中学校数学におけるＩＣＴを活用した授業改善の研究
教諭
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《要
約》
平成 21 年度の野中(2009)らの調査では、ＩＣＴを使う頻度が高い学校ほど学力・学習状
況調査の平均正答率も高くなるという相関関係があることが報告されている。それをもと
にすべての学年と単元で自作のデジタル教材を作成し、授業形態の改善を進めてきた結果、
生徒の理解が促進されることが分かった。また、並行してデジタル教材を web 上で公開し、
教員のＩＣＴ活用頻度を高めることを目指した。本研究が教員のＩＣＴ活用負担の軽減に
つながっていることを実感した。
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２ 研究の仮説
平成 21 年度に野中(2009)らが発表した「教
○ 全ての単元に位置付けたデジタル教材を
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アル化し、web で公開することにより、教
ない，使わない教員が多いこと，ＩＣＴに対応
員がＩＣＴ機器を活用しようとする意識が
した教材が少ないことなどで，環境が整ってい
高まるであろう。
ても使いこなせていないのが現状である。つま
り，ＩＣＴ機器を使用することによる学習への
３ 研究の内容
効果が具体的に明らかになったにもかかわらず，
(1) 自己評価カードによる実態把握
教員のＩＣＴ機器を使った教科指導がいまだ進
・ 自己評価カードにより生徒の日々の理
んでいないことが課題だといえる。
解度を把握し，実態に応じたデジタル教
そこで，本研究では数学の授業において，す
材を作成する。
べての単元で自作の教科書準拠デジタル教材を
(2) 自作のデジタル教材を使った授業の実
開発し，それを使用することによって，生徒の
施と検証
理解促進と思考の補助にどの程度効果があるの
・ 第 3 学年の全単元でのデジタル教材の
か，また，どの単元での活用が最も効果的なの
作成と授業の実施（H25～）
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・ 第 1 学年，第 2 学年の全単元でのデジ
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数学の授業ができるように，授業方法と学習形
(3) 教員の教材使用環境の整備
態を整備したいと考え，本主題を設定した。
・ デジタル教材と授業方法を web ページ
で公開し，さらに使いやすい教材に工夫・
改善する。
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図 11 授業で特に分かった単元(1 年)
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図 12 第 1 学年数学の学期ごとの
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本研究について
教諭の研究は、文部科学省等の調査・研究により指摘されている数学科指導におけるＩＣＴ活用
の効果を、全学年全単元において自作のデジタル教材の作成と活用により検証したものである。自
作教材とともに、単元や学期ごとの検証結果を踏まえ、ＰＤＣＡサイクルを繰り返していく継続性
は参考になる。教材スライドの印刷によるノート指導への対応や「数と式」単元でのアニメーショ
ン教材など、生徒の声に対応した改善も興味深い。今後、理解の促進に関する検証方法、数学的な
見方や考え方の伸張につながる活用場面など、更なる研究に期待したい。
また、教諭は、デジタル教材や授業方法を web で公開している。数学科教員が一人二人という学
校が増加している中、学び合い、高め合いの場として活用し、研究の活性化につなげていきたいも
のである。
算数・数学委員会 副委員長

