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学校と家庭での学びの連続を保障するネット型学習プリントの設計と開発 

 

渡辺清孝*1・益子典文*2・井上志朗*３ 
 

本校では，2 年ほど前から「学習構想計画」と呼ばれるネット型学習プリントが導入され，使われるように

なった．学校と家庭との学びの連続を図るために開発された学習プリントである．学校での学習内容が分か

り，それに沿って家庭での予習・復習に活用できる学習プリントである．また，授業内でも大いに活用でき

るように工夫されている．本レポートでは，その学習構想計画の可能性，効果，設計・開発プロセス，利用

方法の提案について報告する． 

 

〈キーワード〉 インターネット，家庭学習，授業改善，学習プリント 
 

I． ネット型学習プリントとその可能性 

 

1． 学校と家庭での学びの連続の必要性 

今日，学校での学習が見直され，今までの教えられる

授業から自ら学ぶ授業へと，授業の形が大きく変わろう

としている．同時に，学校での学習と学校外（家庭や塾

など）での学習がそれぞれ質の異なる学習へと分断され，

学校での日々の授業実践はますます複雑化していると考

えられる．例えば，授業以前に家庭で調べたり考えたり

することが当該授業の導入や学習課題と常に密接に関連

する授業設計が可能であれば，教師は授業の複雑さを相

当程度回避することができる．この例は予習の重要性の

見直しであるが，さらに復習まで視野に入れた形式で常

に授業設計をすることができれば，学習効果の高い，安

定した授業を実践できるとともに，生徒たちは効果的な

予習・復習を実現することができるだろう． 

近年の学校教育の現状から考えると，学校では学校で

しかできない学習をしなければならない．すなわち，塾

の学習や家庭での自学ではできない，仲間と意見を交流

しあう学習にさらに重点を置く必要があるだろう．とこ

ろが，教室の中には，学習に時間がかかる生徒もおり，

授業の開始時に事象提示しても，仲間と同じペースで学

習を進めていくことが困難な場合も多くある．授業が始

まる以前に事象や問題を提示され，家庭で調べたり考え

たりする機会が得られることは，そのような生徒にも知

識や考えを授業で仲間と交流する機会を与えるものと考

える．また，学校での授業が充実してくれば，分かる満

足感や学ぶ楽しさを感じる機会も増え，知りたい欲求も

高まってくる．学校の授業を通して感じるこのような学

びの楽しさが，家庭での自主的な学習を心情面から支え

ると考える．このように学びの連続は，家庭学習を支え

るばかりでなく，学校での授業の効果も増幅するものな

のである． 

しかし，理科の場合，ともすると学校での学習活動の

新鮮さを損なうとか，知識が先行して思考を妨げると 

図 1 ネット型学習プリント 
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いった理由から，予習を重視しない傾向があったのも事

実である．また，学校現場で中学生と接していても，予

習をして理科の授業に臨む中学生はあまり見かけない．

教科書を読んだり，重要語句について参考書やインター

ネットなどで調べたりしてくる生徒をときどき見かける

程度である．復習についても同様である．確かに，定期

テストの前にはテスト勉強という形で復習をするのだが，

学習内容を定着させたり，興味・関心を高めたりすると

いう観点からするとほど遠いものである．実際，国立教

育政策研究所教育課程研究センターがまとめた，「平成

13 年度教育課程実施状況調査」に，家庭での学習時間は

短く，また、その中心は塾や家庭教師による受動的な学

習で、宿題すらやらない中学生も多いことが結果として

出ている． 

このような状況で，学習者の家庭学習にもとづいた授

業を設計するのはかなり難しい．むしろ，予習をしてい

ない前提で授業を設計することになる．授業のはじめに

事象提示をし，そこから疑問を探し，観察や実験を通し

て探究していくといういわゆる従来の授業展開になる．

ときには，教師が予想しないような疑問が飛び出し授業

の方向が変わってしまったり，疑問から課題を作るまで

に多大な時間を要したりして，思うように授業が進まな

いことすらある． 

そこで，彼らが家庭で自主的に学習できるような教材

の必要性が出てくる．しかも，予習だけでなく，授業や

復習も視野に入れた教材で，「家庭での予習」→「学校で

の授業」→「家庭での復習」といった連続した学習がで

きることが理想であると考える． 

 

2． インターネットの利用とネット型学習プリント 

インターネットの学習への利用には 2 つの側面がある．

ひとつはインターネット上のコンテンツの利用であり，

もうひとつはネットワークの利用である．  

現在インターネット上には，様々なコンテンツがあり，

中学生の疑問に直接答えているものもあれば，興味や関

心を持ったことを深く追求できるよう説明しているもの

もある．また，学習内容を易しく解説しているページも

あり，興味・関心を高めるだけでなく，学習内容の理解

を支援するページも数多く存在する．学習内容や学習者

の状況に合わせて，適した資料を見つけることができる

ということである．教師が適切なページを紹介すれば，

学習者は家庭において自主的に学習を進めることができ

るはずである．インターネット上のコンテンツを利用す

ることは，家庭での学習を十分支えることができる． 

さらに，カラー画像や動画，シミュレーションといっ

た視聴覚的資料・教具や最新の資料が容易に手にはいる

のもインターネットの大きな魅力である．インターネッ

トを使えば，例えば，地震の授業で，一昨年前起きた新

潟県中越地震やスマトラ沖地震の被害の様子の写真を資

料として提示することも簡単にできる．また，利用価値

の高い視聴覚的な資料も多くの中から学習内容や学習者

に適したものを選択して使うことができ，授業のバリエ

ーションが広がるはずである．インターネット上のコン

テンツは，学校の授業を支えるといえる． 

ネットワーク上のサーバーに保存してあるデータは，

そのネットワーク内からはどこからでも利用できる．さ

らに，ネットワークがインターネットであれば，世界中

のどこからでも利用できる．インターネット上のサーバ

ーに学習プリントを保存すれば，いろいろな可能性がで

てくる． 

可能性の 1 つ目は，学習者の誰もがいつでも利用でき

るということである．家庭学習の性格から，学習する時・

時間は様々である．自分の学習のペースに合わせ利用し

たいときに利用できることは，学習者にストレスを感じ

させず，学習効果も高いと考える．また，学習者が誰で

もいつでも利用できるということは，教師も同様に利用

できるということである．インターネット上の教材は，

教師の共有の教材として，利用価値の高いものになり得

る．さらに，ネットを介して，多くの教師の知恵を生か

した教材作りをすることもできる．例えば，分担して作

ることもできるし，間違いを修正する・付け足す・最新

のものに置き換えるというような作業も複数の教師で行

うことができる．このように作り上げた教材は，まさに

教師共有の教材である． 

可能性の 2 つめは，ネットワーク上の他のコンテンツ

への連携や移動がしやすいということである．学習教材

がネット型であれば，その教材上に他の Web ページへの

ハイパーリンクを貼ることも容易で，利用者（この場合

は学習者）は，そのリンクをクリックするだけで，イン

ターネット上の資料を利用できる．利用のストレスを感
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じさせない利点がある． 

このように，インターネットを学習に利用することは，

学習の内容やスタイルを大きく変えていく可能性がある

と考える． 

 

3． ネット型学習プリントの設計と開発 

① 学びの連続を保障するネット型学習プリント 

本校のネット型学習プリントは，学校と家庭での学び

の連続を保障する目的で作られた教材である．学習者の

自主性によるところが大きく，なかなか実施されない家

庭学習を提供する学習プリントである．従来の予習・復

習でよく行われてきた重要事項の確認の問題演習だけで

なく，学習課題や学習目標，授業の流れ，授業の導入発

問や中心発問，学習内容に関連した Web ページへのハイ

パーリンクなどを配置している．学習者は，授業の導入

発問や中心発問をあらかじめ知り授業前に学習すること

により，自分の意見を持って授業へ参加することができ，

仲間とその意見を交流することが可能となる．また，学

習内容に関連した Web ページで調べてくることもでき

る．さらに，授業を振り返ったり，さらに興味や関心に

したがって学習を発展したりしていけるような Web ペ

ージを選んでいるので，復習においても大いに利用でき

る．予習→授業→復習といった学校と家庭との学びの連

続を保障するのである． 

本校のネット型学習プリントは，インターネットから

アクセスできるサーバー内に保存してあり，インターネ

ットエクスプローラのようなブラウザを利用して見るこ

とができる．当然，学習プリント上に紹介してある Web 

ページへの移動もリンクをクリックするだけの簡単なも

のである．そして，それぞれの学習プリントへは，本校

ホームページの学習に関するページからアクセスできる

ようリンクが貼ってある．したがって，ID・パスワード

で管理はされているが，本校の生徒であれば誰でも，イ

ンターネットへアクセスできる環境が整っていれば，家

庭からもこの学習プリントを利用することができる．家

庭での自分の学習のペースに合わせて，いつでも利用で

きるようにしてある点も，学校と家庭での学びの連続を

保障する工夫のひとつといえよう． 

さらに，教師は，学習プリントに載っている内容につ

いて学習者が目を通したり調べたり考えたりしているこ

とを前提に授業を設計すれば，彼らの家庭学習や先行経

験にもとづいた授業を展開することができる．しかも，

中学校理科をテーマとして，3 年間分すべての学習内容

に対してネット型学習プリントを提供することにより，

教師は安心して日々の授業の中に，学習者の家庭学習や

先行経験にもとづいた学習を取り入れることができるの

である．中学 3 年間の全単元・全授業分がそろっている

ことは，本研究の最大の特徴である．なお，本研究では，

ネット型学習プリントを多くの教師で作り，利用する共

有の教材にすることも念頭に置き，学習課題や授業展開

など，時には学習者や授業者により大きく変わる可能性

がある部分については，本校が使用している教科書に準

拠して作成することにした． 

このように，ネット型学習プリントは，効果的な学校

外での学習を継続することができる学習者のためのツー
．．．．．．．．．

ル
．
であるとともに，家庭学習や先行体験にもとづいた学

習者に即した授業を実現することができる教師のための
．．．．．．

ツール
．．．

であると考える．このような学習プリントを提供

すれば，学校と家庭での学びの連続に支えられた交流活

動を中心とした，学校でしかできない価値の高い学習（授

業）が実現できると考える． 

② 学びの連続に対する各項目の内容と役割 

本校のネット型学習プリントには，多くの要素が含ま

れているが，特に学びの連続に関わって学習者に影響を

およぼす次の 7 つの要素について述べる．（図 2 参照） 

a． 疑問だよ 

当該授業の学習課題．ネット型学習プリントの学習が

教科書をもとに行われる授業と密接な関係にあることを

学習者が想起しやすいように，また，教師の教材の共有

の視点からも，教科書に載っている疑問から課題を設定

してある． 

b． ここでつけたい力 

当該授業の学習目標．ここでの学習で必ず身につけな

ければならない事象や概念の知識，考え方が書いてある．

学習者は，授業以前に前述の項目「疑問だよ」とここに

目を通すことにより，どのようなことを学習し，どのよ

うなことがわかるようになればよいのかというイメージ

をつかむ．また，授業後には，この内容が理解・習得で

きているか確かめ，学習を振り返ることができる． 
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c． 学校での学習 

当該授業の学習の流れ．これも教師の教材の共有の視

点から，教科書会社の指導書の展開例を参考にしてある．

また，持ち物なども示してある．学習者は，この部分か

ら授業の流れをつかみ，期待を抱いたり授業に必要な物

を準備したりする． 

図 2 各項目の内容と役割 

d． やってみよう 

当該授業における導入や授業の中で話題になる内容が

示してあり，それについて調べたり考えたりすることを

促すような問いかけがしてある．学習者は，ここで調べ

たり考えたりしたことをもとに，学校での授業で意見交

流をすることになる．ここを利用しての予習が授業の内

容に密接に結びつき，学びの連続において重要な位置を

占める部分である． 

e． チャレンジ 

当該授業の学習内容に関連がある Web ページへのリ

ンクである．学習者の幅広いニーズに応えられるよう配

慮し，基礎的な内容のものから発展的な内容のものまで，

そして授業で提示できる視聴覚資料など様々なものが載

せてある．予習や授業，復習において大いに利用でき，

学びの連続において重要な位置を占める部分である． 

f． 確認問題 

当該授業においてこれだけは必ず身につけなければな

らない事象や概念の知識，考え方の練習問題．簡単な解

説をつけた解答例も用意してある．学習者は，予習時に

重要事項を確認したり，復習時にその習得の度合いを確

認したりする使い方ができる．また，単元テストや定期

テスト前には，基本的な重要事項の確認にも利用できる．

学びの連続において重要な位置を占める部分である． 

g． 図・写真 

これは，当該授業での学習内容を学習者に想起させる

役割がある．本研究では，教科書の学習と結びつきやす

くなるような図や写真を使用している． 

 

II． ネット型学習プリントの利用に関する調査 

 

1． 調査の内容 

本校でのネット型学習プリントの利用において，①設

計の段階で想定した利用がされているか，②学校と家庭

での学びの連続を保障しているかについて調査した． 

① 具体的な質問 

意図した利用がされているかを検証するため，質問 1

を設定した．「単元開始時」，「授業直前」，「授業終了時」，

「単元終了時」，「単元テストや定期テスト前」の 5 つの

学習の時期に，利用したり重視したりする学習プリント

の項目を尋ねた．同一の学習の時期で複数の項目を利

用・重視する場合は，それらすべてについて答えるよう

指示した． 

学校と家庭での学びの連続を保障しているかを検証す

るために，質問 2 を設定した．理科の学習について 19 個

の質問を用意し，それぞれの質問の内容について，当て

はまるか，当てはまらないかを 4 件法（とても当てはま

る，当てはまる，あまり当てはまらない，当てはまらな

い）で尋ねた．この質問については，ネット型学習プリ

ントを利用する以前と，利用するようになってからの両

方について尋ねた．前述のように，学校と家庭での学び

の連続を保障するためには，家庭での学びを提供し，そ

の内容が授業を示唆するものであり，利用することによ

り学習意欲が高まるという 3 つの条件が考えられる．そ

こで，①学習意欲を高めているか（学習意欲），②家庭で

の学びを提供しているか（家庭学習），③授業での学びへ

の示唆があるか（授業示唆）の 3 つの種類の質問を用意

した．質問 2 の具体的な内容と分類は，表 2 理科の学

習に関する質問の回答数と検定結果」を見て頂きたい． 

 

2． 結果 

① 意図した利用がされているか 

質問 1 の結果は，表 1 のようである．これを見ると，

・授業の流れ 

・教科書会社の指導案

の展開例を参考に 

学 校 で の 学 習 
c 

ここでつけたい力 
・学習目標 

・学習の重要事項（必

ず身につけたい事象

や概念の知識、考え

方） 

b 

や っ て み よ う 
・導入や授業の中で話

題になる内容 

・学びの連続を支える

部分 

d 

確 認 問 題

・学習の重要事項（必

ず身につけたい事象

や概念の知識、考え

方） 

・解答例を用意 

・学びの連続を支える

部分 

f 

チ ャ レ ン ジ

・学習内容に関係する

Web ページへのリン

ク 

・学びの連続を支える

部分 

e 

a 
疑 問 だ よ 

・学習課題 

・教科書の課題より 

図 ・ 写 真

・極力教科書の写真や

図を使用 

・学習内容が想起でき

るもの 

g



 
 

5

授業以前の「単元開始時」と「授業直前」の 2 つの学習

時期の使い方には，「学校での学習」と「ここでつけたい

力」の割合が高いのに対し，他の項目の割合が低いとい

う同様の傾向がみられる．また，授業後の「授業終了時」，

「単元終了時」，「単元テストや定期テスト前」3 つの学

習時期の使い方には，「確認問題」と「チャレンジ」の割

合が高いのに対し，他の項目の割合が低いという同様の

傾向がみられる．そこで，授業以前であれば，「単元開始

時」と「授業直前」のどちらかで利用・重視されていれ

ば，頻度 1 とカウントし，同様に授業後は，「授業終了時」，

「単元終了時」，「単元テストや定期テスト前」のいずれ

かで利用・重視していれば頻度 1 とカウントし，再度グ

ラフを作り直した．それが，図 3 である． 

表 1 学習時期における各項目を利用・重視している生徒の割合 

項  目＼学習時期 
単元 

開始時 
授業 
直前 

授業 
終了時 

単元 
終了時 

テスト

前 
疑問だよ 14.2  19.9  11.1  7.1  7.5  
ここでつけたい力 34.1  27.9  10.2  6.6  9.3  
学校での学習 49.1  34.1  13.7  9.7  18.6  
やってみよう 13.3  15.5  18.1  23.5  17.3  
チャレンジ 11.1  17.3  31.4  25.7  26.1  
確認問題 12.8  11.1  42.9  58.8  78.8  

(%)  n=226 

各項目を利用・重視している生徒の割合(%)
0 20 40 60 80 100

疑問だよ

ここでつけたい力

学校での学習

やってみよう

チャレンジ

確認問題

授業前

授業後

 

図 3 授業前後における各項目を利用・重視している生徒の割合(％) (n=226) 

まず，全体的にみると，ネット型学習プリントの利用

率は，まだあまり高くないといえる．授業後の「確認問

題」で，90％近くの学習者が利用・重視しており，利用

率は高いように見えるが，その利用はテスト前に集中し

ており，毎日の授業の予習や復習の中で利用・重視して

いる生徒の割合はそれほど高くないようである． 

次に，利用・重視する項目の傾向をみると，授業前に

は，「学校での学習」，「ここでつけたい力」，「疑問だよ」

の 3 つが，授業後では，「確認問題」，「チャレンジ」，「や

ってみよう」の割合が高く，利用・重視する項目が授業

前後ではっきりと分かれていることが分かる．授業前に

利用・重視する生徒の割合が高い「学校での学習」，「こ

こでつけたい力」，「疑問だよ」の項目は，既に授業で扱

う内容が書き込んであり，短時間で読むだけですむもの

ばかりである．一方，授業後に利用・重視する生徒の割

合が高い「確認問題」，「チャレンジ」，「やってみよう」

の項目は，考える，書く，調べる，長文を読む，解くな

ど，やや時間がかかる作業が伴うものである．予習では，

簡単に授業の内容をつかみ，復習で，内容を押さえると

いう学習スタイルの中でネット型学習プリントが利用さ

れていると考えてよい．予習の段階で，授業での学習を

支える「やってみよう」，「チャレンジ」，「確認問題」の

利用率が低く，学習者は，設計段階で意図した利用とは

異なる利用傾向にあることが分かる． 

② 学校と家庭での学びの連続を保障しているか 

質問 2 の回答数と検定結果を一覧にしたものが表 2 で

ある．χ2 検定の結果，質問⑨「授業では積極的に挙手・

発言をしている」を除き，18 個の質問項目はすべて，回

答数の偏りは有意であった． 

学習意欲を高めているかどうかを確かめる 8 つの質問

①，②，③，④，⑦，⑩，⑬，⑰について見ると，どの

質問に対しても，利用するようになってからの方が「当

てはまる」と答えている生徒が多い．ネット型学習プリ

ントは，学習者の学習意欲を高めるのに有効にはたらい

ている，特に，授業に関する質問①，②，③で大きな増

加を示しており，理科の授業に対する意欲を大きく高め

ているといえる． 

家庭での学びを提供しているかどうかを確かめる 7 つ

の質問⑪，⑫，⑭，⑮，⑯，⑱，⑲について見ると，ど

の質問に対しても，利用するようになってからの方が「当

てはまる」と答えている生徒が増えている．ネット型学

習プリントは，授業以外での学習を保障しているといえ

る．特に，予習に関する質問⑪，⑫で，「当てはまる」と

答えた生徒の増加率が大きいことから，ネット型学習プ

リントは授業で活かせる予習の仕方を示し，予習に使え

る教材として有効であるといえる．また，インターネッ

トに関する質問⑱，⑲も「当てはまる」と答えた生徒の

増加率が大きいことから，授業以外での学習を展開する

方法としてインターネットが有効であることを示してい

るといえる． 

授業での学びへの示唆はあるかどうかを確かめる 4 つ

の質問⑤，⑥，⑧，⑨について見てみる．質問⑨の挙手



発言をするかどうかについては，実際，発表する内容が  

分かっていても「恥ずかしい」，「面倒くさい」，「誰かに  

言われてしまったから，もうしない」などの別の原因か  

ら挙手をしないこともあり，このネット型学習プリント  

の効果が明確に分かる結果が出なかったとも考えられる．  

それ以外のどの質問に対しても，利用するようになって  

からの方が「当てはまる」と答えている生徒がかなり増  

えていることより，このネット型学習プリントは，学校  

での学びを示唆するはたらきが十分ある．   

以上より，ネット型学習プリントは，学校と家庭での  

学びの連続を保障する条件を満た一しているといえる．  

表2 理科の学習に関する質問の回答数と検定結果  

その利用率を高める必要があるといえる．ネット型学習  

プリントを使った家庭学習が，学校での学習へ直結する  

ような授業を展開していけば，生徒はどんどん利用する  

はずである．具体的には，「やってみよう」や「チャレン  

ジ」などを利用してあらかじめ考えたり調べたりした内  

容を交流する機会をつくるのである．当然，多種多様な  

考えが出され，意見交流は活発になるはずである．この  

ような活動の中で，理解が深まったり，授業での活躍に  

よる満足感を得たりし，学習意欲が高まっていくと考え  

られる．  

②ネット型学習プリントを利用した授業設計への示唆   

今回の調査結果から，利用率がまだ十分でないこと，  

また，予習においても授業の具体的な内容につながる項  

目を利用・重視する生徒の割合が低いことなどから，4受  

業者は一部の学習者の家庭学習の把握にしかできない．  

これも，前項と同様，利用率を高めることが必要といえ  

る．ネット型学習プリントを使った家庭学習が，学校で  

の学習へ直結するような授業を展開していけばよい．  

n＝22（i， nS：P＞0．l， ■：P＜0．05，＝：p＜0．01   

度  数   スエ検定  番  
具体的な質問   臼   解 答              利用  

以前   

十  
嚢  当ては去らない  】4（i  ≡100  ●●  

十  
の  当てはまらない  157  98  ●●  

③   
待  意欲  がある   当てはまらない  】38  ‡ 叩  ◆◆   

学習  大切なところや，つけたい力が ∠  当てはまる  138 … 柑2   20．7】7  
④  

巣  当てはまらない  88  … 朋  ■■  

（9  
理  

⑥   

⑦  
意欲   当てはまらない  8】  48  事事  

⑧  
発   当ては王らない  127 ぎ 7S   ■■  

⑨   
示唆   当ては吏らない  】50  134  れS   

⑩  
意欲   当ては去らない  83 ≡ 42   ◆◆  

⑪  
学習   当ては去らか、  178  139  ●■  

⑫   当ては去らない  178  137  ◆◆   

⑬  当てはまらない  59  31  ◆■  

⑪  
学習   

⑮  当てはまる  42  77  13．973  
当てほまらない  Ⅰ84  149  ●◆  

⑩   
学習   当てはまらない  46  30  ◆   

⑰  
意欲   

探  当ては去らない  101  80  ■  

家庭  
⑬  

卜などで調べる   当ては去らない  181  143  ■■  

心   
⑲  

ーネットなどで調べる   

ⅠⅠⅠ．ネット型学習プリントの設計一関発プロセスとその利   

用例  

1．ネット型学習プリントの設計・開発プロセスの詳細  

（D開発者から見た設計・開発プロセス  

a．家庭での学びを提供する   

表3は，国立教育政策研究所教育課程研究センターが  

まとめた，「平成13年度教育課程実施状況調査」の結果  

の一部である．表3は，学校の授業以外での学習時間を  

表しているが，1日の学習時間が1時間未満の生徒の割  

合は，中学生全体で，39．1％，2年生に至っては約半数の  

47．4％である．この学習時間の中には，学習塾や家庭教  

師による学習時間も含み，そのような機会での一般的な  

学習時間が2時間から3時間であること考えると，家庭  

での自主的な学習時間はほとんどないといってもよい．  

また，表4は，家庭学習での学習内容を表しているが，  

中学生全体で，宿題をする生徒の割合は76．6％で，4分  

の1の生徒が宿題をやっていない．また，予習・復習を  

する生徒の割合は25．9％，興味があることについて自分  

で調べたり確かめたりする生徒の割合は24．9％であり，4  

分の1の生徒しか自主的な学習をしていない．更に，中   

※調査目的♂）「学習意欲」，「家庭学習」，「授業示唆」は，それぞれ「学習意   

欲を高めているか」，「家庭での学びを提供しているか」，「授業での学びへの   

示唆があるか」を調べるものである   

3．考察  

①ネット型学習プリントを利用した家庭学習の可能性   

ネット型学習プリントを十分活用するには，まずは，  



学生の家庭での学習は，数学や英語に大きく偏っている  

ともいわれる．予習や復習をして日々の理科の4受業に臨  

む中学生は非常に少ないといえる．表5は，11．の調査  

結果のうち，ネット型学習プリントを利用する以前の予  

習・復習に対する意識と方法の認知についてまとめたも  

のである．これによると，「予習をして授業に臨むことは  

大切だと思っている」，「復習をすることは大切だと思っ  

ている」生徒は，7割ほどいる．ところが，「理科の時間  

で役に立っ予習の仕方を知っている」，「理科で学習した  

内容が身につく復習の仕方を知っている」生徒は2割ほ  

どしかいない．  

以上から，「与えられた宿題・課題はだいたいやるが，  

自主的に学習するまでに至らない」，「予習・復習の大切  

さは分かっており，できればやりたいのだが，なかなか  

有効な方法が分からない 」という2つの側面があると考  

えられる．したがって，学校と家庭での学校と家庭での  

学びの連続を図るには，彼らに有効な予習・復習の方法  

を示すことが大切になる．しかも彼らがやってみたいと  

いう気持ちの起こる魅力のある学習プリントとしなけれ  

ばならない．学習者にとって魅力がある学習プリントと  

は，有効な予習・復習の方法を示しているもの，すなわ  

ち，その学習プリントで学習することで才受業での学習内  

容が分かったり，授業や学習が楽しいと思えたりするも  

のである．そのような学習プリントであれば，家庭での  

学びを提供することができるはずである．  

b．授業での学びを示唆する   

学習者が授業での学習内容を理解するためには，授業  

での学びを示唆する情報を得ることが一番であろう．そ  

して，授業の内容に関わって事前に調べたり考えたりす  

る準備ができれば，授業に対する構えもでき，理解を助  

けると思われる．また，4受業での活躍の場も増え，学習  

意欲もより高まると思われる．   

授業での学びを示唆する情報としては，1）授業の学習  

内容の要点が分かるもの，2）授業の流れが分かるもの，  

3）観察・実験方法が分かるもの，4）あらかじめ調べたり  

考えたりしていくとよい内容が分かるもの，5）持ち物が  

分かるものなどがあげられる．これらの情報を盛り込ん  

だ学習プリントを提供していけばよい．2），4），5）につい  

ては，直接その内容を書き示せばよいし，1）については，  

学習目標や確認問題などを示せばよい．3）については，  

観察・実験の方法などを示したワークシートなどを盛り  

込めばよい．特に，4）はこのネット型学習プリントの特  

徴のひとつでもあり，項目「やってみよう」や「チャレ  

ンジ」を通して，あらかじめ家庭で調べたり考えたりす  

ることを促すようにした．  

c．学習意欲・興味・関心を高める   

学習意欲・興味・関心を高めるには，学びの楽しさを  

感じることが必要である．学びの楽しさとは，学習内容  

が理解できたり，授業で活躍できたり，自分の考えが多  

くの人に受け入れられたり，真実が追究できたりしたと  

きに感じるものであろう．前述の「家庭での学びを提供   

表3 学校の授業以外での学習時問  

質問：学校の授業時間以外に，1日にだいたいどのくらい勉強しますか．（一つ選んでくだ  

さい．）（土曜日，日曜日は除いてください．塾で勉強したり，家庭教師の先生に教わったり  

している時間もふくめてください．）  

中学   中学   中学   
1年生  2年生  3年生   全 体  

全く，または，  
ほとんどしない   】Ⅰ，535   13，431   6フ83   31，74   

30分未満  割合（％）  11．9（26月  12．2（ユタ．3）  至・叫14・1  
人 数   9，598   9，564   4，428   23，59  

30分以上，  
l時間未満   16，158   14，2（；4   7，650   38，072   

l時間以上，  割合（％）  297（759）  2g9（7‘勾  23．1（隠さ）  27．2（砧．3）   
時間未満  人 数   23，998   22，681   18，398   65，077   

時間以上，  割合（％）  17．7（労．句  17．g（乳1）  28．4（75ユ）  21．3（87．句   
3時間未満  人 数   14，310   14，031   22，648   50，98   

3時間以上  割合（％）  5．0（鱒．句  4．‘（9乱刀  23．‘（粥．さ）  11．1（粥．刀  
人 数   4，071   3，583   】8，848   2（），502  

無回答   1．3   1．3  割合（％）  1．4  
人 数  】，093  1，061   942   3，09（～  

全体   割合（％）   1（X）．0  1α：l．0   1【氾．   1（札0  

80，763  

割合の（）内の数値は上からの累計   
国立教育政策研究所教育課程研究センター「平成13年度教育課程実施状況調査」  

より  

表4 家庭学習での学習内容  

質問：ふだん家庭でしている勉強は，次のうちどれに近いですか．（あてはまるものをすべ  

て選んでください．）  

中学  
1年生   2年生   3年生  全 体   

百題が出れば，宿顔をする  割合（％）  80．1  75．7  74．  7（；．  
人 数  64，639  59，422  58，95  183，017   

予習や復習をする   割合％）  26，   23．5  27．   25．  

人 数  2Ⅰ，692  18，413  21，711  引，81   

興味があることについて白∠  割合％  ユ4．8  23．3  26．  24．  で調べたりたしかめたり  
する  人 数  20，048  18，261  21，307  59，61   

験があれば，それにそなえ  
て勉強する   人数   

国立教育政策研究所教育課程研究センター「平成13年度教育課程実施状況調査」  

より  

表5 予習・復習に対する意識と方法の認知（n＝226）  

割合（％1  人数  割合r％†  
予習をして授業に臨むことは  

3（；．7  意   大切だと思っている  63．3  143      識  復習をする 
ことは大切だと思  

っている   73．9  167   26．1  

理科の授賽で役に立つ予習の  
21．ユ  48   方   仕方を知っている      7乳8  

7去  
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する」ことや「学校での学びを示唆する」ことが，学習

内容の理解や活躍の自信につながるはずである． 

更に，学習者の興味や関心を引き出し，高める情報と

しては，中学生でも抱きそうな疑問を示したり，インタ

ーネット上にある情報を示して利用したりするのが有効

と思われる．膨大な量のインターネット情報の中から，

このような情報を学習者が検索するのは，非常に労力を

要する．また，授業者の視点も必要となってくる．これ

らの情報を検索・整理して，学習プリント内に配置する

ことは，学習者が自分の知りたい情報を得ることにたい

へん有効にはたらくと考える． 

② 1 枚あたりの開発プロセス 

学習プリント作りの過程は，以下のようである． 

a． 学習目標や課題の明確化 

多くの教師で共有するためにも，教科書に載っている

疑問や課題を参考にしながら学習目標や学習課題を設定

した．この作業を通して，項目「疑問だよ」，「ここでつ

けたい力」，「図や写真」などの内容が決まる． 

b． 当該授業で習得しなければならない重要事項の検討 

学習指導要領や教科書会社の指導書などを参考に，当

該授業で習得しなければならない事象や概念の知識，科

学的思考などを検討する．この作業を通して，項目「こ

こでつけたい力」，「確認問題」の内容が決まる． 

c． 導入や深く追求させたい内容の検討 

このネット型学習プリントの重要な役割は，当該授業

における導入や授業の中で話題になる内容について事前

に調べたり考えたりすることを学習者に促すことである．

特に導入については，調べるのに時間がかかる内容や，

家族に聞いたり実際に体験したりする内容など，家庭だ

からこそ効果的にできる内容を検討する．この作業を通

して，項目「やってみよう」，「図や写真」，「チャレンジ」

の内容が決まる． 

d． 授業の流れの検討 

多くの教師で共有するためにも，教科書会社発行の指

導書の展開例を参考にしながら授業の流れを考えた．こ

の作業を通して，項目「学校での学習」の内容が決まる． 

e． 学習に必要な Web ページの検索 

これまでの作業で，どのような資料や教材，教具が必

要かおよそ明らかになってきている．目的とする資料や

教材，教具が掲載してある Web ページを検索する．本研

究では，おもに Yahoo や Google などの検索エンジンを利

用して必要な Web ページを検索した．また，環境省や気

象庁などの各省庁，県や市町村などの地方自治体，博物

館や科学館などの関係機関のホームページやその中のリ

ンク集なども利用して検索した．この作業を通して，項

目「チャレンジ」ができる．1 ページの学習プリントを

つくる過程でもっとも時間を要したのは，この作業であ

った．発展的な理科学習のために必要とする内容であり，

かつ中学生にも十分理解できる資料が見つからない場合

もしばしば生じ，この作業の効率化が重要である． 

 

2． ネット型学習プリントの利用例 

① 設計段階で想定されている学習活動と利用リソース 

このネット型学習プリントは，それを使った家庭学習

と学校での学習が直結するような授業を展開していけば，

効果を発揮するはずである．ここでは，実際に作成した

ネット型学習プリントを使いながら，その設計段階で想

定される学習活動と利用リソースについて話を進める． 

a． 予習を授業に生かす利用例 

 「『地球と宇宙』～太陽の特徴を調べてみよう～」 

ここでは，天体望遠鏡を使っての太陽黒点の観察を通

して，太陽が球体であることや自転していることを導く

と同時に，その表面や内部のいろいろな特徴について学

ぶ．また，地球上の生物が太陽から放出されるエネルギ

ーで支えられていることを知る．学習の流れは， 

1) 太陽について知っていることを交流しよう（導入） 

2) 太陽表面や黒点の様子を観察しよう（観察） 

3) 観察結果から分かったことを話し合おう（考察） 

4) 再び，太陽黒点の観察をしよう（観察） 

5) 太陽の表面や内部の様子、太陽が地球に与える影

響などについてまとめよう（まとめ） 

となる．その学習に対して，ネット型学習プリントを次

のように活用することができる． 

活動 1（導入） 

導入発問「太陽についてどんなことを知っていますか」

に対して，項目「やってみよう」の「太陽について知っ

ていることを書いてみよう」で書いた内容や，項目「チ

ャレンジ」の Web ページを使って調べたことを交流する

ことができる．ここは導入なので，内容までは深入りす

る必要はない． 
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活動 2（観察） 

観察は，天体望遠鏡を使って太陽黒点を見るものであ

るが，「天体望遠鏡の使い方を知っていますか」，「太陽黒

点の観察において，気をつけることは何ですか」という

観察方法を尋ねる発問ができる．これに対して，項目「や

ってみよう」の「天体望遠鏡の使い方や太陽観察のしか

たについて調べて，ポイントを書いてみよう」で調べた

ことが交流できる．ここでは，教科書，天体望遠鏡の使

い方を説明した Web ページ，太陽観察を説明した Web 

ページの 3 つを，調べる手がかりとして紹介している． 

活動 5（まとめ） 

発問「太陽の表面や内部のことについて，知っている

ことはありますか」に対して，項目「チャレンジ」の Web 

ページを使って調べたことを交流することができる．ま

た，教科書では大きく扱われていないが発展的な内容と

して，日食やオーロラなどについて，同項目の Web ペー

ジで調べたことをもとに交流することができる． 

図 4 は，学習活動とネット型学習プリントの各項目と

の関連を表している． 

 
図 4 「太陽の特徴を調べてみよう」での活用例 

b． 提示資料としての利用例 

  「『大地の変化』～地震とはどのようなものか～」 

ここは，地震の学習の導入である．地震の経験や報道

などによる被害の様子などから，地震と日本は切っても

切れない関係であることを再認識する．そして，震度，

地震のゆれの様子，地震のゆれの伝わり方などを学ぶ．

地震を科学的に知ることが，災害を最小限に抑える近道

ともいえる．最後は，防災についても考えさせたい部分

である．学習の流れとしては， 

1) 地震の体験や災害について話し合おう（導入） 

2) 地震のゆれの大きさの表し方を知ろう 

3) 地震波の記録を見てみよう 

4) ゆれの伝わり方を調べよう（実習） 

5) マグニチュードと震度の関係を考えよう 

となる．その学習に対して，ネット型学習プリントを次

のように活用することができる． 

活動 1（導入） 

日本はたいへん地震が多い国であるので，導入発問「地

震の体験を話し合おう」や「どんな地震の災害を知って

いますか」では多くの意見が交流できるはずである．自

分の経験だけでなく，家族の経験や報道機関によって伝

えられている内容にもふれながら交流したいところであ

る．項目「やってみよう」の「身近に起こった地震の体

験を書いてみよう．（家の人などにも聞いてみよう．）」，

「地震による災害や地形の変化などについて知っている

ことを書いてみよう．」で聞いたり調べたりしたこと，項

目「チャレンジ」の Web ページで調べたことがその交流

に生きてくるはずである． 

活動 2 

発問「ゆれの表し方を知っていますか」に対して，項

目「チャレンジ」の「気象庁震度階級関連解説表」で調

べた内容が交流できる．また，同 Web ページを資料とし

て提示しながら説明をすることができる． 

活動 3 

地震計を紹介する際，項目「チャレンジ」の「地震計

ってどんなもの？」の写真を提示資料として使える． 

活動 4（実習） 

実習を通して地震波が水面にできた波紋のように伝わ

っていくことを見つける．そして，初期微動，主要動が

P 波，S 波の 2 つの波によってもたらされることを学ぶ．

その P 波，S 波の伝わる様子を，項目「チャレンジ」の

「地震波の伝わる様子を見てみよう」でシミュレーショ

ンを通して体験することができる．このようなシミュレ

ーションはインターネット上に多く存在する． 

発展学習 

現在，東海地震がいつ起きても不思議でない状況にな

っている．岐阜県南東部から南部もその被害が心配され

る地域である．発展的な内容ではあるが，「地震が起きた

 

活動②

太陽表面や黒点の様子

を観察しよう 

・「天体望遠鏡の使い方を

知っていますか」 

・「太陽黒点の観察にお

いて，気をつけることは

何ですか」 

活動①

太陽について知っている

ことを交流しよう 

・「太陽についてどんなこ

とを知っていますか」

 

 

活動② 

太陽表面や黒点の様子

を観察しよう 

・「天体望遠鏡の使い方を

知っていますか」 

・「太陽黒点の観察にお

いて，気をつけることは

何ですか」 

活動① 

太陽について知っている

ことを交流しよう 

・「太陽についてどんなこ

とを知っていますか」 
活動⑤

太陽の表面や内部の様

子、太陽が地球に与える

影響などについてまとめ

よう 

・「太陽の表面や内部のこ

とについて，知っている

ことはありますか」 

・「日食やオーロラについ

て知っていますか」（発

展） 
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らどうしたらよいか」，「災害を最小限に抑えるにはどう

したらよいか」ということもぜひここで考えさせたい内

容である．項目「チャレンジ」の Web ページを資料とし

て提示しながら考えることができる．また，自治体のホ

ームページを利用し，災害時の行動の仕方について学ぶ

こともできる． 

 図 5 は，学習活動とネット型学習プリントの各項目と

の関連を表している． 

図 5 「地震とはどのようなものか」での活用例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 6 ネット型学習プリントに用意したに自作コンテンツへのリンクページ 
 
また，単元はちがうが，今回は自作コンテンツの導入

も試みたので，紹介する．「運動と力～いろいろな運動の

観察～」において，教科書にビデオカメラを用いていろ

いろな運動の様子を記録し，テレビ画面を通してそれを

観察するというものが紹介してある．今回の自作コンテ 

 
図 7 自作のコンテンツの一部 

 

ンツでは，いろいろな運動の様子をビデオカメラで撮っ

た動画とその動画の静止画を並べて見えるような画像を

用意し，ネット型学習プリントから見ることができるよ

うにした．生徒が行うとやや手間や時間がかかる作業を

効率的に行うことができる．図 6，図 7 は，その一部で

ある．  

c. 調べ学習のポータルサイトとしての利用例 

  「『自然と人間生活』～地域の自然を調べよう，自然

のなかの人間～」 

ここでの学習は，身近な自然の恵みや自然災害，自然

の特徴などを調べ，調べたことを発表することである．

学習者は，自分（たち）で課題や調べる方法を決め，調

査を行う．調査の方法としては，「自ら現場へ足を運んで

取材する」，「電話・手紙・メール等で問い合わせる」，「博

物館などへ行き調べる」，「地域の人に聞いてみる」，「資

料をもとにまとめる」など，さまざまなものが考えられ

るが，インターネット上の資料の活用も見逃せない．地

域の自然の特徴や過去の自然災害などについてまとめて

ある Web ページのリンクを貼ったネット型学習プリン

トは，調べ学習のポータルサイトとして利用できる． 

また，本学習プリントには，環境についてのポータル

サイト（「環境 goo」，「EIC ネット」，「エコロジーシンフ

ォニー」など）のリンクも貼ってある．今回紹介する「『自

然と人間生活』～地域の自然を調べよう，自然のなかの

人間～」の学習は，中学３年間の最後の理科の授業とな

る．特に，第２分野の総括であるという意味も考えると，

自然環境と人間との関わりについて深く考えさせたい学

習でもある． 

ぜんまい付きミニカーの走

る様子をデジタルビデオカメ

ラで撮影し，ビデオ編集ソフト

で，動画を編集し，更に静止画

を取り出し，画像編集ソフトで

それらを順番に貼り付けたも

のである． 
この画像を見ると，時間が経

つごとにミニカーの移動距離

が長くなっており，ぜんまい付

きミニカーの速さはどんどん

速くなっていったことが分か

る． 

 

 

発展学習

地震に備えるには，どう

したらよいか考えよう 

・「地震が起きたらどうし

たらよいか」 

・「災害を最小限に抑える

にはどうしたらよいか」

活動④

ゆれの伝わり方を調べよ

う 

・「地震波が伝わる様子を

シミュレーションで見て

みよう」 

活動①

地震の体験や災害につ

いて話し合おう 

・「地震の体験を話し合

おう」 

・「どんな地震の災害を知

っていますか」 

活動③

地震波の記録を見てみ

よう 

・「地震計がどんなものか

見てみよう」 

活動②

地震のゆれの大きさの

表し方を知ろう 

・「ゆれの表し方を知って

いますか」 

活動① 

地震の体験や災害につ

いて話し合おう 

・「地震の体験を話し合お

う」 

・「どんな地震の災害を知

っていますか」 
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学習の流れとしては，次のようになる． 

1) 課題を決めて地域の自然について調べよう 

2) 調べた結果をレポートにまとめよう 

3) 調べたことを発表し合い、理解を深めよう 

4) 豊かな自然を子孫に残すにはどうしたらよいか

考えよう 

その学習に対して，ネット型学習プリントを次のように

活用することができる． 

活動 1 

各自が課題を決める際に，「やってみよう」の「調べて

みたい内容や調べ方について書いてみよう．」の内容を生

かすことができる．また，項目「チャレンジ」に調べる

際に利用できる Web ページが紹介してあるので，各自が

決めた課題が調べられそうか，ある程度見当をつけるこ

ともできるはずである．また，実際の調査では，調べる

方法は様々であるが，項目「チャレンジ」の Web ページ

のリンクを使い調べることもひとつの方法である． 

活動 3 

交流した内容について，項目「チャレンジ」に紹介して

ある Web ページで再確認し，理解を深めることができる．

活動 4 

発問「豊かな自然を子孫に残すにはどうしたらよいか考

えよう」に対して，項目「チャレンジ」の Web ページを

利用し，環境問題を解決するさまざまな取り組みを紹介

したり，各自で調べたりして，環境問題に対しての意識

を高めさせることができる． 

 

 

図 8 「地域の自然を調べよう，自然のなかの人間」での活用例 
 

図 8 は，学習活動とネット型学習プリントの各項目と

の関連を表している． 

② 利用例からの示唆 

a． 一般的な利用における授業の変化 

従来，授業者は学習者の先行経験やどのような準備を

して授業に臨んでいるかおぼろげにしか分からなかった．

学習者も効果的な予習の方法が分からなかった．この利

用例のような利用がされれば，授業者は，学習者の予習

の内容を把握することができ，予習を活かす授業展開を

することができる．また，学習者も，確実に授業で生か

せる効果的な予習をすることができる．学びの連続に支

えられた学習効率の高い，安定した授業を提供でき，学

習者の満足度や学習意欲の高揚につながると考える． 

b． 提示資料としての利用における授業の変化 

この利用法では，インターネット上の豊富な資料の中

から，学習内容や学習者に適した資料を活用できるとい

う利点が望める．カラー画像や動画，シミュレーション

といった視聴覚的資料・教具や最新の資料が手にはいる

のは，インターネットの大きな魅力である．ネット型学

習プリントは，学習や授業で使える Web ページのリンク

集の役割も十分果たすので，授業者の教材研究の負担を

かなり軽減でき，カラー画像や動画，シミュレーション

などの視聴覚的資料・教具や最新の資料を用いた授業を

容易にする． 

さらに，学習者が家庭での復習において同じ Web ペー

ジを利用することにより，授業を再現したり振り返った

りすることが従来と比べて容易になり，意識が連続した

家庭学習をすることができるという利点も望める．家庭

で時間をかけてじっくりと納得がいくまで学習でき，授

業では扱わなかったリンクをクリックすれば，発展的な

内容が学習できるのである．そこで学習した内容は，次

回からの授業で生きてくる． 

c． 調べ学習のポータルサイトとしての利用における授

業の変化 

調べ学習において，インターネット上の資料を利用す

ることはたいへん有効である．現地へ足を運ばなくても

資料が手に入るのである．しかし，学習者が，インター

ネットを利用して調べ学習を行う場合，必要とする資料

に巡り会えないことは，希ではない．ましてや，授業時

間内で調べるとなれば，あまり時間をかけることができ

 

 

活動③

調 べ たこ とを 発 表 し 合

い、理解を深めよう 

・「発表された内容を，自

分でも調べたり確かめ

たりしよう」 

活動①

調べた結果をレポートに

課題を決めて地域の自

然について調べよう 

・「課題と方法をきめて，

身近な自然について

調べてまとめよう」 

活動④

豊かな自然を子孫に残

すにはどうしたらよいか

考えよう 

・「さまざまな取り組みを

見てみよう」 

活動① 

課題を決めて地域の自

然について調べよう 

・「どんなことについて調

べますか」 
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ず，十分吟味されず資料が選ばれることすらある． 

ネット型学習プリント上のリンクを利用することは，

一度教師が吟味した Web ページを利用することであり，

短時間で効率的に資料を探すことができる利点がある．

したがって，学習者は，より適切な調べ学習を行うこと

ができる．また，前項①.の 0 で提案した「『自然と人間

生活』～地域の自然を調べよう，自然のなかの人間～」

の学習のように，多様な内容を求める調べ学習において

は，学習者各自の興味や関心に応じて発展していける可

能性のある Web ページを選んであるので，より発展的な

調べ学習ができ，調べる本人も発表を聞くその他の学習

者にとっても，広がりや深まりのある中身の濃い学習と

なる可能性がある． 

 

IV． おわりに 

 

1． ネット型学習プリントの作成について 

この 2 年の研究の結果，既存のものと合わせると，中

学 3 年間の理科の全単元・全授業分まで残りわずかとな

った．特に，今年度は， 独立行政法人日本学術振興会の

科学研究費補助金を受け研究を進めることができ，自作

コンテンツなどを取り入れることができた． 

 

2． ネット型学習プリントの設計と開発に対する示唆 

調査より，今回開発したネット型学習プリントは，学

習者の学習意欲を高め，家庭での学びを提供し，授業で

の学びを示唆しているなど，学校と家庭での学習の連続

を保障しているといえることが分かった．このような学

習プリントを提供することは，有意義であるといえる．

特に，本研究において，ネット型学習プリント内に項目

「やってみよう」，「チャレンジ」を配置し，あらかじめ

調べたり考えたりできるようにしたことは，交流活動を

中心とした学校の授業を実施する上では，たいへん有効

にはたらくと考える． 

また，学習者の学習意欲・興味・関心を高め，さらに

学習の能率を上げる意味でも，インターネット上にある

情報を活用することは，有効である．授業者の視点でぜ

ひ見させたい Web ページを検索・整理して，学習プリン

ト内に配置することは，学習者が自分の知りたい情報を

得ることにたいへん有効にはたらくことであろう． 

 

3． ネット型学習プリントの利用に対する示唆 

ネット型学習プリントの利用を前提とした授業設計を

することが，家庭での自主的な利用率を上げ，その効果

を発揮すると考える．また，教師の授業設計を支援する

ツールになると考える．家庭での予習・復習だけでなく，

授業で積極的に利用していくことが，家庭での利用も活

発にすると考える． 

 

4． 今後の課題 

①ネット型学習プリントの作成・完成 

残り数枚の学習プリントの作成を急ぎたい．また，項

目「チャレンジ」の Web ページのリンクが不十分な学習

プリントもある．学習に適した Web ページの検索も並行

して行っていきたい． 

②ネット型学習プリントの利用した授業の実践 

今年度，学校現場においてネット型学習プリントの利

用を前提とした授業を実践したが，十分なものとはなら

なかった．生徒指導上の理由で利用できなかったり，た

だいま実践中の単元もあり，今回のレポートには間に合

わなかったりした．また，自分自身，他の教師が作成し

た学習プリントを利用したが，使いにくさも感じたりし

た．今後更に利用実践をし，その利用効果を確認したり，

共有の教材として適切な物となるよう工夫したりして，

研究を継続していきたい． 

最後に，今年度の実践の中から聞くことができた生徒

の感想をあげておく． 

○授業がある前の日に，学習構想計画を使って予習をす

ると，先生が何を言いたいかが分かって，挙手につな

がって，すごくよい気持ちになりました． 
○星の動きについて，授業の内容だけは分からないとこ

ろが分かった． 
○予習などができたので，授業での挙手・発言が多くな

ったし，つけたい力もつくようになった． 
○挙手・発言ができるようになった．授業で活躍できた． 
○チャレンジのところがあるおかげで，ホームページを

簡単に探せた． 
 

引用・参考文献 

1) 井上志朗，「21 世紀の学校 IT 革命－情報共有で子ど

も・教師・家庭の心をつなぐ－」，高陵社書店，

pp.78-100，2001 




