
ＩＣＴを活用した学習場面
＜協働学習＞

スプレッドシートを使ったデータの分析

ICTを活用した学習場面について、ここでは「協働学習」を考えます。
具体として使用するのは、「スプレッドシート」で、扱う内容は「データの
分析」をベースに示していきます。
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スプレッドシートの扱い方

協働学習事例

示していく内容は大きく2つで、
1つは、ICTを活用した協働学習事例について
もう1つは、その学習で用いるスプレッドシートの扱い方について

です。
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「学びのイノベーション事業」実践研究報告書（平成26年度）より

ICTを活用した学習場面としては、そもそも3種類の学習形態があります。
1つは、⼀⻫学習、次の個別学習、最後に協働学習です。

今回は、このうちの協働学習についてICTを活用した学習事例を紹介していき
ます。

3



1 協働学習

○ 発表や話合い 考えや作品を提示・交換

○ 協働での意見整理 複数の意見や考えを議論

○ 協働制作 グループでの分担や協力

○ 学校の壁を越えた学習 遠隔地の学校等との交流

今回提示するのは、
これらの事例として

思考力、判断力、表現力などを育成する

協働学習では、発表や話合い、協働での意見整理、協働制作、学校の壁を越
えた学習などが行われますが、
今回の事例ではそのうちの学校の壁を越えた学習以外の場合などで用いるこ
とのできる事例として紹介します。

なお、ICTを活用した協働学習では、
生徒どうしの意見交換や発表などが、視覚的に分かりやすく行えるため、
お互いを高め合う学びがおきやすく、それによって「思考力、判断力、表現
力」などを育成することにつながることが予想されます。
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2 ＩＣＴを活用した協働学習事例

＜具体例＞ 数学Ⅰ データの分析

テーマ「スマートフォン等の携帯端末の利用の影響について」

データの収集

散らばりの様子

相関関係などを調査・分析
問題解決を図る

仮説を立てる

ＩＣＴ活用が効果的
と思われる部分

ICTを活用した協働学習事例として、数学Ⅰの「データの分析」の分野から、
「データから仮説を立てたり分析したりして考察する」と言った際に用いる
ことでより効果を発揮すると考えられます。

各代表値を⼀通り学習した後、それらを活用し問題解決までの⼀連の流れを
考える際、
例えば、「スマートフォン等の携帯端末のり用の影響について」というテー
マで授業を行うとすると、
大きな流れとして
①仮説を立て
②データの収集を行い
③散らばりの様子や相関関係などを調査・分析
④問題解決を図る
といった行程が予想されますが、この中でも、
②データの収集
③調査・分析
においては、ICTの活用により、より効果的だと思われる部分です。
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協働で取り
組む

個人でも取
り組める課題の設定

情報の収集

調査・分析

まとめ・表現

どのデータを考え、
組み合わせていくか
によって分析の結果
も様々

考察結果やまとめか
ら新たな課題や仮説
を考えると…

いまの行程をサイクルとして、見たときに
課題の設定や情報の収集は、個人でも取り組むことができます。
ここをどのように行わせるかはそれぞれの学校の状況であったり、生徒の学
習の程度に応じたものになると思われますが、
後半の、調査・分析やまとめ・表現などの部分においては、協働で取り組む
ことにより、硬貨を発揮する部分と考えられます。
そこにICTを活用することで、より効果を発揮させることができる取組となっ
ていきます。
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2 ＩＣＴを活用した協働学習事例

データ
収集

単独データ
の傾向

複数データ
の関係性

散布図

考察し、
まとめる

新たな仮説
を立てる

個別でも取り組める部分 協働で取り組んでほしい部分
データの
特徴

では、改めてデータを収集し、調査・分析する部分を事例を交えて見ていく
と、
まず、データをいくつか収集した際、そのうちの⼀つについて、単独のデー
タとして調べていくのか、複数のデータについて関係性などを調べていくの
かに分かれます。
いずれの場合においても必要となるデータをその特徴ごとに収集し、考察し
ていくもしくはそこから新たな仮説を立てる等していくことになります。
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3 スプレッドシートの活用

＜データ収集の準備＞

「数式」があり、生徒に編集してほしくない
場所なので「保護」をかけています。

生徒に入力してほしい場所なので
「保護」はかけていません。

表の作成

数式の作成

データの収集方法については、スプレッドシートを活用し、同時に複数の生
徒（全員の生徒）が入力していくことができるようにすることで、効率的に
集約していくことができます。

そのための準備としては、質問項目や出席番号、収集したい代表値などを表
にして準備しておく必要があります。
生徒に入力してほしいところには保護はかけず、数式などが入るため、生徒
に入力してほしくない場所には保護をかけて万が⼀の事故を防ぐなどするこ
とができれば授業で慌てることが少なくなると思います。
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3 スプレッドシートの活用

＜データ収集の準備（生徒の活動）＞

「数式」があるので、入力に合わせて数値
が変化していく。

生徒が入力していくと、

フォーム
でも可能

「共有」していれば同時入力可能（リアルタイムに変化を見ることができる）

実際に生徒が入力し、数式によって代表値などが出た状態です。
この状況は、フォームによるアンケート形式で集めた情報からスプレッド
シートに落とし込む形でも作成していくことができるため、データ収集まで
を事前にさせておく場合にはそちらの方法卯なども考えてみてください。
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3 スプレッドシートの活用

＜データを調査・分析＞

単独データ
のグラフ化

複数データ
のグラフ化

どのデータを考え、
組み合わせていくか
によって分析の結果
も様々

ヒストグラム

散布図

先ほどの作成したシートに生徒がデータを入力した後、
そのうちの⼀つについて、単独のデータを扱うならヒストグラムや度数分布
表などにすることが予想でき、
複数データの場合には、散布図や箱ひげ図の比較などにする考察しやすいと
思われます。
これらのデータからグラフに落とし込んでいく部分については、どこに主と
なる部分を置いている授業なのか、
によって異なるため、必要に応じて準備し変えていく必要もあるかと思いま
す。
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4 ＩＣＴを活用した協働学習事例（その他）
＜数学Ｂ＞

(3)数学と社会生活

「気温とある商品の売り上げ」

整理・分析

現地調査で収集した資料

その他収集した資料

関係性を見つけたり、仮説

の妥当性を検証したりする。 （参考）高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説
数学編ｐ109、ｐ113

そのほかにも…

＜数学Ｂ＞

(2)統計的な推測

「コインの細工」

実験で得た
データ

仮説検定の方法を利用して

「コインに細工がしてある」
と主張することが妥当

さらに、別の科目での活用方法として、
ここでは数学Bの内容から「数学と社会生活」及び「統計的な推測」を紹介し
ます。
新学習指導要領の数学Ｂで扱う3つの内容のうち、2つについてここでは紹介
します。
「数学と社会生活」では、日常にある様々な出来事を数学的に考えます。
例えば、気温とある商品の売り上げについて考えるとすると、そこには
①現地調査で収集した資料
②インターネットなどから収集した資料
がありますが、相関関係を調べ、その関係性を見つけたりするなかで、ＩＣ
Ｔを活用して整理・分析することができます。

また、「統計的な推測」では、仮説検定の方法を利用して批判的に検証して
いくことの過程で、ＩＣＴを活用することができます。
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＜地理総合＞

Ｃ 持続可能な地域づくりと私たち

(2)生活圏の調査と地域の展望

「空き家問題」

1 課題の設定

2 課題の探究

① 事前調査（ﾃﾞｽｸﾜｰｸ）

② 仮説の設定と調査計画の作成

③ 現地調査（ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ）

④ 整理・分析（仮説の検証）

3 発表

整理・分析

現地調査で収集した資料

その他収集した資料

関係性を見つけたり、仮説

の妥当性を検証したりする。

（参考）高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説
地理歴史編ｐ68～ｐ69

4 ＩＣＴを活用した協働学習事例（その他）

さらに、他の教科においても活用する場面があるのではないかと考えていま
す。
例えば、地理歴史において、科目「地理総合」では、
持続可能な地域作りと私たちの内容において、「空き家問題」を考えること
が想定でき、
その中で、事前に調査したり、仮説を立て、調査を行ったりする、
その整理、分析などを行う際にスプレッドシートを用いて情報を収集し、関
係性や調査に対して必要な情報を得ることができます。
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5 活動の準備

以下、「スプレッドシート」について簡単にまと
めています。

※ 基本的に「エクセル」と同様に作成すること

ができます。

※ 活動事例を元に作成する際、「スプレッド

シート」の使用に不安がある方は参考にしてく

ださい。

〇この後のスライドは、
活動の準備のための「スプレッドシート」について簡単にまとめています。

〇スプレッドシートは、表計算ソフトの「エクセル」と同様に作成すること
ができます。

〇「スプレッドシート」の使用に不安がある場合に参考にしてください。
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5 活動の準備

（1）表の準備・作成

＜手順＞

① スプレッドシートを開く

② つくりたい表を作成する（エクセルと同じように作成）

（注意点）「共有」できることを前提に作成する

スプレッドシート
のこのマーク

（同時にシートへの入力が可能となる）

〇「スプレッドシート」を開き、表を作成します。

〇このように、『共有』のマークがありますので、共有できるようにしてお
くと、
生徒⼀人ひとりが、同時に同じ表で作業することができます。
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5 活動の準備

（2）数式をつくる

＜手順＞

① 入力したいセルを選択

② 数式を入力

（補足）「挿入」

→「関数」

→（必要な項目を選択）

※ エクセル同様に直接数式を
入力することも可能

〇表を作成した後、セルに数式を挿入することができます。

〇メニューバーの「挿入」から、入力したい「関数」を選択します。
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5 活動の準備

（3）セルの保護する

＜手順＞

① 保護したいセルを決める

② セルを保護する

（補足）「データ」

→「保護されたシートと範囲」

→（保護したい範囲を選択）→「権限を設定」

※ 権限としては「警告」or「制限」が選択できる

〇入力した数式などが、消えたりしないために、セルを保護することができ
ます。

〇メニューバーの「データ」の「保護されたシートと範囲」から、保護した
いセルの範囲を選択します。
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5 活動の準備

（4）グラフを作成

＜手順＞

① データを選択

② グラフをつくる

（補足）「挿入」→「グラフ」→（グラフの種類を選ぶ）

※ つくるグラフによって見え方が違う

→ 様々なグラフを見せ、適切なグラフを選択させても？

ヒストグラム
や度数分布表

散布図
や箱ひげ図

〇ヒストグラムや度数分布表などのグラフを作成することができます。

〇作成したいグラフのデータの範囲を選択し、メニューバーの「挿入」の
「グラフ」から、
グラフの種類を選択することで、散布図や箱ひげ図などのグラフも挿入で

きます。
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