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＜あらまし＞ 小学校における１人１台の情報端末を活用する場面において必要

になる学習規律と，学習規律を定着させるために行った指導内容，指導時期を調査

し明らかにすることを目的とし，小学校教師２名を対象に２か月間で指導された学

習規律に関するヒアリング調査を実施した．結果，11個の学習規律の定着が図られ，

これらの対象となる場面に分類したところ，①情報端末の管理に関する学習規律，

②情報端末を活用する授業に関する学習規律，③情報端末を活用する家庭学習に関

する学習，④情報端末を活用する際のモラルに関する学習規律の４つに大別された．

指導時期について，①は導入して１週間目，②は児童が情報端末の活用に慣れた段

階，③は持ち帰りを始めた１週目，④は②の定着が図られた後に指導を行うことが

円滑に１人１台の情報端末を導入することに適していることが示唆された． 
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1．はじめに 

教育の情報化に伴い，ICT 環境の整備が進

められている．教師による ICT の活用だけで

なく，児童生徒による ICT の活用も含めて進

められている．文部科学省（2020）では，子

供たちの資質・能力を一層確実に育成できる

ICT 環境の実現に向けて「GIGA スクール構

想」を計画的に実現することが提言した．

GIGA スクール構想により，学習活動におい

て児童１人１台の情報端末（以下１人１台端

末）の活用が想定され，すでに先行して導入

している小学校では，授業での１人１台端末

の活用が行われている．１人１台端末の環境

整備が進むに伴い，１人１台端末を活用した

授業を対象とした研究も行われている（例え

ば寺嶋ほか 2017，八木澤ほか 2019）．八木

澤・堀田（2017）は，小学校での１人１台端

末の活用について「児童が主となって使用す

る ICT の導入には，学習規律の指導が不可欠

であることが考えられる」と述べている．し

かし，１人１台端末を活用した授業において

必要となる学習規律の具体に関する研究は見

当たらない． 

 八木澤・堀田が指摘するように，小学校で

１人１台端末を授業に導入するためには，学

習規律の指導が必要となる．このことから，

１人１台端末の導入後新たに必要とされる学

習規律にはどのような種類があるかについて

知見を得ることは，今後求められる１人１台

端末環境を円滑に実現する上でも意義がある．  

そこで本研究では，GIGA スクール構想によ
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り1人1台端末が導入された際に，情報端末を

授業で効果的に活用するため，情報端末を活

用する場面において必要と考えられる学習規

律と，学習規律を定着させるために行った指

導内容，指導時期を調査し明らかにすること

を目的とした． 

2．研究の方法 

2.1．調査対象 

先行的に１人１台端末が導入された２名の

小学校教師とその担任学級を対象とした（教

師 X：A 校（公立），教師 Y：B 校（公立））．

いずれの学級も１人１台端末の導入初期の段

階であり，初めて授業に１人１台端末を活用

する学級である．対象学級では，実物投影機

や大型モニターが常設されていた．各教師は

教科に関わらずこれらの ICT を活用した授業

をほぼ毎日行っていた．また，児童も日頃か

ら実物投影機を活用して発表を行うなど，ICT

の活用に慣れ親しんでいる様子が見られた．

このような状況から ICT の活用が日常化して

いる学級と判断した．対象学級は先進的な取

り組みを行っている学級であり，指導される

学習規律から得られる知見は，今後同様の環

境で授業を行う学校の参考になると考える．

授業は，学習過程，教科等に関係なく１人１

台端末を用いた授業（45分）を対象とした． 

2.2．調査期間 

調査は1人1台端末の導入初期である2020年

8月～10月に実施した． 

2.3．調査方法 

 調査の流れを図１に示す. 

2.3.1. 授業の記録 

八木澤ほか（2019）は授業の記録を行う際，

１台のビデオカメラで教室の後方から録画を

している．これに依拠し，本研究でも同様に

教室の後方から授業の録画を行った．本研究

で対象とした授業の録画は70本（教師 X：34

本，教師 Y：35本）であった．さらに授業を

観察した第一著者が，教師が行った１人１台

端末に関する指導の記録を記録した．授業後，

授業の記録を補足するために対象の教師が，

学習規律の定着を図るために行った指導の内

容を記録した．記録内容は「定着を図った学

 
図１ 研究の流れ 

 

習規律」，「指導内容」の２項目である．また，

記録された指導の意図を確認するために，週

１回の頻度で教師に20分程度のヒアリング調

査を行った．  

 

2.3.2. 分類の方法 

 授業の記録から得られた学習規律を整理し，

学習規律が必要となる場面を分類した．日井

市教育委員会ほか（2015）は，学習規律一覧

を作成している．取り組まれた学習規律を一

つの表にまとめ，それぞれの学習規律が必要

となる場面でラベリングを行っている．本研

究では，これを参考に分類を行った．春日井

市教育委員会ほかの学習規律一覧は１人１台

端末を伴わない学校生活を対象に作成されて

いるものの，学習規律一覧の作成にあたって

は ICT 活用の授業等を研究対象とする研究者

が協力していること，学習規律を一覧にまと

めた研究が国内には他に見当たらないことか

ら，春日井市教育委員会ほかで作成された学

習規律一覧を本研究に援用した． 

 

3．結果と考察  

3.1. 学習規律の分類 

教師 X が１か月目に定着を図った学習規律

を表１，教師 Y が１か月目に定着を図った学

習規律を表２に示す．  

学習規律の定着を図るために行った指導に

関する記述より，１人１台の情報端末の活用

場面における学習規律は，「情報端末は道具

箱で保管する」や「机上での情報端末の置く

位置を指定する」のような記述が確認できた．

これらは，情報端末の管理の場面における学

習規律と考えられ，「情報端末の管理に関す

る学習規律」と分類した． 
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また，「友達の発表中は情報端末を触らな

い」や「タイマーが鳴ったら情報端末を閉じ

る」といった記述も確認できた．これらは，

情報端末を活用した授業の場面における学習

規律と考えられ，「情報端末を活用した授業

に関する学習規律」と分類した．  

教師 X が２か月目に定着を図った学習規律

を表３，教師 Y が２か月目に定着を図った学

習規律を表４に示す． 

教師 Y の学習規律の定着を図るために行っ

た指導に関する記述より，１人１台の情報端

末の活用場面における学習規律は，「家庭で

は学習に関係することのみに情報端末を活用

する」や「家庭で充電をする」といった記述

が確認できた．これらは，情報端末を家庭学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

習に活用する場面に関する学習規律と考えら

れ，「情報端末を活用する家庭学習に関する学

習規律」と分類した． 

また，教師 X からは「協働作業の際は他人

のものを触らない」といった記述が確認でき

た．これらは，情報端末を活用する上でのモ

ラルに関する学習規律と考えられ，「情報端

末を活用する際のモラルに関する学習規律」

と分類した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２ 教師 Yが１か月目に定着を図った学習規律 

 

表１ 教師 Xが１か月目に定着を図った学習規律 

 



4  

3.2. 学習規律の指導時期 

3.2.1．情報端末の管理に関する学習規律 

学習規律の定着を図るために行った指導に

関する記述から，教師 X は「情報端末の管理

に関する学習規律」を１週目以降から指導し

たのに対し，教師 Y は２週目以降から指導を

している．このことから教師 X と教師 Y 間で

１週間指導時期にずれが生じたことが確認で

きた． 

指導時期のずれが生じた理由を明確にする

ために，調査最終日に指導時期に関するヒア

リング調査を行った．ヒアリング内容は「自

分の指導時期について適していたと考える

か」というものである．教師 X からは，「問題

はなく適していた」と回答を得られた一方， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教師 Y からは，「情報端末の管理に関する学

習規律を導入後１週目の段階で指導を行いた

かった」と回答を得られた．これらのことか

ら，「情報端末の管理に関する学習規律」は１

人１台の情報端末を導入後１週目で指導する

ことが適していると考えられる． 

3.2.2．情報端末を活用する授業に関する学習

規律 

学習規律の定着を図るために行った指導に

関する記述から，教師 X は「情報端末を活用

する授業に関する学習規律」を２週目以降に

指導したのに対し，教師 Y は１週目から指導

を始めた． 

前述したように，ヒアリング調査で教師 Y

からは，１週目に「情報端末の管理に関する

学習規律」の指導，２週目に「情報端末を活 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表３ 教師 Xが２か月目に定着を図った学習規律 

 

表４ 教師 Yが２か月目に定着を図った学習規律 
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用する授業に関する学習規律」の指導を行い

たかった，と回答を得た．そのため「情報端

末を活用する授業に関する学習規律」は導入

後２週目以降に指導を行うことが適している

と考えられる．導入後２週目以降が適してい

る理由として，教師 X は，「情報端末の使い方

の慣れが必要になる」と回答を得られた．ま

た教師 Y も「学習規律より先に能力を育てる

必要がある」と回答を得られた．なお，この

能力とは，タイピングやスライド作成等のこ

とを示す．これらのことから，「情報端末を活

用した授業に関する学習規律」は，児童が情

報端末の活用に対する能力が付いた段階で指

導を行うことが効果的であると考えられる． 

3.2.3．情報端末を活用する家庭学習に関する

学習規律 

学習規律の定着を図るために行った指導に

関する記述から，教師 X は情報端末の家庭へ

の持ち帰りを行っていなかったのに対して，

教師 Y は４週目以降から，情報端末の家庭へ

の持ち帰りを始めている．そのため，「情報端

末を活用する家庭学習に関する学習規律」は，

教師 Y の指導時期を分析した． 

教師 Y は情報端末の持ち帰りを始めた４週

目以降から「情報端末を活用する家庭学習に

関する学習規律」の定着を図った．このこと

から，「情報端末を活用する家庭学習に関す

る学習規律」は，情報端末の持ち帰りを始め

る時期により指導時期が異なることが示唆さ

れる．一方で，情報端末の持ち帰りを始めて

から１週目で指導を行い，約１週間で定着が

図られたことから，「情報端末を活用する家

庭学習に関する学習規律」は情報端末の持ち

帰りを始めてから１週目で指導を行うことが

効果的であることが示唆された． 

3.2.4．情報端末を活用する際のモラルに関す

る学習規律 

 学習規律の定着を図るために行った指導に

関する記述から，教師 X は「情報端末を活用

する際のモラルに関する学習規律」を５週目

以降から指導を始めたのに対して，教師 Y は

指導を行っていない．そのため，「情報端末を

活用する際のモラルに関する学習規律」は，

教師 X の指導時期を分析する．教師 X が５週

目以降に指導を始めた理由として，「情報端

末を活用する授業に関する学習規律」が定着

し始め，円滑に情報端末を授業に導入できる

ようになった時期に指導を行いたいという意

図があったことがヒアリング調査より明らか

になった． 

 

4．まとめと今後の課題 

本研究では，１人１台の情報端末を活用す

る場面において，「必要と考えられる学習規

律」，「学習規律を定着させるために行った指

導内容」，「指導時期」を調査することを目的

に，１人１台の情報端末を活用している２名

の小学校教師を対象に，授業記録及び学習規

律の定着を図るために行った指導に関する記

述の分析・分類，ヒアリング調査を行った． 

その結果，１人１台の情報端末の活用場面

における学習規律は，「情報端末の管理に関

する学習規律」と「情報端末を活用する授業

に関する学習規律」，「情報端末を活用する家

庭学習に関する学習規律」，「情報端末を活用

する際のモラルに関する学習規律」の4つに分

類することができた． 

指導時期として，「情報端末の管理に関す

る学習規律」は，１人１台の情報端末を導入

後1週目に指導を行うことが適していること

が考えられ，「情報端末を活用する授業に関

する学習規律」は，児童が情報端末の活用に

対する能力が付いた段階で指導を行うことが

適していることが示唆された．また「情報端

末を活用する家庭学習に関する学習規律」は，

情報端末の持ち帰りを始めてから１週目で指

導を行うことが効果的であることが示唆され，

「情報端末を活用する授業に関する学習規

律」が定着し始め，円滑に情報端末を授業に

導入できるようになった時期に指導を行うこ

とが効果的であることが示唆された． 

本研究では，情報端末を先行して導入して

いる２名の小学校教師を対象に，２か月間の

情報端末を活用した授業における学習規律の

調査を行った．今後は，教職歴，ICT 活用歴，

学年によって定着を図る学習規律，指導時期

が異なるのかを調査することが課題である． 
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