系統性を意識した情報活用能力のための指導プログラムの研究
QR コード集とドライブを利用した課題解決学習
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１． 研究の背景及び目的

２． 研究の方法と内容

(1)目的

(1)実践概要

本研究の目的は，生徒がインターネットや

期

間：令和３年６月 10 日～７月 15 日

コンピュータを活用して課題解決できる情報

令和３年 10 月 14 日～12 月 16 日

活用能力を育成するための体系的な指導プロ

実施学校：群馬大学共同教育学部附属中学校

グラムを作成することである。本実践では，

対象生徒：第２学年 生徒 137 名（４クラス）

中学生を対象に情報活用能力を育成するため

教

の技術・家庭科（技術分野）の授業を検討す

単 元 名：生物育成の技術

る。

使用した ICT：iPad

(2)背景

科：技術・家庭 技術分野

実践校では，令和２年から１人１台タブレ

情報活用能力は，
平成 28 年の中央教育審議

ット端末の導入し，生徒の家庭への持ち帰り

会答申の中で教科等を超えた全ての学習の基

も行っている。学習支援ソフトとしてロイロ

盤として育まれる資質・能力の１つに挙げら

ノート・スクールが導入され，生徒・教師間

れている。また，教育課程全体を見通して組

でのカードを作り送り合う機能が全教科の授

織的に育成することが重要と提言された。答

業のなかで利用されている。さらに，教科の

申を受けて平成 29，
30 年に公示された学習指

学習以外でも学校生活全体で使用されている。

導要領の中では，情報活用能力育成のために

技術・家庭科（技術分野）の授業ではワー

ネットワーク環境を整備すること，教材・教

クシートをロイロノート上で配布し，生徒に

具の適切な活用を図ることを求めている。さ

整理させていた。

らに，教科等横断的な視点で育成できるよう

(2)実践の内容

に，カリキュラム・マネジメントに努めるよ

本実践では，技術・家庭科（技術分野）の

う示している。群馬県では，2020 年刊行され

「生物育成の技術」
の内容で授業を実施した。

た「はばたく群馬の指導プランⅡ」の中で，

「はばたく群馬の指導プランⅡ」では，課題

教科ごとに学習における情報が明示され，情

解決の段階を４段階に分けている。これをも

報活用の例が示された。技術・家庭科（技術

とに，図１のように栽培実習を取り入れ，課

分野）では情報を，
「生活や社会の中にある問

題解決を通して情報活用能力を育成する授業

題及び問題の解決策」とし，問題解決におけ

を実施した。実践は課題解決の計画を立てる

る情報活用で情報の収集，整理・比較，発達・

前半と，実際に栽培を行う後半にわけて，実

伝達ごとに活動が示されている。

践校の教師と交代をして授業を行った。実践
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した授業の事前・前半終了時・単元の終了時

PDF 化した資料が保存されている。生徒は必

（後半終了時）にはアンケート調査を行い，

要に応じてタブレットで QR コードから求め

生徒の課題解決における情報活用についての

る情報を引き出すことができる。生徒の QR コ

意識を調査した。

ード集の利用については実践の後半の終了後
にアンケート調査を行った。
３． 実践結果と考察
(1)実践前半の成果と課題
実践の前半終了時にアンケートを行い，そ
の結果や生徒の様子，提出された栽培計画表
を基に実践の成果と課題を整理した。情報の
発信・伝達にあたる栽培計画表を作成する活
動について，ロイロノート上でカードを並べ
ながら行うことで，紙よりも作成・修正が容
易にできる利点があった。実践では１時間ご

図１ 実践の全体の流れ

との学習内容に合わせて，栽培計画表上の項
目を少しずつ埋めることができた。また，カ

また，本実践で配布したワークシートや課題
解決に使う栽培計画表・栽培管理記録表はす
べて PDF としてロイロノート上で配布し，生
徒間で整理や授業外でのカードの共有ができ
るようにした。そして，後半の実践では図２
のような QR コード集を利用した。

ードを送り合う機能で役割を分担しながら作
成した。一方でタブレットを学習に利用する
際の短所もあった。授業中の生徒の様子や，
アンケート結果から得た課題を以下に挙げる。
・求める情報が Web サイトごとに記述が異な
り，正確な情報を判断することが難しい。
・配布・提示した資料が多く，web サイトか
ら収集した情報も加わり整理が難しい。
・必要な資料を意識して整理しないとデータ
が大きくなり，ロイロノートの読み込みが
遅くなる。
・生徒間での確実な情報の共有ができないた
め，同じ班でありながら生徒ごとに栽培計
画表の記述の内容が異なってしまった。

図２

QR コード集

・情報収集や比較より，生徒がどんな考えに
至るかが具体化されていない。そのため，

各 QR コードは Google ドライブにつながって

班ごとに多様な解決策が生まれた。

おり，前半に配布したワークシートや資料，

前半の実践による課題を踏まえて，後半の

栽培を行うにあたり必要な道具の一覧等を

授業実践で上記の課題を解決しつつ情報活用
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能力を育成できる手立てとして QR コード集

情報の発信・伝達（図４）についての質問

を作成し，利用することにした。

で，思考力・判断力・表現力等についての質

(２)実践後半のアンケート結果と考察

問では，「あまりあてはまらない」「あてはま

ア アンケート結果

らない」と回答した生徒は実践を通して６％

QR コードの利用状況についての質問では，

から 12.8％に増加した。栽培管理記録表をみ

（図３）77％の生徒が QR コードを使っている

ると更新頻度が少ない班が多く，記録を授業

と回答した。授業中使う姿は見られたが，授

中のみ行うと認識している生徒もいた。

業外の栽培実習では QR コードを使う姿は見
られなかった。

図４ 情報の発信・伝達についての項目

学びに向かう力・人間性について，
「正しい
図３

情報を得るために，インターネットから複数

QR コード集の利用状況について

の情報を比較している」
（図５）についての質
実践終了後に行った情報活用能力についての

問では，「あてはまらない」「あまりあてはま

アンケート結果と，事前・前半終了時の結果

らない」と回答している生徒の割合が前半終

を比較した。情報の収集（表１）について，

了時には 16.4%から 13.8％に減少したが，後

知識・技能，思考力・判断力・表現力等どち

半終了時は 15.8％と増加した。インターネッ

らの質問でも「あまりあてはまらない」
「あて

トからの情報収集で，情報の正しさや課題を

はまらない」と回答した生徒は，情報収集に

解決に必要な情報かを判断することが難しい

難しさを感じた生徒の多い前半と比べて減少

という記述が実践全体を通して多かった。

した。しかし，栽培実習中手入れについて分
からないことや不足の情報について補う姿は
みられなかった。

表１ 情報の収集についての項目
事前
前半終了
後半終了

あてはまらない
0.0%
3.1%
1.5%

あまりあてはまらない
9.7%
7.6%
7.5%

合計
9.7%
10.7%
9.0%

図５ 学びに向かう力・人間性についての項目
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イ 考察

授業 1 時間ごと内容に合わせ追加する形で資

栽培を通した課題解決について，
「どう課題

料を掲載することで，生徒が情報の過多を感

が解決できるか」ではなく作物を枯らさない

じず，学習の振り返りや Web サイトとの比較

方法を試行する様子が見られた。栽培が課題

が可能と考えらえる。また，
「生物育成の技術」

解決の手段でなく目的になっていたと考えら

のように課題解決に必要な道具等を確認する

れる。インターネットやタブレットの利用に

ためには，
ロイロノートよりも QR コード集の

ついて，栽培計画表が生徒の中で協働での作

提示が効果的だったことが分かった。前半で

業で手入れの方法を確認するために必要な物

は，一度配布した資料が再度必要になった時

と認識されていなかったと考えられる。同様

に，生徒はロイロノートのタブレット間の資

に，管理記録表も班内で情報を共有し，課題

料のやり取りの履歴をさかのぼり必要な資料

を解決するために必要な物と認識されていな

を探していた。
後半で QR コード集にすること

かったと考えられる。QR コード集の利用につ

で，生徒が資料集の中で必要な情報を選び，

いて，授業中の利用する姿やアンケートから

それをもとに栽培の活動を進めることができ

得た課題を以下に挙げる。

ていた。さらに，QR コードにすることで授業

（成果）

外でも必要な時に資料を生徒が見ることがで

・栽培の準備をする際，班ごとで活動内容が

きる期待がある。今回の実践では，授業外の

異なっていたが，QR コード集を確認して必

栽培で利用する生徒は見られなかったが，資

要なものを準備できる班がいた。

料の存在や使い方に十分な周知がされていな

（課題）

かったため授業外で使われる機会がすくなか

・実践前半の資料に追加する形をとったため， ったと考えられる。使い方についてのガイダ
実践を通して情報量が増えてしまった。

ンスや単元全体利用する中で，生徒が情報の

・Web サイトからの情報収集で，求める情報

収集や比較の支援になると判断する機会にな

を探したり正確性を判断したりする基準に

ると考えられる。

はならなかった。
・QR コード集が生徒に周知されていなかった。 参考文献
・インターネットから得られない情報を QR コ
ードで調べようとしたが情報がなかった。
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