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＜概要＞ 

小学校におけるタブレットを用いた授業実践の事例集 9冊を先行研究である高橋（2016）「ICT活用
と学習場面」に基づいて「事例の教科」「活用されたタブレット端末の機能」「タブレット端末を活用

した際の学習形態」「タブレット端末を活用した際の学習活動と学習場面」の 4観点から求めた。その
結果、「事例の教科」に関しては国語、算数、理科、社会が特に多いことが明らかとなった。「活用さ

れた端末の機能」に関しては、図・写真表示の機能が圧倒的に多く、それ以外の機能についてはあま

り大きな差は見られなかった。「タブレット端末を活用した際の学習形態」に関しては、協働学習の数

が多く、次いで個別学習、一斉学習となった。「タブレット端末を活用した際の学習活動と学習場面」

に関しては、授業の導入部分にあたる課題設定、情報の収集と終末であるまとめ・表現、ドリルでは

ある程度限られた学習活動がなされており、展開部分である整理・分析の場面では様々な学習活動が

なされている結果となった。 
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1.研究の動機 
身の回りの生活には ICT機器が数多く存在し

ており、教育現場でも「教育の情報化」や「ICT
活用の充実」などという言葉をよく耳にする。し

かし、教育実習や学習ボランティアの体験などか

ら実際の学校現場では、ICT活用が十分になされ
ていないように感じた。来年度から教壇に立つ上

で活かせるよう、タブレットの活用にはどのよう

な事例が存在するのかということを明らかにし

たいと思い、この研究をすることにした。 
 
2.研究の背景と目的 

ICT機器の活用や教育の情報化という言葉が
多く聞かれる 2017年現在、静岡県の ICT環境の
整備状況は全国平均を下回っているのが現状で

ある。文部科学省の「平成 28年度学校における
教育の情報化の実態等に関する調査結果（概要）」

によると「3.都道府県別学校における主な ICT環
境の整備状況 ①教育用コンピュータ 1台当た
りの児童生徒数」において、全国平均が 5.9人／
台に対して、静岡県は 6.1人／台であった。これ
は 47都道府県の中で 34位である。（図 1） 

 
図 1 教育用コンピュータ 1台当たりの児童生徒数 

 
現場の教師は ICT活用に対して授業に多く

の不安を抱えているという結果が出ている。ベ

ネッセによる「「ICTを活用した学びのあり方」
に関する調査報告書」(2013)では、「授業の準
備に時間がかかる」「授業の計画を立てるのが

難しい」「授業中の情報操作がたいへんである」

「授業の進め方がイメージできない」など、授

業に関する懸念が多く見受けられた。（図 2） 



 
図 2 教師の懸念 

 
そのように現場の教師が不安を抱くのは、学校

現場の ICTの推進体制は不十分であるという現
状があるためだと考えられる。同調査の ICTに
対する学校の取り組みについてのアンケートで

は、「ICT活用の推進・研究を担当する教員がい
る」は小学校 46.0％と半数いるのに対し、「ICT
を推進する校内委員会・研究会がある」は小学校

9.2％「ICT活用に積極的な教員が中心となって
研究会を行っている」は小学校 11.9％といずれも
10％前後の回答が得られた。また、いずれも行っ
ていない小学校は 40.4％にものぼるという結果
が得られた。（図 3） 
また、ICT支援員の有無では支援員がいないと

答えた小学校は 66.7％と半数を多く超える小学
校が支援員を設置していないとの回答が得られ

たこのことから教師が ICTを活用した授業に不
安を示すのは、学校の推進体制が不十分であるか

らだと考えられる。（図 4） 

 
図 3 ICTを活用した授業推進への取り組み 

 

 
図 4 ICT支援員の有無 

 
そこで、ICTを活用した授業についてどのよう
な事例が存在するのか明らかにしていきたいと

考え、高橋(2016)の先行研究に基づき、ICTを活
用した「教科」「タブレット端末の機能」「学習活

動」「学習形態」についての分析という本研究に

至った。 
 
3.研究目的 
高橋の先行研究(2016)に基づき、ICT機器の活
用されている「教科」「端末の機能」「学習場面」

「学習形態」「学習活動」を明らかにすることを

研究の目的とする。 
 
4.研究の方法 
（1）小学校におけるタブレットを活用した事例

を紹介している 9冊の事例集1を分析。 
 
（2）高橋らの先行研究「ICT活用と学習場面」
（2016）に基づき事例集を 4観点で分析。 
1.事例の教科 
2.活用されたタブレット端末の機能 
3.タブレット端末を活用した際の学習形態 
4.タブレット端末を活用した際の学習活動 

 
5.結果と考察 
［成果 1］ 

事例の教科に関しては、国語、算数、理科、

社会が多くなっているという結果が得られた。

これは普通教室で授業が行われ、なおかつ授業

頻度が多いため事例も多くなっているのでは

ないかと考えられる。（図 5） 

                                                      
1 9つの文献については参考文献に記載 



図 5 各教科の事例 
 

［成果 2］ 
学習形態を一斉、個別、協働の 3種類で分析を

行った結果、協働学習が一番多く、半数を占めて

いるという結果が得られた。 
協働学習の内容としては、ペアやグループで動

画や静止画を撮影し、それについて話し合いをし

たり、デジタルノートにまとめたり、プレゼンテ

ーションを作成する活動が多く見られた。 
個別学習は、一人一台タブレットの実践事例に

多く見られた。ドリルを用いた反復練習や、図画

工作の時間にタブレットを用いて作品を作る活

動が見られた。 
一斉学習は主に、授業の終末に多く見られた。

学習活動としては、タブレット画面を投影して、

クラス全体に作品や考えを共有したり、画像を見

せて発表したり、考えをプレゼンテーションする

活動が考えられる。（図 6） 

 
図 6 タブレット端末を活用した際の学習形態 

 
[成果 3]  
学習活動に関しては、授業の導入部分に当たる

「A.課題の設定」「B.情報の収集」と、終末部分
に当たる「D.まとめ・表現」「E.ドリル」の部分
が多く占めていることが明らかになった。 
この結果より、導入では「資料を読み取る」「記

録する」、終末では「画像を見せて発表する」「プ

レゼンテーションをする」など同じような学習活

動が多い中、展開部分が事例によって様々な方法

が用いられているということが考えられる。（図

7） 

 
図 7 タブレット端末を活用した際の学習活動 

 
[成果 4] 
活用されたタブレット端末の機能に関しては、

最も多く見られたのは「図・写真表示」であり、

他の機能に関しては、あまり差がみられないこと

が明らかになった。 
このことより、「図・写真表示」は授業にタブ

レットを用いる一番の基本的な機能であると考

えられる。（図 8） 

 
図 8 タブレット端末の機能 

 
6.提案と今後の課題 
【提案 1】 
国の方針として、「3クラスに 1クラス分程度
のタブレットの配備（授業展開に応じて必要な時

に 1人 1台タブレットの実現）」という具体的な
案が出されているということを理解しておく。

（図 9） 



 
図 9 平成 30年度以降の学校における ICT環境の整備について 

 
【提案 2】 
タブレットには様々な機能があり、それらを使

うことにより様々な授業が行うことができると

いうことを理解する。 
同じ音楽の実践でも、様々な楽器の音について

児童に触れさせたい場合は、音が出るアプリケー

ションを用いて、様々な楽器の音を出すことがで

きる。また、歌うことついて繰り返し練習をさせ

たい場合には、動画を撮影し、再生して自分がど

のような口の開け方をしているのか、どのような

立ち方で歌っているのかなどを確認させること

で、自ら改善することにつながると考えられる。

このように授業のねらいによって機能を変える

ことでタブレットは様々な活用の仕方ができる

のではないか。 
 
【今後の課題】 
今回 9冊の文献を用いて分析を行ったが、タブ

レットを用いた授業事例が記載されている事例

集は他にも出版されている。それらを今後分析し

ていくことで、新しいタブレットの活用の仕方や

学習活動などのデータが得られると考えられる。 
また、本研究ではタブレットを用いた実践のみ

を扱っており、実物投影機やプロジェクターなど

の事例はカウントしていない。しかし、タブレッ

トと実物投影機やプロジェクターとの組み合わ

せが実践の中で多く見られた。そのよう ICT機
器同士の組み合わせも分析していくことで、より

授業全体の流れがわかりやすくなるのではない

かと考えられる。 
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