年７月29日に教

育課程の基準の改善についての答申を行っ

た。この中で、小学校の家庭科、中学校の技

術・家庭科、高等学校の家庭科に関する改善

の基本方針を、次のように示している。

(ｲ)男女共同参画社会の推進、少子高齢

化等への対応を考慮し、家庭の在り方や

家族の人間関係、子育ての意義などの内

容を一層充実する。また、情報化や科学

技術の進展等に対応し、生活と技術との

かかわり、情報手段の活用などの内容の

充実を図る。

(ｳ)基礎的・基本的な知識・技術を確実

に身に付けさせるため、実践的・体験的

な学習を一層重視するとともに、環境に

配慮して主体的に生活を営む能力を育て

るため、自ら課題を見いだし解決を図る

問題解決的な学習の充実を図る。

また、現在の高校生は概してコンピュータ

や情報通信ネットワーク等への興味・関心が

高いと思われるので、普通教科「家庭」の学

習活動（導入時の動機付けや発展的な学習）

に情報機器をうまく取り入れることができれ

ば、より充実した学習が可能になると考えら

れる。

そこで、普通教科「家庭」においてTeTraS

を利用して情報機器を取り入れた授業展開を

検討し、授業実践した。

(ｲ) 授業での活用

ａ 学習内容とTeTraSとの対応

高等学校学習指導要領では 「生活技術」、
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の目標を次のように述べている。

「人の一生と家族・福祉，消費生活，衣食

住，家庭生活と技術革新などに関する知識と

技術を体験的に習得させ，生活課題を主体的

に解決するとともに，家庭生活の充実向上を

図る能力と実践的な態度を育てる 」。

そこで 「生活技術」の目標を達成するた、

めに、情報機器の利用が効果的であると思わ

れる学習内容を検討し、TeTraSのユニットと

の対応表を作成した（ 。表14）

ｂ 授業実践

電気情報科１年生（男子37人、女子３人）

を対象に 「生活技術」の「(1) 人の一生と、

家族・福祉 ウ 高齢者の生活と福祉」の学

習において、一部にTeTraSを利用した授業を

実施した（ 。図28）

(a) 単元のねらい

共生の理念のもと、特に高齢者に焦点を当

図28 授業の様子

て、高齢者理解を深め、私たちが地域住民と

してそれぞれの役割を考え行動できることに

主眼をおく。

高校生自身が自分の高齢期の生活を想像し

たり、模擬体験をしたりすることにより、高

齢者の心身や健康、家族形態、経済等の理解

を深めさせる。また学習を通して、高齢者や

表14 「生活技術」における情報機器の利用可能な学習内容とTeTraSの対応表

教育情報ネットワークを活用した教員研修システムの構築と運用に関する研究

単元 学習内容 TeTraSユニット

（1）人の一生と家族・福祉 ア　生涯発達と家族 生活設計の作成、家族や家庭生活の在り方につい

ての意見交換（チャット）

Ｔ６、ＡＢ

イ　乳幼児の発達と保育・福祉

ウ　高齢者の生活と福祉 高齢者の心身の特徴と自立生活の支援

（Windowsの設定変更、電子メールの活用）

Ａ５、ＭＡ、Ｍ３

（２）消費生活と環境 ア　家庭の経済と消費

イ　消費行動と環境 家計簿（小遣い帳）の作成、

インターネットショッピング

ＡＢ、Ｍ３

（３）家庭生活と技術革新 ア　科学技術の進展と家庭生活

イ　家庭生活と情報 インターネットの利用、情報モラル、

セキュリティー

Ｔ５、Ｔ６、Ｈ２、

Ｈ３

ウ　家庭生活と電気・機械

（４）食生活の設計と調理 ア　家族の食生活と栄養 栄養計算 ＡＢ

イ　食品と調理 調理カードの作成 Ａ７、Ａ９、ＡＬ

ウ　食生活の管理

（５）衣生活の設計と製作 ア　被服の機能と着装 ＴＰＯと着装の工夫 Ｈ３

イ　被服の構成と製作

ウ　衣生活の管理

（６）住生活の設計と

     インテリアデザイン

ア　家族の生活と住居 家具の配置と動線 ＡＦ

イ　住居の設計とインテリア計画 住居の平面計画 ＡＦ

ウ　住生活の管理

エ　生活と園芸

（７）ホームプロジェクトと

     学校家庭クラブ活動

ホームプロジェクトの発表用プレゼンテーション

の作成、学校家庭クラブ活動のホームページ作成

Ｔ５、Ａ６、ＡＩ、

ＡＨ、Ｈ３
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障害者の生活や福祉について関心をもたせ、

高齢者や障害者の自立生活を支えるための働

きかけができる能力と実践的な態度を身に付

けさせる。

(b) 指導計画

「ウ 高齢者の生活と福祉」

・高齢者とは？高齢社会とは？

高齢社会の到来 ・・・・１時間

・高齢者のこころとからだ（模擬体験）

・・・・２時間

・在宅生活を支える

～誰にも優しい生活環境づくり～

（ ）・・・・１時間 本時

・高齢者福祉サービス ・・・・１時間

・高齢期の充実のために・・・・１時間

(c) 授業のねらい

ノーマライゼーションの理念を理解し、高

齢者や障害者との共生を考える。

誰もが生活しやすい環境づくりの必要性に

気付き、身近な生活環境を観察し、問題点を

指摘したり改善の必要性に気付いたりすると

ともに、改善案を考えることができる。

(d) 授業の実際

TeTraSの【補助機能の使い方】を利用し

、 （ ）て 高齢者や障害者の福祉 バリアフリー

について考えさせる授業を試みた。電気情

報科の生徒が対象であったが、Windowsの

補助機能を使った経験はなく、コントロー

ルパネルから画面の設定を変更できる生徒

が数人いる程度であった。

授業は、Windowsの画面設定の変更を、

高齢者に頼まれたという状況設定で試みた

（ 。スクリーンにTeTraSの画面を映図29）

図29 生徒が操作している様子

表15 授業展開

学習内容 時間配分 指導上の留意点 準備物

導

入

前時の復習

本時の学習内容の把握

５分 高齢者の身体的特徴を思い出させる。前時の疑似体験の感想を紹介する。

本時の学習内容を伝える。

展

開

ノーマライゼーション ５分 ノーマライゼーションの理念を理解させる。 プリント

バリアフリー １５分 バリアフリーの必要性について理解させる。

生徒の日常生活の中でバリアフリー化された例を発表させる。（補足説明を加

える）

学校内のバリアを発見させ改善案をプリントに記入させ、発表させる。

プリント

情報のバリアフリー １５分 高齢者の身体的な特徴を考慮したときに、情報（コンピュータ）にバリアがな

いか検討させ、バリアを発見させる。

施設・設備等形ある物（ハード面）へのバリアフリー化は進んできているが、

情報等の形のない物（ソフト面）のバリアフリー化が不十分であることに気付

かせる。

Windowsのバリアフリー化（アイコンの大きさ・文字の大きさ・音量の変更・拡

大鏡の利用等）の手法を紹介する。（知っている生徒がいれば、生徒に実演・

紹介させる）　TeTraSを利用して紹介する。

ノートパソコン、

スクリーン、

プロジェクタ各２台

ユニバーサルデザイン ５分 ユニバーサルデザインについて理解させ、誰もが生活しやすい環境を整えるこ

との必要性に気付かせる。

『サザエさんの家庭科教育論』の一部を音読して、ユニバーサルデザインの理

解を深めさせる。

書物『サザエさんの

家庭科教育論』

ま

と

め

本時の学習内容のまとめ

次時の学習内容を知る

５分 プリントの整理と授業の感想を記入し、提出させる。

次時の予告を行う。
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し出し、代表生徒がこのスクリーン画面を

見ながら、別のコンピュータでWindowsの

画面設定の変更を行った。代表生徒の操作

画面は、もう１台の別のスクリーンに映し

出し、クラス全体に分かるようにしながら

図30 図W i n d o w sの補助機能を紹介した（ 、

。31）

図30 【補助機能の使い方】

図31 スクリーンに映し出したTeTraS画面

自宅にいながら商品や最新の情報が手に入

る点、自宅から様々なサービスが利用できる

点等、情報化が今後高齢社会に果たす役割と

影響は大きいであろう。そこで、高齢者の

福祉について、TeTraSを用いて情報分野の

側面から取り上げてみた。生徒の大半は今

まで高齢者や障害者のコンピュータ利用な

ど考えたことがなかったが、誰もが生活し

やすい環境づくりについて考える契機となっ

た。

ｃ 結果

TeTraSの画面は、初心者にも分かりやす

い表示で説明も簡潔であり、高校生にも十

分理解することができた。今後、授業でコ

ンピュータを利用する際は、コンピュータ

操作のアドバイザーとしての役割を担って

くれると考えられる。

一方、TeTraSを利用するに当たり、コン

ピュータとプロジェクタ、スクリーン各２台

が必要になり、準備に２人で30分を要した。

そのため、本授業を実施するにあたり、前後

に授業がない教室で行わなくてはならず、当

初考えていた普通教室での利用には、課題が

あることが判明した。

現状でTeTraSを有効に利用することができ

る場面として、

・コンピュータ教室での授業

・教員がプリントで配布したものの利用

・教員や生徒の自発的な活動

などが考えられる。

今回の授業実践は、生徒がTeTraSを使って

学習する方法を身に付けることにつながっ

た。また、高齢者の福祉（バリアフリー）

を情報分野の側面から取り上げ検討したこ

とは、生徒にとって生活者としてだけでな

く、今後の専門科目の学習の際にも様々な

場面で役立つものと考える。

、 、今後は 電気情報科の教員とT･Tを組んで

既存のWebページのバリアフリー診断等を実

習で取り上げたり、自作Webページのバリア

フリー診断を相互評価したりするようになれ

ば、教科を越えたより効果的な授業となるで

あろう。
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ウ 教員を対象としたTeTraSの活用

（山口県立防府西高等学校）

、 、 、本校は 全校生徒数776人 教員数56人で

平成15年度より普通科から総合学科に改編さ

れた。

(ｱ) はじめに

TeTraSを活用した教員研修を受講者の規模

で分類すると、以下のように分けることがで

きる。

①学校全体の校内研修

②教科や分掌ごとの研修

③個人研修

今回は、TeTraSの存在や活用方法を多くの

教員に知ってもらい、その上で改善点等の意

見を出してもらうことを目的とし、②の形態

で研修を行うこととした。そこで複数の教員

を集めて、TeTraSの活用方法を熟知した教員

が指導者役となって研修を実践した。

高等学校の場合、大規模校や専門高校等で

は教員数が40人を超える学校が多く、学校全

体で校内研修を行うよりは、このように教科

や分掌ごとの研修形態の方がより効果的であ

る。

(ｲ) 教員研修での活用

ａ 研修内容

理科の教員６人を対象としたので、理科の

授業で必要とされているコンピュータの利用

方法について研修を行った。研修に先立ち、

受講者に「現在、理科の授業においてコン

ピュータをどのように活用したいですか」と

いうアンケート調査を行ったところ、最も多

かった意見は、プレゼンテーションの道具と

して活用したいというものであった。

そのプレゼンテーションの活用の場として

は、以下のようなものであった。

①実験書の補助資料として

②演示実験を補うものとして

③課題研究の発表の道具として

①については、白黒印刷で動きのない実験

書の補助資料として、カラー表示で動きのあ

るプレゼンテーションソフトを補助的に活用

した方が、生徒は理解しやすいという理由で

ある。②については、演示実験の中には、変

化が速すぎたり遅すぎたり、あるいは大きす

ぎたり小さすぎたりして、観察が難しいもの

がある そのようなものを プレゼンテーショ。 、

ンソフトを使って、動画とアニメーションを

組み合わせて生徒に分かりやすく示したいと

いう理由である。③については、課題研究の

発表会で生徒にプレゼンテーションソフトを

使わせることで、効果的で説得力のある発表

をさせたいという理由である。

以上のことから、今回の研修では、プレゼ

ンテーションについてTeTraSを活用して研修

することにした。

ｂ 研修の概要

概要は、 のとおりである。表16

事前準備として 【PowerPoint入門】の全、

てのモジュール（ 、 ）をプリントア図32 図33

図32 【PowerPoint入門】

図33 配布資料の一部
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ウトして、各教員に配布した。

TeTraS画面を正面のスクリーンに映し、手

順に従ってMicrosoft PowerPointの操作方法

（ ）。 、を指導者役の教員が説明した また図34

図34 指導者役の教員による説明

指導者役の教員自らもMicrosoft PowerPoint

を操作し、その画面を受講者の操作するコン

ピュータの間にあるディスプレイに映した。

受講者は、指導者役の教員の説明に従い、

事前に配布された資料と、ディスプレイ画面

を見ながら、プレゼンテーションを作成して

いった。今回は、Microsoft PowerPointを初

めて使う教員がいたので、研修の進度を揃え

るために、全員が同じスライドを一枚ずつ仕

上げていく方法をとった（ 。図35）

図35 研修の様子

表16 校内研修会（理科）

１　期　　日　　　平成１５年８月２０日

２　場　　所      本校情報処理室

３　対　　象      本校理科教員６人

４　研修目的　　　TeTraSの存在や活用方法を多くの教員に知ってもらう。

　　　　　　　　　また、その上で改善点などの意見を出してもらう。

５　事前調査　　　８月５日に研修してみたい内容についてアンケートを実施。

　　　　　　　　　プレゼンテーションについての研修が最も多かった。

６　研修内容　　　プレゼンテーションについての研修をTeTraSを活用して行う。

７　研修のながれ

内　　　容 時間 留　意　事　項 使 用 機 器 等

導
　
　
入

・TeTraSのWebページの表
示
・TeTraSの概念の説明

７分
８分

・中央のスクリーンに表示する。
・教育研修所のWebページにリンクが貼ってある
ことを説明する。
・TeTraSとは、ネットワークを活用した遠隔教育シ
ステムであり、教員研修等に活用できることを説
明する。

指導者用コンピュータ
スクリーン

展
　
　
開

・プレゼンテーションに使う
スライドを作成

３０分 ・【PowerPoint入門】をプリントアウトしたものを受
講者に配布しておく。
・Microsoft PowerPointを操作し、その画面を受
講者の操作するコンピュータの間にあるディスプ
レイに映し、操作方法を説明しながら進める。

指導者用コンピュータ
スクリーン
受講者用コンピュータ
ディスプレイ

ま
と
め

・意見交換 １５分 ・TeTraSの改善点等の意見を出してもらう。
・TeTraSを有効に活用できそうな案を出してもら
う。
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ｃ 研修後の感想と意見

(a) 受講者からの意見

今回の研修に参加した教員から出された感

想や意見は、次のようなものであった。

・TeTraSのような便利なものがあるとは知ら

なかった 今後 コンピュータの操作で困っ。 、

たときには、活用したい。

・TeTraSは、生徒にプレゼンテーションソフ

トの使い方を教えるときにも使えそうだ。

・TeTraSがあれば誰でもコンピュータを利用

した授業ができるとは限らないが、本格的

にコンピュータの操作について勉強を始め

るきっかけにはなる。

・TeTraSの画面はカラフルで分かりやすい

が、白黒印刷してみると多少見づらい場合

がある。

(b) 今後の課題

、 、TeTraSは Web上で利用するだけではなく

プリントアウトして利用することもできる。

そのため図や表のレイアウトは、紙面に印刷

することも考慮して作成されているが、学校

現場では白黒印刷される場合が多く、紙面が

多少見づらくなる場合もある。したがって、

プリントアウトしたものと、TeTraSの画面を

スクリーンに映したものを併用するなどの工

夫も必要である。

今回は、理科の教員が授業でプレゼンテー

ションソフトを活用できるようにするため

、 。 、に 研修を行った TeTraSを活用したことで

受講者全員がプレゼンテーションソフトの基

本操作を身に付けることができた。これから

は次のステップとして、基本技能を身に付け

た教員が、授業の中で実践的にプレゼンテー

ションソフトを活用するための研修を行う必

要がある。

、 、そのためには TeTraSの中により実践的で

すぐに授業で活用することができるモジュー

ル、例えば「 PowerPoint活用】教材の作成【

（繰り上がりの足し算 」等を拡充していく）

必要があると感じた。

エ おわりに

今回の高等学校における研究では、生徒を

対象とした授業と、教員を対象とした教員研

修の二つの実践事例を示した。

授業実践は、電気情報科の１年生を対象に

行った。授業の中でTeTraSを教材として活用

することは、授業のねらいを達成することに

有効であった。現在の高校生は、小・中学校

で既にコンピュータの操作を体験しているの

で、工業高校に限らず全ての高等学校におい

ても、授業の中でTeTraSを活用することは十

分可能である。

今後、授業や学校行事等で実際に生徒が

コンピュータを使用する場合、TeTraSにコ

ンピュータ操作のアドバイザーとしての役

割を期待することができる。また、校内お

よび家庭において、生徒がTeTraSを活用する

ことは、自発的なコンピュータ操作技術の向

上にもつながると考えられる。

教員研修は、教科や分掌単位で行う方が研

修内容を設定しやすく、また受講者のモチ

ベーションも高まると感じた。TeTraSを利用

することで、無理なくコンピュータの基本技

能を身に付けることができた。さらに、一つ

のモジュールを完了することは、受講者に達

成感を与えるだけではなく、次のステップに

進む原動力になることも分かった。

現在、TeTraSは初心者にターゲットを絞っ

、 、て 基本的な内容を中心に構築されているが

今後はある程度スキルを身に付けた教員も対

象に含める必要がある。つまり、授業ですぐ

に応用できるモジュールも追加していく必要

があると感じた。

私たち教員のみならず生徒にとっても、魅

力的で使いやすいTeTraSになるように、今後

改良を重ねていく必要がある。そうすれば、

TeTraSは教員研修や授業はもちろん、生徒の

自発的なコンピュータ操作技術の向上の支援

等、様々な場面で活用されるようになるであ

ろう。




