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「豊かな学びマップ」を活用した学習活動デザイン 
A Study of Learning Activity Design using “rich learning design map” 

 
加藤 直樹＊１，鷹岡 亮*2，上市 善章*3，村松 祐子*4 

芳賀 敬輔*5，山崎宣次*6，及川 浩和*7 
 

＜概要＞「豊かな学びマップ」はテクノロジーの活用志向を横軸に，学びの深まりを縦軸に配置

したマトリクス状のマップである。学習者は具体的な個々の学習活動をデザインしてマップ上に

配置し，それら個々の学習活動の連携状況をマップ上で可視化することで，それまでの学習プロ

セス全体を振返り省察する活動や次の学びの方向を考えるための資料としてマップを活用する。 
プログラム型授業からプロジェクト型授業へのカリキュラム・イノベーションを進行させるこ

とがとくに重視される高校教育において，主体的に学ぶ学習者へのエンパワメントをめざした探

究活動をデザインするために本マップがどのように活用できるのかを検討する。 
＜キーワード＞ プロジェクト型学習，探究活動，学習デザイン，エンパワメント，豊かな学び 
  
１． カリキュラム・イノベーション 
(1) プログラム型からプロジェクト型へ 
佐藤学(2015)は，カリキュラム・イノベーシ

ョンを進行させ，プログラム型からプロジェク

ト型への転換が喫緊の課題だと指摘している。 
そして，「学習指導要領における「21世紀型

学校教育」への対応を見ても，他の先進諸国と

比較すると約15年のタイムラグを伴って進行

している。（中略）これら一連の「ガラパゴス

的状況」は，なぜ生じたのか。そして，この現

実をどう克服すればいいのか，その政策的，実

践的，理論的な解決は喫緊の課題である。」と

も述べている。 
Sawyers(2014)は，新しい学びの視点から，

20世紀当初の工業化経済に向けて開発された

プログラム型の教授主義における指導が学習

者の学びに失敗していると指摘し，知識経済に

備える構成主義に基づくプロジェクト型の深

い概念的理解や創造的な学習活動の重要性を

指摘している。 
一方，我が国においても，文部科学省は「新

たな時代を豊かに生きる力の育成に関する省

内タスクフォース」を編成しSociety5.0(超スマ

ート社会)に向けた人材育成において，新たな

学びに関する議論を加速している。まさに，カ

リキュラム・イノベーションを進行させて，プ

ログラム型からプロジェクト型のテクノロジ

ーを組込んだ教育方法の転換は喫緊の課題で

ある。 
(2) 学習指導要領にみる探究 

2022年から年次進行で実施される高等学校

学習指導要領(平成30年告示)は，未来社会を切

り拓くための資質・能力の一層確実な育成を目

指し，主体的・対話的で深い学びの実現に向け

た授業改善の必要性を指摘し，生涯にわたって

探究を深める未来の造り手の育成を求めてい

る。例えば，総合的な探究の時間をはじめとし

て，古典探究，地理探究，日本史探究，世界史

探究，理数探究基礎，理数探究において科目等

の名称に「探究」を含めており，プロジェクト

型学習の導入をカリキュラム・マネジメントに

より推進していく改革の方向性が示されてい

る。 
さらに，改正の基本的な考え方において，基

盤となる資質・能力の言語能力，問題発見・解

決能力に新たに情報活用能力を加えて明記し

ており，テクノロジーを活用したプロジェクト

型学習の推進という新たな学習活動デザイン

が喫緊の課題となっている。 
(3) テクノロジーで探究を深化 
探究活動におけるプロジェクト型学習とい

うカリキュラム・イノベーションを推進するた

めには，テクノロジーを変革の加速装置として

活用することが重要であり，テクノロジーで探

究を深化させる教育方法のモデルを開発しな

ければならないと考える。 
Puentedura(2006)のSAMRモデルにおいて

は，Substitute(代替)，Augmentation(拡大)，
Modification(変更)，Redefinition(再定義)の4
段階のうち，代替，拡大の段階と変更，再定義

の間にギャップがあると指摘している。また，

Hooper&Rieber (1995)は，教室への教育的テ
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クノロジー採用のモデルを提示している。この

モデルでは，教員の教育的テクノロジーの採用

過 程 を Familiarization( 慣 れ 親 し む ) ，

Utilization( 利 用 ) ， lntegration( 統 合 ) ，
Reorientation(新しい方向づけ)，Evolution(発
展)の5段階で示しており，最後の2段階は教育

の変革が方向付けられるが容易ではないとさ

れている。これらの指摘は，伝統的なプログラ

ム型授業をそのままにテクノロジーを採用す

るよりも，教育の変革をめざすプロジェクト型

への転換が課題となる現在こそテクノロジー

を活用することがより高い意義を持つことを

示しているといえる。 
すでに，Fullan,M. Langworty,M. (2014)は，

伝統的な知識内容の習得という教育を抜本的

に変革した教育のモデルを提示しながら新し

い教育方法(学)を議論している。それは，深い

学びのゴールを目指して，普及性のあるテクノ

ロジーを活用したデジタル・アクセスで可能と

なる生徒と教師による学びのパートナーシッ

プの一つのモデルとして定義される。テクノロ

ジーはこれまでに想像できなかった方法で学

びを改善し，拡張し，高度化する潜在力を有し

ており，協働や知識構築のプロジェクト型の創

造的で深い学びの加速装置としてのテクノロ

ジーの潜在力が発揮されるとする。一方で，教

授主義のプログラム型の授業が変わらなけれ

ば，テクノロジーの活用は表層的なわかりやす

い知識の伝達や定着のための知識の再生に限

定され，投資に対して低い改善効果しか生み出

せていないことも指摘している。 
(4) 学習の基盤としての情報活用能力 
学習指導要領の改訂で，情報活用能力は言語

能力，問題発見・解決能力とともに，教科等を

超えた全ての学習の基盤として育み活用され

る資質・能力とされた。 
小柳(2018)は，この情報活用能力を指導する

教員に求められ豊かなる力を国際的な動向を

加味しながら検討している。国際テクノロジー

教 育 協 会 (International Society for 
Technology in Education : ISTE)が定めた全

国 教 育 テ ク ノ ロ ジ ー 基 準 (National 
Technology Standards :  NETS)の動向を調

査し，出発時(1998年)の学習の道具としての操

作や概念の基準から，創造性やイノベーション

など認知スキル・学習スキルの基準へと変化し，

2016年の改訂では「テクノロジーを用いて世

界と関わり，参加し物事を作り出していくこと」

へと力点が変わり，自らの将来を自らの学習を

通して切り拓いていくエンパワーされた学習

者を育てることが重要視されているとしてい

る。 
さらに，教育の情報化の視点から2017年の

改訂では，授業の方法自体を再検討して過去の

実践を超えることが肝要とされ，「革新」「脱

却」「進化」という強い言葉を用いて新しい教

育方法の開発を進めているとしている。 
学習の基盤となる情報活用能力は，すでに操

作スキルや認知スキルを超えて，テクノロジー

をパートナーとして自らの学習・将来を切り拓

くためのエンパワメントの手段とならなけれ

ばならない。安梅(2017)は，エンパワメントを

「人びとに夢や希望を与え，勇気づけ，人が本

来持っているすばらしい，生きる力を湧き出さ

せることである」とし，「湧活」と訳している。 
テクノロジーの潜在力で時空間を解放し，多

様な知識の自発的，偶発的な関連付けを促し，

概念的知識の形成や知識創造を加速化しなが

ら，子どもたちが本来持っているすばらしい学

ぶ力を湧き出させることを教育方法の基盤に

据えてカリキュラム・イノベーションを進行さ

せなければならない。 
 
２． 豊かな学びマップ 
(1) 豊かな学びを描き出す地図 
プロジェクト型の探究を契機として，子ども

たちが本来持っている学びをテクノロジーで

エンパワメントすることが目的となる。 
このためには学習活動を設計する教師も，学

びを省察し深化させる主体である学習者も学

びの状態や方向を描き出す地図が必要である。

たとえば，Young, Wilson(2000)は，学習者が

それぞれの成長過程のどのあたりにいるのか

を教えてくれるICEモデルを開発している。

ICEとは，学びのプロセスの最初のステップを

Ideasとし，このIdeasのブロックのつながりを

理解するConnectionsへ，そして最終段階の

Extensionsでは学んだことの意味を説明し自

身のアイデンティティの一部になるという過

程を描き出している。 
テクノロジーを効果的に活用した学びのエ

ンパワメントの過程を描き出すためには，テク

ノロジーと学びの2要因の各々の過程を示す必

要があり，2次元のマップとして示すことが適

当である。そこで，加藤らはこれを「豊かな学

び(の)デザインマップ」として開発してきた

（加藤ら2016,2017,2018）。 
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学習者が学びの姿の地図を描けるようにす

るためには羅針盤が必要であり，一つを学びの

深まりに関する羅針盤，もう一つをテクノロジ

ーの活用志向に関する羅針盤とし，二つの羅針

盤は各々の価値の方角を指し示すものと位置

付ける。それは，どうなったら良いかという到

達の姿というよりは，価値ある学び，価値ある

テクノロジーの活用というような方角が記さ

れたものということになる。この点では到達の

姿を示そうとするルーブリックとは異なり，価

値の方向性を段階的に記すこととなり羅針盤

(compass)と称すこともできよう。今回，学習

活動を学習者自身がデザインし，成果を振返る

手がかりとすることから，その名称を「豊かな

学びマップ」へと修正する。 
(2) 豊かな学びマップの構成 
豊かな学びマップ（以下，マップ）は，縦軸の

学びの深まりの6段階（表1）と，横軸のテクノ

ロジーの活用志向の6段階（表2）で構成した2

次元マトリクスで表現する。マトリクスの各次

元を6段階にスケールすることで， 6×6で36の
活動を記入できる活動セルに分割される。 

表1 学びの深まりの次元 
次元 活用の様相 成長の視点 

創
造
的
な
学
び 

６
創
造
す
る 

他者との関係を内に
含む社会的実践とし
て，知識の構造を新し
い視点で再吟味し，新
たな一貫性を創造す
る。 
新しい見方や考え方
により知識を創造す
る。 

探究（問題解決・プロ
ジェクト・研究・調査・
疑問追究等）をとおし
て，人に説明でき納得
してもらえる新しい
学びの成果を生み出
せた。 

５
再
構
成
す
る 

他者との対話や協働
の中で自らの知識の
構造を確認したり修
正したりして再構成
する。 
他者と協働しながら
考えを良いものに再
構成する。 

探究の過程で，関連し
そうな情報や知識を
見極め，仲間と協働し
て考えをより良いも
のに修正してきた。 

４
吟
味
す
る 

他者への説明や要約
等をとおして，知識の
構造を吟味しながら
より深く対象を理解
する。 
新しい知識を他者の
視点で確かめ，吟味す
る。 

考えをまとめ納得を
つくりあげようとす
る際に，自分の気づき
にくい多様な他者の
視点も吟味して，説明
できるように理解を
深めた。 

蓄
積
的
な
学
び 

３
探
索
す
る 

知的好奇心が芽生え，
これまで学んだ知識
を関連付けて他分野
へ適用する。 
新しい知識を探索し，
自分で納得する。 

教科書，書籍，インタ
ーネット等を活用し
て知識世界を探索し，
「なぜ」「どうして」
「本当に」等と問いな
がら自分の納得をつ
くりあげた。 

２
理
解
す
る 

目標に直接関係する
対象に限定して学び，
正解を導けるように
内容を解釈する。 
試験勉強等できちん
と理解する。 

範囲を決めて，知識や
スキルを，表現（説明）
したり活用したりす
るようにして，確実に
習得しようとした。 

１
記
憶
す
る 

関連する知識を再生
できるように覚える。 
必要な知識を記憶，定
着する。 

必要な知識を確実に
覚えられるように，忘
れないための方法を
工夫しながら定着さ
せた。 

表2 テクノロジーの活用志向の次元 
次元 活用の様相 成長の視点 

変
革
志
向
の
活
用 

ｆ
シ
ス
テ
ム
化
す
る 

目的に応じて複数の
ツールの機能を組み
合わせたり，連携させ
たりして組織化する。 
データ処理，情報連
携，人のコミュニケー
ション等の一連のつ
ながりのための機能
を設計し，システム化
する。 

目的に応じて，クラウ
ドサービスやツール
の機能を吟味し，連携
させ，組織化して，従
来の作業を変革する
システムを開発した。 

ｅ
個
性
化
す
る 

目的に応じたツール
を見極めて自分用に
カスタマイズする。 
ツールの活用を評価
しながらモバイル端
末の機能を高める。 

所有するモバイル端
末に自分にとって意
味のあるツールを見
極めて導入し，その有
用性を説明できる。 

ｄ
仮
説
化
す
る 

問題を解決するため
のツール活用を体験，
省察，分析して仮説化
する。 
自分自身の能力を高
めるための効果的な
活用を計画できる。 

問題となっているこ
とを解決する手段と
して，ICTの機能をど
の機能をどのように
活用することが効果
的かを主体的に検討
し，仮説化して説明し
た。また，実際の活用
を評価して仮説を修
正した。 

効
率
志
向
の
活
用 

ｃ
統
合
す
る 

ツールや情報を多様
に組合せて統合した
り共有したりして活
用する。 
ツールは必要不可欠
なものと認識し，使え
ないと困るようにな
る。 

情報共有，文書作成，
表計算，プレゼン，作
曲，描画，写真，動画，
コミュニケーション
などのツールの機能
を理解して，データの
相互利用や共有など
の統合することを意
図して活用した。関係
を見出して意味を見
出す。（比較，因果，
統合） 

ｂ
拡
張
す
る 

想定以上の機能を見
出し，ツールの持つ機
能を拡張して活用す
る。 
ツールを様々な場面
で試行的に利用する。 

ツールを様々な場面
で試しながら活用し
ようと心がけ，有効な
機能を見極めながら，
効果的に活用した。大
量なデジタルデータ
を利用しやすくする
ためのインデックス
化，デジタルノート化
（使いやすくする，取
捨選択） 

ａ
代
替
す
る 

効果を想定して既存
のツールを代替する。 
もし，ツールが利用で
きなければ簡単に元
に戻る。 

ツールの使い方を習
得して，今までの手作
業を代替する。代替し
た効果を説明できる。 
デジタル化して残し
ていこう。アイディ
ア，共有して可視化し
よう。でも，情報はバ
ラバラかも 
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３． マップを活用した学習活動 
(1) 探究活動の姿を具体的に描く 
マップは学習者が探究の学びを地図に描き

ながらデザインすることで足場かけとなるこ

とが期待される。たとえば，活動セルに次に取

り組むべき姿を記述することで学びの深まり

の段階を意識した学習活動において，テクノロ

ジーの活用を検討しながら，具体的な活動をイ

メージすることができる。 
学びとテクノロジーの二つの羅針盤を縦軸

と横軸に用いることで各々の段階を定めるこ

とができる。たとえば，「吟味×仮説化」であ

れば，「吟味の質を高めるために情報検索し，

関連情報をキュレーションし表計算で吟味の

観点を整理する。このとき，元の情報を辿れる

ように情報源のURLを記録しよう。また，検索

しながら観点を探す際には，自分の検索傾向を

参照することは意味があると考えるので履歴

を注視する。また，表計算のデータはグループ

で共有して修正することもできるようにクラ

ウドを利用する。さらに，修正履歴を記録して

おかなければならないし，スマートフォンでも

修正できるようにしてアイディアレベルのも

のも大切にすることは意味があるはずだ。」と

いうように活動プランを立てることができる。

このプランはマップのセルに記入されるので

ある。マップのセルに具体的な姿が描き出され，

配置されることになる。 
探究活動に従事する学習者自身が，目標とす

る創造的な学びを具現化するために，テクノロ

ジーの活用を変革志向で構想し，具体的な活動

プランとして記述して実践し，成果を振り返り

ながらプランを修正することが可能となる。 
(2) 活動プランの成果を振返る 
学びの深まりとテクノロジーの活用志向は

価値の方向性を示している。したがって，第一

にその方向性を意識した具体的な活動の姿を

描くことが必要となる。第二には，その姿を振

返りながら，現実の活動との差異を明確にする

とともに，なぜ成果が得られたかの理由を問う

ことで学びやテクノロジー活用の価値に気づ

くような指導が必要となると考えられる。 
学びの深まりやテクノロジーの活用志向の

価値ある方向性の段階は学習者のもつ信念に

必ずしも明確に刻まれてはいないと考えられ

るため，継続的に振返りを通して育むことが重

要である。 
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