中山間地校および小規模校における ICT 活用の授業改善に向けて
－遠隔学習とタブレット活用に視点をあてて－
長野県下水内郡栄村立栄小学校
校長
一，はじめに

～教育の情報化の波を受けて～

日台 智子

二，本校における ICT 活用の基本的スタンス
平成 30 年度，31 年度(令和元年度)と 2 年続けて本校
は長野県教育委員会の研究指定を受け，「中山間地域
における新たな学びの創造事業」の実践研究校として
研究を進めた。
その中の一つの
大きな柱が，ICT
を使った「遠隔学
習」である。本校
と同じ郡内である
飯山市立東小学校

2019 年 12 月 13 日政府が，2019 年度補正予算で，

を協力校として，

「GIGA スクール構想の実現」に 2318 億円を計上し，

ICT を使った授業改善や新たな学びの可能性を模索し

閣議決定された。これは，一人１台端末と高速大容量

てきた。平成 30 年度は東小学校 5 年生と本校秋山分校

の通信ネットワークを一体的に整備するものである。

の 5 年児童が互いに 1 名であったことが，実践を進め

「GIGA(Global and Innovation Gateway for All)

て行くにあたり大変有効に機能した。

「GIGA スクール構想」では，副題として，～令和時代

また，本校の 5 年生も 4 名と少ないため，本校・秋

のスタンダードとしての学校 ICT 環境を整備し，全て

山分校・東小の 3 校をネット回線でつなぎ ICT を用い

の子ども１人１人に最もふさわしい教育を～と掲げら

た遠隔学習を行う必然性も生まれてきた。ICT をどの

れている。「一人１台端末」の整備を令和 5(2023)年

ように活用するかといった取り組みではなく，ICT を

度までに実現するという計画だ。予算措置として，端

使うことで子どもたちの学びや育ち、新たな学習の在

末部分については，国費で賄おうとしているのである。

り方を模索していく（ICT はあくまで手段）というス

学校教育の情報化は，「学校の各教科等の指導等に

タンスで研究を推進した。
特に，小規模校や中山間地域校で弱いとされる発言

おける情報通信技術の活用及び学校における情報教育
の充実」と「学校事務における情報通信技術の活用」

や表現力と幅広い物

の２点である。

の見方・考え方に関

この法律が施行されたからには，これまで以上に，

わる部分において，

「教育の情報化」が積極的に推進されるであろう。予

子どもたちの姿から

算の問題はあるが，公立学校の児童・生徒が一人１台

ICT 活用の有効性，

ずつタブレット PC を持ち歩いて学習することも現実

遠隔学習の有効性を

味を帯びてきた。おりしも昨年度末からの新型コロナ

明らかにしたいと考えてきた。

の休校に伴い、教育現場でもリモート授業を実施する

また，もう一つ考えてきたのはへき地校や小規模校

学校が多くなりこうした流れに拍車をかけていること

である本校の特色を生かすことと，膨大な費用をかけ

には間違いない。ICT に振り回されないように，操作

たり本校だけでしかできないような，特徴的な取り組

方法ではなく，子どもたちの学びに有効な活用につい

みを求めたりせず，どの学校においてもすぐに実践可

て研修したり，考えたりして，実践していくことが何

能な取り組みを行うことである。

よりも大切だと考え，
本校でも取り組みを進めてきた。
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上記２点を推進の基本に据えて研究を行ってきた。

三，ICT を用いた遠隔学習の成果と課題
他校及び他地域と

いては分からないけど，今の意見を聞いて，そういう

Web 会 議 シ ス テ ム

発言や，社会科では「この資料からは，新幹線しかヒ

（本校では ZOOM を

ントになるようなものはないけれど，なんかヒントあ

利用）で接続し，交

る？」と尋ねる意見の後に「普通，信号は横に赤・黄

流や授業等を行う取

・青となっているけど，縦になっているということは，

り組みは約 2 年にわ

雪が多いとか，
何かそれなりの理由があるはずだから，

たり実践してきた。3

雪の多い地域かなと思った。どう？」というやり取り

考え方もあるのかな，と思うようになった」といった

校だけでなく複数校で接続が可能な利点も生かしなが
ら実践を行うことができた。
１．遠隔学習による成果
①日常の授業での遠隔学習
平成 30 年度，本校の秋山分校と飯山市立東小学校の
5 学年児童は，互いに 1 名ずつであり，答えや分から
ない部分をすぐに教師に求めてしまう傾向があった。

が繰り返されていった。
遠隔では互いの顔を見て会話するだけでなく，時に
はノートや資料をカメラに近づけ,相手に見せながら
説明するという場面も多く出てくる。
ここは相手に分かってもらいたい，相手に分かりや
すく見てもらいたいといった「相手意識」が働いてい
る。分校に一人で生活しているＡ児には今まで「相手

また，様々な考えに触れる機会が少ないため，見方や

意識をもった学習や活動」という視点では指導ができ

考え方が狭くならざるを得なかった。

にくかった。周りは全て大人で，自分に気を遣ってく

会話はできるものの自分を表現することが苦手なこ
とや，大人との会話は上手だが子ども同士の会話には
不慣れであるという特徴も持ち合わせていた。

れる存在ばかり。子どもに対して気を遣う必要もなけ
れば，遣う場面もないのが実情だった。そんなＡ児の
学びや学びの意識を変えたのも遠隔学習が大きく起因

そこで，先ず 2 名による遠隔学習を実施しながら，
栄小は本校と分校をつなぎながら授業を進めるという
2 本立てで ICT 活用による遠隔学習を行ってきた。

していると考えられる。
機器の前でカメラに向かい社会科の資料や算数の問
題を解いたノートを，相手に見やすいように提示した

当初，お互いにぎこちない会話が目立っていたが，
何度か授業を行うことで徐々にぎこちなさは解消し
た。しかしながら，まだ同じクラスで学習する同級生
同士の会話というレベルには達していなかった。

り，「見える？」と聞いたりする様子からもこうした
学びのスタイルが今まであまり見られないものであ
り，また共に学んでいるという実感を伴う学びのスタ
イルであることがうかがえた。

本校 4 名も含め，6 名が気持ちの部分で打ち解けた
のが，栄小本校に全員が集まり，直接会話したり一緒

②郡全体を巻き込んだビブリオバトル

に授業を行ったりした時からである。互いに相手の様
子を肌で感じられたことにより，その後の授業の雰囲
気が大きく変わった。
遠隔学習だけでは埋められない部分がある事を我々
教師も理解できた。他学年においてはこの結果を生か
し，交流学習を行った後に遠隔学習を行うというスタ
イルを採ることができた。
さて，昨年度 6 学年に進
級した 3 校の 6 名は週に 1

もう一つは，郡内全小学校 8 校で実施したビブリオ

度火曜日 3 時間目を遠隔学

バトル(書評合戦)である。郡内の小学校は全部で 8 校

習の時間として固定し，取

だが，一校以外は全て単級校である。中学校も郡内 3

り組みを進めてきた。
国語では物語の主人公の心情について「僕はこう思
うけど，Ｂさんはどう？」「僕は，まだそのことにつ

校であり，数年後そこで学ぶことになる。少人数の中
で人間関係や力関係が保育園から固定化してしまって

いる点や，新たな発想に乏しくなること，広い見方や
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考え方に触れにくいこと，一部の発言力がある児童の

実施を求める声や，2 回目は是非発表したいという児

発言に流されてしまいがちであることなどが課題とし

童からの希望が各校で多く出された。

てあげられる。その部分を，ICT を活用した授業や活
動で打開していくことはできないかと考えた。

また，本郡以外でも視聴可能であったため，中山間
地域リーディング推進校でも視聴を行うことができ，

そこで郡内全 8 校が参

その後栄村・飯山市・飯田市上村小・木曽三岳小など

加できるよう視聴覚教育

県境同士をつなぎビブリオバトルを広げることにつな

委員会や校長会にも協力

がった。上村小学校は本校とも遠隔で学習を数回行っ

を依頼し, ビブリオバト

ている経験もあることから，表現力を含め相手意識を

ルを行った。ビブリオバ

持ちながら素晴らしい発表を行っていた。少人数の学

トルは，先生方にも負担感が少なく、子どもにも参加

校でもこのように ICT の力を借りながら不足する力を

しやすく，興味を引く活動だと判断したからである。

十分培えることを実践から学ぶことができた。

の本を一冊紹介するのである。本の内容もさることな

２．遠隔学習推進上の課題
様々な成果を上げた ICT 利用による遠隔学習だが，

がら，本の提示の仕方や表現力なども大きなポイント

課題も見え，その度に解決の糸口を探った。

各校 1 名代表者を選出し，その代表者がお気に入り

一番の課題は日課の違いである。各学校の日課は微

になる。それは少人数や中山間地校の児童が苦手な部

妙に異なり，5 分～10 分の違いが当然生じる。それぞ

分でもある。
しかし，こうした経験を多くの学校で積むことが

れの学校の特色ある時間や，山間地特有の通学のため

ICT 活用の幅を広げ，プレゼン力や表現力，幅広い見

のスクールバスやタクシーなどの時間が決まってお

方や考え方を身につけていくよい機会になることを期

り、登下校の時間をずらすことができにくいのだ。ま

待して，8 校に広げ実施することにした。

た、本校のように保育園や中学校とも共通でバス等を

8 校で実施する前に本校と東小，そして木島小も加

運行している場合があるため、時間のズレに対応する

えまず 3 校でテストパターンとして可能かどうかの先

ことは意外に大きな支障でもあった。5 分や 10 分の授

行実施を行ったが，普段から ICT の利用に慣れている

業時間のズレをどう補っていくかは，どちらかの学校

本校と分校，そして東小学校はプレゼン力もついてき

で授業時間をずらし，対応するしかなかった。
また，週に 1 度行われる遠隔学習では翌週までの授

たり，カメラの前に紹介本を提示したりする力もつい

業進度を合わせておかなければならない。進度が微妙

てきたため，木島小とは一線を画すことになった。
本番では各校が丁

にずれてしまうことで，導入も内容も全て変わってき

寧に発表の準備をし

てしまうだけでなく，合同で授業をすること自体に無

ていることが伺えた

理がかかってくるのも課題として挙げられた。

が，それは自分が発

さらに，それぞれの児童の理解度やこだわりも把握

表する原稿を準備

しておく必要があり，自校での授業以外に打ち合わせ

し，なるべく暗記を

には少なからず時間がとられ，課題となった。

しながら発表するという部分においてであった。つま

こうした教師側の配慮は担任一人ではなかなか全て

り相手意識というより自分の中での発表のあり方(＝

クリアできるものではないが，幸いにも本校は研究指

自己表現)に重きを置いていた様子が感じられた。しか

定校で加配教員が一名配置されたため，そのおかげで

し，2 回目である木島小学校は前回の反省を生かし，

細かな打ち合わせなど担任の負担が軽減された。

本の提示の仕方などで「相手意識」の部分に力を入れ
発表の修正を行ってきた様子が感じられた。こうした
改善の足跡こそが経験の重みであり，子どもたちの育
ちの部分であると感じることができた。

四，ICT を用いたその他の取り組み
１．他教科によるタブレット活用の実態
ICT 活用（タブレット活用）による利点は体育の授

ICT 活用はあくまで手段であり，目的ではないこと

業でも発揮された。マット運動では，タブレットの操

が他校の先生方にも少なからず理解して頂くことがで

作性や機動力を生かし、その技のポイントや技の見本

きた。この活動が好評だったため，すぐに第 2 回目の

となるＶＴＲ(教師師範)をそれぞれの児童が必要なタ
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イミングで確認

世代の多くがガラケーからスマホに切り替えているこ

できた。また，

とが上げられる。小さい頃から待ち時間や様々な場面

ペアの技をビデ

でスマホに触れる機会が多くある子どもたちにとっ

オ機能で撮影し

て，キーボードの文字入力のための訓練の時間は不要

合うなどして，

な時間に変化している。学校現場でのタブレットの活

授業内で個々の

用は今後益々増加するものと確信している。

子どもの意思や

また，そのタブレットの機動力を生かし，授業形態

学びのスタイルを充足できる点が挙げられた。

や取り組みも大きく変化している。本校の郡市でも各

4～5 年では社会科や総合的な学習でも ICT は頻繁に

校の単級化が加速している。自校だけの取り組みだけ

使われるようになった。調べ学習や根拠を探す場面，

ではどうしてもまかなえない部分を，こうした ICT の

他地域の新たな試みを探すことや，伝統野菜に関わる

活用により他校と力を合わせることで足りない部分を

調査，そして村長懇談会など様々な場面に応じて活用

補える可能性も示している。このことは，本地域のみ

の幅は広がりを見せた。

ならず，へき地・中山間地が全小中学校の約 25％を占

5・6 年生ではタブレッ

める本県において有効な手段であると共に，新たな教

トやパソコンを使いプレ

育の在り方であると考える。しかも，単級のため力が

ゼンテーションを作る事

つきにくいとされる表現力をはじめ，幅広い見方や考

も多くなり，技能面も向

え方，相手意識などを育てて行くことにも十分期待で

上した。今までは紙や，

きるだけに，多くの活用が望まれる。

言葉での発表が中心だったが，最近は映像での発表が

ICT は都市部よりむしろ中山間地や小規模校での実

中心になったため，場面毎の作り直しが容易になり，

践に大きく寄与できるアイテムであり，今後は中山間

準備にかかる時間も短縮されるようになった。

地校が新たな発想で新しい教育のあり方を模索し，様

ここに至った経緯は，タブレットを学校予算で備品

々な活用方法を発信できるのではないかと期待する。

として 10 台まとめて購入したことに起因する。個人で

本校は新潟県境にあるため数年前より近隣の新潟県

利用できたり，担任が各教室に持ち込みやすくなった

の小学校とも交流を進めている。昨年度は実際に，ICT

りしたことが学びの変化に繋がっている。

を用いた授業も行った。本校

また，両親が持つスマホの操作に慣れている最近の

の取り組みに相手校の先生方

子どもにとって，学校で使用するデスクトップやノー

が大変驚かれ，県による活用

トパソコンより，タブレットの方が低学年でも馴染み

の差も実感できた。

があり，操作性も容易で使用方法の説明に時間がかか
らないことも使いやすさとして挙げられる。

しかしながら、本校のよう
な山間地校では移動にも時間がかかり、直接調査した

例えば写真を使う場合も，今迄はデジカメで写真を

り、専門家にお聞きしたりする機会は難しい。そこで

撮影し，その後パソコンに落としてから利用していた

本年度は ICT を用い、博物館等専門の方々と繋がるこ

が，タブレットは撮影してそのまま提示できたり，プ

とを試行し始め，山間地校の弱点を克服する取り組み

レゼンテーションに活用したりできる点が子どもの負

にも精力的にチャレンジしている途上である。

担感を軽減させている。

一連の研究を通して、ICT に関する技術や知識をあ

自分の学びたい方法や表現したい方向に ICT は力を

る程度持っている教員は必要とされるが、初期設定や

貸してくれるといった表現が適切なのかもしれない。

予想されるトラブル時の対応がクリアされていれば、

五，まとめ
時代の流れとして，学校のパソコンはノートやデス

一般教員の活用もハードルがかなり低くなることが見
えてきた。
ICT 活用の利点を生かしながら、今後も中山間地校

クトップから確実にタブレットに変化している。ICT

や小規模校で子どもの学びや育ちを支える新たな取り

の使い方に慣れる時間や訓練は，現場では次第に無駄

組みを引き続き探っていきたい。

な時間として捉えられ始めている。その背景には，親
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