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見通しをもって問題解決学習に取り組む小学校社会科授業の研究 

－ＩＣＴ機器を活用した学習計画の作成を通して－ 

 

防府市立右田小学校 教諭 岡田 有理  

 

１ 研究の意図 

(1) 研究の背景 

 「小学校学習指導要領（平成29年告示）解説 社会編」では、「児童生徒が課題を追究した

り解決したりする活動の一層の充実」＊１や「児童が社会的事象から学習問題を見いだし，そ

の解決への見通しをもって取り組むようにする」＊２ことが求められている。 

また、山口県では令和３年度より「やまぐちスマートスクール構想」の取組が始まり、これ

までの教育実践とＩＣＴとを組み合わせ、学びの可能性を広げることが期待されている。  

(2) 研究テーマ設定の理由 

 原籍校では、児童が意欲的に学習に取り組み、問いを追究していけるように、問題解決的な

授業を行ってきた。児童は、調べ学習に取り組み始めたときには意欲的に調べるものの、その

意欲を継続することは難しく、収集した資料を基に問いを解決していくことには消極的な姿が

見られる。要因として、学習問題と自分の生活との関わりが意識できず、興味・関心がもてな

いことが考えられる。また、学習問題を解決する見通しがもてないことから、自ら問題解決に

取り組み、学習を進めようとする意欲が高まらないことも要因と考えられる。 

 宗實（2021）は、「出された予想を分類することで、これから調べる計画（学習計画）を立

てることができる」＊３と述べている。また、澤井（2018）は、「予想をしっかりと立て、そ

れに基づいて絞り込んで情報を集めるようにすることが大切」＊４だと述べている。これらの

ことから、児童にまず学習問題に対する予想をもたせ、それらを分類・整理することで情報収

集の視点を明確にし、学習計画を立てることが重要だと考えた。 

 そこで、本研究では、まず、児童が自分の

生活との関わりを意識し、追究する意欲を高

めることができるように学習問題を設定す

る。そして、児童一人ひとりが学習問題に対

する予想を立て、それらを共有して話し合

い、分類・整理して予想に基づいた学習計画

を立てることで、見通しをもつことができる

ようにする。 

 なお、学習問題の設定、学習計画の作成を

する際には、視覚化や共有化といった特性を

もつＩＣＴ機器を活用する（図１）。 

(3) 研究の仮説 

小学校社会科における問題解決学習において、ＩＣＴ機器を活用し、児童に学習問題を自

分事として捉えさせ、学習問題に対する予想に基づいた学習計画を立てることで、見通し

をもって意欲的に問題解決学習に取り組むことができる。 

 

学習問題と生活との関わりを意識 

学習問題の設定 

学習計画の作成 

学習問題に対する予想 

予想の共有・分類・整理 

見通しをもった問題解決学習 

調べること・調べ方の選択 

Ｉ
Ｃ
Ｔ
機
器
の
活
用 

図１ 見通しをもった問題解決学習へのプロセス 
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２ 研究の内容 

(1) 本研究における「見通しをもつ」とは 

「学習問題に対する予想が正しいかを調べるため、情報を収集し、まとめ、発表するといっ

た学習の流れを把握していること」と捉える。 

(2) 学習問題の設定 

 児童が意欲的に問題解決学習に取り組むには、児童が「考えたい」「調べたい」と思える学

習問題を設定することが必要である。そのために、児童と社会的事象との出会わせ方を工夫す

る。社会的事象と自分の生活が関係していることが意識できるような資料を提示し、児童の興

味・関心、そして疑問を引き出すようにする。資料の提示には、ＩＣＴ機器を活用する。ＩＣ

Ｔ機器を活用することで、資料の加工を容易にすることができる。資料を拡大したり一部を隠

したりするなど資料の見せ方を工夫することで、児童が学習内容に関係することに意識を向け

ることができるようにする。そうして出てきた児童の気付きから学習問題を設定し、学習問題

を児童が自分事として捉えることができるようにする。児童が学習問題を自分事と捉えること

で、その後の問題解決への意欲も高まると考えられる。 

(3) 学習計画の作成 

澤井（2015）は、「学習計画とは、『学習問題に即して調べ、予想を確かめる計画』だと言

い換えることができます。この計画がないと、子供たちは学習の連続性を自覚できず、授業の

そのつど教師の発問や指示どおりに（自分なりに考えてみることなしに）活動するだけの授業

になってしまいます。」＊５と述べている。そこで、学習問題を設定した後に、これから何を

どのように調べるのか、どのようにまとめるのかを考え、児童と共に学習計画を作成する。学

習計画は、学習問題に対する予想を基にして、以下のように立てる。 

ア 学習問題に対する予想 

まず、学習問題に対する予想を立てる。予想は、端末上のカードに短い言葉で書き、教師

用の端末に提出する。そうすることで、教師は、全員の予想を瞬時に集約することができ

る。端末上のカードは、簡単に移動したり並べ替えたりできるので、その後の活動でも分

類・整理がしやすくなる。また、写真を撮ったりインタビューをしたりするなど、予想の根

拠となる情報を収集する際にもＩＣＴ機器を活用する。自分の予想の根拠となる情報を収集

しておくことで、予想についての話合い活動にも意欲的に参加できると考えられる。 

イ 予想の共有・分類・整理 

学習問題に対する予想を立てた後、予想を共有・分類・整理していく。教師用端末に集約

した予想を児童の端末に送信したり、予想を提出した提出箱（フォルダ）を共有したりする

ことで、児童が全員の予想を共有できるようにする。共有した予想は、端末で分類をする。

端末上では予想の分類の試行錯誤が容易なので、児童が意欲的に活動できると考えられる。

そして、端末を活用して予想についての考えを話し合う場を設定し、自分の考えを整理する

ことができるようにする。予想は端末上で共有しているので、各自で友達の考えを確認した

り、比較したりしながら話し合うことができる。端末で考えを視覚化することで、予想につ

いての話合いが活発になり、予想に対する考えを整理してこれから調べることを明確にして

いくことができると考えられる。 

ウ 調べること・調べ方の選択 

予想の共有・分類・整理を行った後、自分がこれから調べること・調べ方を選択する。話
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合いを通して明確になった調べたいことの中から、改めて自分が調べることを選択する。そ

して、調べるためにはどのような方法が適切かを考える。調べる方法は、端末の共有フォル

ダに調べる方法をイラストで描いたカードを入れておき、そこから選ばせることで、各自が

自分に合った方法を選べるようにする。何をどのように調べていくのか、活動の流れを明確

にすることで、見通しをもって問題解決に取り組むことができると考えられる。 

(4) 検証方法 

授業中の児童の言動、ワークシートなどの記述、授業実践前後のアンケート結果から、児童

が学習問題を自分事として捉え、これからの学習に見通しをもつことができたかどうかを検証

する。 

(5) 授業実践 

原籍校の第３学年（１組 33 人、２組 34 人、３組 36 人）に対して、６月と 10 月に授業実践

を行った。ＩＣＴ機器の活用として、本実践では iPad（以下「端末」という。）でロイロ

ノートというアプリを使い学習活動に取り組ませた。 

ア 第１回授業実践 第３学年 社会科「お店の人の仕事」 

(ｱ) 単元の概要 

  社会科「お店の人の仕事」（全 11 時間）の単元の概要を表１に示す。授業実践は、単

元はじめの５時間で行った。 

表１ 第１回授業実践の単元計画 

時間 主 な 学 習 活 動 ＩＣＴ機器活用のポイント 

１ 
買い物の経験について話したり、地図に知っている店を書き

込んだりして、地域には様々な種類の店があることを知る。 

・送信された校区の地図に、知っている店を書

き込む。 

２ 

買い物調べの結果を表やグラフにまとめて気付いたことを話

し合い、学習問題を設定する。 

 

 

・買い物調べの結果をリアルタイムでグラフに

し、提示する。 

３ 学習問題に対する予想を分類して、学習計画を立てる。 
・全員の予想を共有し、予想を比較しながら分

類する。 

４ 自分の調べること・調べる方法を決め、学習計画を立てる。 
・共有フォルダから調べる方法を選択し、学習

計画を立てる。 

５ 
スーパーマーケットで見付けた工夫を整理し、なぜそのよう

な工夫をしているのか考える。 

・見学で撮影した写真を大型テレビに映し、発

表する。 

６ 
店で働いている人はどのようなことに気を付けているのか調

べ、意味を考える。 
・見学で撮影した写真を基に考える。 

７ 
品物はどこから運ばれてくるのか調べて地図にまとめ、他の

地域と関わりがあることを知る。 

・日本地図を児童の端末に送信し、買った物の

産地を書き込む。 

８ 
お客さんの願いとスーパーマーケットの工夫とのつながりに

ついて考える。 

・お家の人へのインタビュー動画を基に考え

る。 

学習問題 

「スーパーマーケットの人は、お客さんに来てもらうためにどんなことをしているのだろう」  
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(ｲ) 授業の概要 

ａ 学習問題の設定 

児童は、自分の家の周りや校区内にはほとんどお店はないと考えていたので、１時間

目は校区内にも様々な種類のお店があることに児童が気付くことをねらいとした。２年

生の生活科で行った「まちたんけん」のことを思い出しながら、校区内にあるお店を地

図に書き込む活動をした。地図は児童の個人端末に送信し、児童は送信された地図にお

店の位置を丸印として書き込んだ。６月の授業実践の段階では、端末の扱いに不慣れな

児童が多数いると考えたので、紙の地図も用意し、希望する児童には紙の地図を配付し

た。そして、地図を見ながら自分や家族の買い物経験について紹介し合った。その後

「みんなが一番よく行くお店はどこなんだろうね」と問いかけると、児童からは様々な

答えが返ってきた。そこで、１週間の買い物調べ（図２）をすることを提案し、児童は

買い物調べに取り組んだ。 

 ２時間目には、児童の買い物調べの結果をグラフにして提示した。まず、一人ひとり

が買った品物の数をお店ごとに集計し、それをグループで表にまとめた。集計した数を

グループごとに発表させているときに、スプレッドシートに数値を入力していった。数

値は入力と同時にグラフ化されていき、グラフを見た児童の気付きから「スーパーマー

ケットの人は、お客さんに来てもらうためにどんなことをしているのだろう」という学

習問題を設定した。 

ｂ 学習計画の作成 

 ３時間目には、２時間目に設定した学習問題に対する予想を児童が各自で行い、予想 

９ 
スーパーマーケットでは地域や地域の人々のために様々なこ

とに取り組んでいることを知る。 
・見学で撮影した写真を基に考える。 

10 
・ 
11 

調べたことを振り返りながら、学習問題についてまとめ、消

費者と販売に携わる人々の関連を考える。 
 

図２ 買い物調べのワークシート 
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図３ 学習計画作成の手順 

予想に基づいた学習計画 

を端末上のカードに書か

せた。児童から出された

予想は、教師用の端末に

集約した後、児童の端末

に送信した。児童は、自

分の端末で友達のカード

を読み比べ、「品物の多

さ」や「安さ」など似て

いる予想を分類していっ

た（図３－③）。その

後、グループや全体でも

検討し、分類した予想を

基にこれからどんなこと

を調べていけばよいのか

を考えた（図３－④）。 

 ４時間目には、まず各

自でこれから調べるこ

と、そして調べたことを

どのようにまとめるのか

を確認した。まとめる方

法については、児童に

「調べた後にどうする

の？」と尋ねると「新聞

に調べたことを書きた

い」「どうせなら新聞を

店長さんに読んでもらいたい」という意見が出てきたので、新聞にまとめることにし

た。まとめる方法を確認した後、調べる方法について考えた。資料箱（共有フォルダ）

の中に調べる方法を描いたカードを準備しておき、児童はそこから自分に合った方法を

選んだ。選んだカードに沿って、お店で見学するものやインタビューする相手、質問内

容などを各自で考え、学習計画を立てた。 

(ｳ) 授業実践の結果と考察 

ａ 学習問題の設定 

 児童が学習問題を自分事として捉えることができたのか、２時間目の授業中の児童の

様子と振り返りの記述から考察する。 

 はじめに自分の取り組んだ買い物調べの結果を基に「どのお店で一番たくさん買い物

をしているのか」を予想させてから、クラス全体の買い物調べの結果をスプレッドシー

トでグラフにまとめた（図４）。児童は、集計結果を入力するたびに積み上がっていく

グラフを見ながら、「やっぱり」「えー！」と一喜一憂をしていた。最後の入力を終え

ると、児童からは、スーパーマーケットで買った品物の数の多さに大きな驚きの声が上

がった。 

学習活動 使用するＩＣＴ機器 

①各児童が学習問題に対して予想 

 

②各児童の予想を教師が集約・送信 

 

③各児童が全員の予想を分類 

 

 

 

 

 

 

 

 

④全体で予想の分類を検討（調べる視点を共有）  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   児童の各端末 

 

   教師の端末 

 

     児童の各端末 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大型テレビ 
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 グラフを見るとスーパーマーケットで買った品

物の数の多さが一目で分かることから、児童は

「どうしてスーパーマーケットで買い物した数は

こんなに多いのだろう」という疑問を抱いた。さ

らに、児童からは「何かスーパーにはいいことが

あるんだよ」「何か秘密があるんじゃない？」と

いった意見が出てきた。これらの児童の気付きか

ら学習問題を設定したことで、学習問題を自分事

として捉え、意欲的に考える姿が見られた。授業

後の振り返りには、多くの児童が図５のように学

習問題に対する自分の考えを記述していた。 

 まず結果を予想させてからグラフを提示したこ

と、自分たちの取り組んだ買い物調べの結果であ

ること、結果をリアルタイムで視覚的にグラフにま

とめたことで、児童の学習への意欲が高まったと考

えられる。学習への意欲が高まったことで、児童か

らは買い物調べの結果に対して多くの気付きが出て

きた。そうした児童の気付きから学習問題を設定し

たことで、児童は学習問題を自分事として捉えるこ

とができたと考えられる。 

ｂ 学習計画の作成 

 児童が、これから調べることとその方法を考え、見通しをもって学習を進めることが

できたかを授業中の児童の様子やアンケート結果などから考察する。 

 ＩＣＴ機器を活用することで、学習問題に対す

る全員の予想を即時に共有することができたの

で、児童は、スムーズに予想の分類を始めること

ができた。自分の端末で友達の予想を比較するこ

とができるので、多くの児童が意欲的に予想の分

類に取り組むことができていた。また、端末上で

はカードの移動が容易で、何度もやり直しができ

るため、試行錯誤しながら安心して活動する様子

が見られた。授業実践後に行ったアンケートで

は、「タブレットを使うと自分と友達の考えを比

べやすい」という項目に56％の児童が「そう思

う」、33％の児童が「どちらかといえばそう思

う」と答えていた（図６－①）。また、「タブ

レットを使うと考えを簡単に整理できる」という項目には71％の児童が「そう思う」、

20％の児童が「どちらかといえばそう思う」と答えていた（図６－②）。これらのアン

ケート結果から、ＩＣＴ機器を活用することで、児童は互いの考えの比較や整理が容易

になったと感じており、予想の分類に意欲的に取り組むことができたと考えられる。 

図５ 児童の振り返りの記述 

図４ 買い物調べの結果のグラフ 

図６ 授業実践後のアンケート結果  

① 

② 
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 予想の分類をすることで、これから調べることを確認し、自分の調べる視点をもつこ

とができた。学習計画は、102人中99人の児童が授業中に作成し、教師用の端末に提出

することができた。提出の有無を簡単に確認することができるので、提出していない児

童に対しては、授業後に一緒に学習計画を立てた。また、学習計画を立てていても何を

見学するのか明確に書けていなかったり、質問内容などが書けていなかったりする児童

には個別に声をかけて、これからの活動を確認することができた。校外学習としてスー

パーマーケットへ見学に行くことはできなかったが、102人中85人の児童が、休日や平

日の夕方の時間を利用してスーパーマーケットに行き、学習計画に沿って見学やインタ

ビューを行うことができた。このことから、これから調べる内容や調べる方法を考えて

学習計画を立てることで、児童は見通しをもって意欲的に問題解決学習に取り組むこと

ができたと考えられる。  

(ｴ) 第２回授業実践に向けて 

第１回授業実践では、予想を分類することで調べる視点を確認し、学習計画を立てるこ

とはできた。しかし、分類することに多くの時間がかかってしまったため、時間的にも内

容的にも予想についての話合いを十分にすることができなかった。そのため、調べる視点

を明確にすることができない児童もいた。 

そこで、第２回授業実践では、予想を分類する時間を短縮する工夫をし、予想について

の話合いの時間を十分に確保することにした。また、言葉だけでは自分の考えを伝えた

り、友達の考えを理解したりすることが難しく、互いの予想に対する考えの相違に気付く

ことができない様子が見られたので、ＩＣＴ機器を活用して自分の考えを視覚的に表すこ

とにした。 

イ 第２回授業実践 第３学年 社会科「くらしを守る」 

(ｱ) 単元の概要 

社会科「くらしを守る」（全９時間）の単元の概要を表２に示す。授業実践は、単元は

じめの５時間で行った。 

表２ 第２回授業実践の単元計画 

時間 主 な 学 習 活 動 ＩＣＴ機器活用のポイント 

１ 

グラフや写真を見て気付いたことや思ったことを話し合い、

学習問題を設定する。 

 

 

・火災件数のグラフや火災現場の写真を提示す

る。 

２ 
早く出動するための工夫について話し合い、学習計画を立て

る。 

・写真を使って予想をする。 

・画面共有をして予想を共有し、話し合う。 

３ 早く出動するための消防士の工夫について調べる。 ・端末でインターネット検索などをして調べる。 

４ 
・ 
５ 

調べたことを互いに発表し、話し合う。 

・大型テレビを使って、調べたことをプレゼン

テーションする。 

・シンキングツールに自分の考えをまとめる。 

学習問題 

「消防士さんは、火事から人々を守るためにどんなことをしているのだろう」 
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(ｲ) 授業の概要 

 ａ 学習問題の設定 

１時間目に、防府市の過去の火災件数のグ

ラフを大型テレビに提示した。はじめにグラ

フのタイトルを隠して提示し（図７）、何の

グラフなのかを児童に予想させ、その後、グ

ラフのタイトルを示した。このグラフから

は、防府市で毎年約40件の火災が発生してい

ることが読み取れ、児童は、自分の住んでい

る防府市で、毎年多くの火災が起きているこ

とに驚いていた。さらに、防府市内で起きた

建物火災や車両火災の現場写真を大型テレビ

に提示した。児童が興味をもった箇所は拡大

して見せ、火事になるとどんなことが起きる

のか、どんな被害があるのかなど、写真を見

て考えることができるようにした。このと

き、一つの画面で児童の気付きを共有してい

こうと考えたため、あえて児童の端末に写真

を送信せずに大型テレビに提示した。そし

て、最後に延焼する建物火災の写真を提示し

た（図８）。グラフや建物火災の写真を見た

児童の気付きから、「消防士さんは、火事から人々を守るためにどんなことをしている

のだろう」という学習問題を児童と一緒に設定した。 

ｂ 学習計画の作成 

 ２時間目に「消防士が１分で出動するための工夫」につ

いて予想し、その予想を分類・整理して学習計画を立て

た。まず、消防署見学で撮影した６枚の写真を児童の端末

に送信した。児童は、その中から自分の予想と関係する写

真を選び、写真に気付きを書き込んで予想をした（図

９）。実際に見学した消防署の写真を使うことで、児童の

学習への意欲を高めること、根拠のある予想をもたせるこ

６ どのように消火活動や救助活動をするのか調べ、話し合う。 
・インターネット検索をしたり、動画を視聴し

たりする。 

７ インタビュー映像や資料などで、消防団の取組について調べる。 ・消防団の方へのインタビュー動画を基に調べる。 

８ 学校や地域の消防施設を調べて地図にまとめる。 
・学校と学校周辺の地図を送信し、見付けた消

防施設を書き込む。 

９ これまでの学習を振り返り、自分ができることを話し合う。 

・端末に保存していたこれまでのワークシート

を見て、学習を振り返る。 

・シンキングツールで自分の考えを整理する。 

図９ 予想をする児童の様子 

図８ 延焼する建物火災の写真 

図７ 児童にはじめに提示したグラフ 
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とをねらった。また、あらかじめ写真ごとの提出箱（フォルダ）を教師用の端末に設定

しておくことで、予想を書き込んだ写真を分類する時間を短縮した。 

 その後、自分の予想をより具体的にしていくことができ

るように、同じ写真を選んで予想をした児童同士で、写真

を見せ合いながら互いの予想について話し合った（図

10）。話し合ったことは、全体の場でも共有をした。全体

で共有するときには、聞いている児童が、発表内容を理解

しやすいように、発表する児童の予想を大型テレビに映し

た。最後に、ワークシートに自分がこれから調べていきた

い予想の写真と調べる方法を選択し、学習計画とした。 

(ｳ) 授業実践の結果と考察 

 ａ 学習問題の設定 

 グラフのタイトルを隠して提示したことで、児童のグラフへの注目度が高まった。何

のグラフなのかとグラフをじっと見つめて予想を始め、児童は「学校の先生の数」「コ

ロナ患者の数」など次々と自分の考えを発言した。その後、「防府市で起きた火事の数」

というタイトルを示すと、児童から「えー！」「多い！」「本当に？」と、驚きの声が

上がった。児童は、今まで自分たちとは関係ないと思っていた火災という社会的事象が、

自分にとって無関係なものではないことに気付き、自分たちの身近でも起こり得るもの

だということに驚いていた。グラフのタイトルを隠すだけで、児童はグラフに対する興

味・関心を高め、意欲的にタイトルを予想していた。興味・関心を高めた後でタイトル

を提示したこと、自分たちの住んでいる防府市のグラフであったことで児童の驚きが大

きくなり、これからの学習への意欲が高まったと考えられる。 

 また、提示した３枚の火災現場の写真も児

童の学習への意欲を高めるのに効果的であっ

た。火事についてテレビやニュースで見聞き

したことはあっても、実際に火災現場を見た

ことのある児童は少なく、防府市で起きた火

災の写真を見て、101人中 97人の児童が、火

災に対する驚きや怖さを感想に書いていた

（図 11）。火災の怖さを感じたことで、児

童は「もしも火事になったら…」と自分のこ

ととして考え始めた。火災によってどんな被

害が生じるのかを児童と確認していると、児

童は大型テレビに提示していた３枚目の写真

に注目し「消防士さんが火を消しているよ」

「こんな怖い火事なのに消防士さんはすごい

な」などと消防士に対する気付きを発言し始

めた。そこで、これらの児童の発言から学習問題を設定した。授業の最後に「消防士は

約６分で現場に到着する」という事実を示すと、授業の振り返りに 101 人中 84 人の児

童が、消防士の仕事に対する驚きや疑問を書いており（図 12）、学習問題を自分事と

図 11 写真を見た児童の感想 

図 12 児童の振り返りの記述 

図 10 話し合う児童の様子 
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して捉えて考え始めている様子が見られた。  

 ｂ 学習計画の作成 

 第２回授業実践では、児童は、自分なりの予

想をするために、各自の端末上で６枚の写真か

ら気になる写真を選び、予想の根拠となる箇所

を丸で囲んだり、短い言葉で気付きを書き込ん

だりした。写真を使うことで、自分の考えを表

現しやすくなり、101 人中 96 人の児童が根拠を

示して予想をすることができていた。 

また、写真ごとに提出箱（フォルダ）を設定

し、その提出箱（フォルダ）を児童と共有した

ことで、各自の端末から友達の予想を見ること

ができるので、自分と同じ予想をしている友達

だけでなく、違う予想をしている友達のところ

にも行き、意欲的に予想について話し合う姿が

見られた。写真を見せ合いながら自分の考えの

根拠を説明したり、「どうしてそこに丸囲みを

したのか」「書き込みの言葉はどういう意味な

のか」を友達に尋ねたりしていた。このように

予想について具体的に話し合うことで、児童

は、互いの考えの相違に気付いたり、自分の予

想を整理したりしながら、自分の調べる視点を

明確にしていくことができた。例えば、はじめ

に通信指令室の写真を選び、「つたえる」とだ

け書き込んでいたＡさんが、授業の最後には、

「画面には何が映っているのか。情報を集めて

から、通信指令室の人たちがいることだけを放

送でつたえる？」と振り返りに書いており、は

じめの予想をより具体的にして、これから調べ

たいことを考えることができていた（図 13）。

児童のワークシートへの記述を見ると、96人中

72人の児童が、Ａさんと同様に授業のはじめに

考えた予想をより具体的にして、次時から自分

が調べたいことを振り返りに書くことができて

おり、今後の学習への見通しをもつことができ

ていた（図 14）。写真を使って自分の考えを視

覚的に示すことで、友達に自分の考えを伝えや

すくなり、活発な意見の交換が行われた。その

結果、自分の考えを修正したり、新しい考えに

気付いたりすることができたと考えられる。ま

図 14 調べることが明確になった記述例 

食事中に連絡で火事が起きたら
（ごはんを）そのまま残すか、す
ぐ食べて行くのかタブレットで
いっぱい調べたいです。 

（消防車に）道具を最初から入れ
ているのか、火事が起きてから準
備をしているのかが知りたいと思
いました。 

図 13 Ａさんの予想の変容 

図 15 Ｂさんの各時間の振り返りの記述 

① 

② 

③ 
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た、はじめは自分で予想をすることができなかった児童が５人いたが、その内４人が、

授業の最後には予想をしてこれから自分の調べたいことを書くことができていた。予想

について端末を使って話し合うことで、友達の考えを取り入れたり参考にしたりして学

習問題に対する自分の考えをもち、次からの活動を考えることができたと考えられる。  

 次時からの調べる視点や方法が明確になったことで、児童はその後の問題解決にも意

欲的に取り組むことができていた。第 1 回授業実践では、調べてくることができなかっ

た児童が 17 人いたが、今回の実践では、この 17 人全員が自分の作成した計画に沿って

調べ学習に取り組むことができた。例えば、Ｂさんは、消防士の服や道具に何か秘密が

あるのではないかと予想し（図 15－①）、端末でインターネット検索をしたり本で調

べたりして調べ学習に取り組んだ（図 15－②）。そして、４時間目の授業では、自分

の調べたことを発表したり友達の調べたことを聞いたりして、自分の考えを深めること

ができた（図 15－③）。 

 第２回授業実践後に行った

アンケート（表３）の「タブ

レットを使うと自分の考えを

言ったり伝えたりしやすい」

という項目に対し、97％の児

童が肯定的に回答をしてい

る。同じ項目の第 1 回授業実

践後の肯定的回答は 86％であ

り、今回の実践でこの項目に対する肯定的評価が増加した。肯定的回答が増加した理由

としては、写真を使って考えを視覚的に表したことが要因だと考えられる。また、「タ

ブレットを使うと自分と友達の考えを比べやすい」という項目と「タブレットを使うと

考えを簡単に整理できる」という項目に肯定的に答えた児童も増加した。児童が端末の

扱いに慣れてきたということもあるが、考えを視覚的に表すことで、言語に頼らなくて

も考えのやり取りをしたり、友達の予想を何度も見返したり見比べたりできるため、こ

れらの項目に対する肯定的回答が増加したと考えられる。 

 授業中の児童の様子やワークシートへの記述、さらにはアンケートの結果から、ＩＣ

Ｔ機器を活用して考えを視覚的に示すことで、児童は自分の考えを伝えたり友達の考え

を理解したりすることが容易になり、意欲的に話し合って調べる視点を明確にできたこ

とが分かる。また、ＩＣＴ機器を活用することで、予想を提出すると同時に予想を共有

したり分類したりすることができたので、予想についての話合いの時間を確保すること

もできた。その結果、調べる視点を明確にして学習計画を立て、見通しをもって問題解

決に取り組むことができていた。 

 

３ 研究のまとめと今後の課題 

(1) 研究のまとめ 

授業実践では、単元の導入において、ＩＣＴ機器の特性を生かして数値をリアルタイムでグ

ラフ化したり、一部を隠したり拡大したりして資料を効果的に提示することで、児童はこれま

での経験や既有知識と資料が示す事実とのずれに驚き、多くの気付きを得ることができた。こ

表３ アンケートに肯定的に答えた児童の割合の推移 

質問項目 
第１回授業実践前  

（回答者 99 人） 

第１回授業実践後  

（回答者 100 人） 

第２回授業実践後  

（回答者 93 人） 

タブレットを使うと自分の考えを  

言ったり伝えたりしやすい。  
２７％ ８６％ ９７％ 

タブレットを使うと自分と友だちの  

考えを比べやすい。  
３５％ ８９％ ９２％ 

タブレットを使うと考えを簡単に  

整理できる。  
３９％ ９１％ ９６％ 

（肯定的回答：「そう思う」「どちらかといえばそう思う」と答えた児童の合計）  
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の児童の気付きを出発点として学習問題を設定することで、児童は学習問題を自分事として捉

えることができたと考えられる。また、児童が住んでいる地域の素材を教材化するにあたり、

ＩＣＴ機器の活用によって、視覚的にも分かりやすい教材を効率的に作成することができ、今

まで以上に児童の興味・関心を高めることができた。 

学習計画を作成する際には、学習問題に対する予想を教師用端末に提出させることで、予想

の共有と分類を短時間に行い、話合いの時間の確保につなげることができた。また、児童は自

分の端末から友達の予想を確認することができるため、友達の考えに興味をもち、活発に話し

合う姿が多く見られた。ＩＣＴ機器を活用し、互いの考えを視覚的に表して話し合ったこと

で、友達の考えを取り入れたり、自分の考えを整理したりして、自分の調べたいことを焦点化

することができた。調べる視点を明確にして予想に基づいた学習計画を立てたことで、見通し

をもって意欲的に問題解決に取り組むことができたと考えられる。 

(2) 今後の課題 

第２回授業実践では、ワークシートに記入をして作成した学習計画を各自が端末で撮影して

保存した。端末に学習計画を保存することで、児童は学習計画を確認しながら調べ学習を進め

ていくことができた。今後は、学習計画をはじめから端末上で作成することで、学習計画の保

存がよりスムーズに行えるような方法を考えたい。また、毎時間の学習の振り返りを保存する

場所を設定するなど、振り返りの保存の仕方も工夫し、児童が単元全体の学習を通して自分の

考えの深まりに気付くことができるようにしていきたい。 

また、今回の実践を生かして、算数科や理科など他教科の授業においても、児童が見通しを

もって意欲的に課題解決に取り組むための授業の進め方や、ＩＣＴ機器の有効な活用の仕方に

ついて研究していきたい。 
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