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＜あらまし＞ 全国の小学校教員を対象としたインターネット調査により，調査項目の改

善に向けた調査研究も進んでいる改訂「教員の ICT 活用指導力チェックリスト」を用いた

調査を実施した．教員の ICT 活用に関する意識との関連について考察した． 
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1. はじめに 

教育の情報化として，教科指導における ICT
活用，情報活用能力の育成が推進されてきた．

文部科学省（2007）は，教員の ICT 活用指導力

を的確に把握することは極めて重要との考え

から，毎年「学校における教育の情報化の実態

に関する調査」を実施し，そこにおいて，教員

の ICT 活用指導力の基準（チェックリスト）に

よる教員への調査を行ってきた． 
この調査は，たとえば「学びのイノベーショ

ン事業」では，実証校の実践報告等をもとに

ICT を活用した学習場面を整理・類型化してい

る（文部科学省 2014）ように，ICT 機器の進展

や，たとえば「アクティブ・ラーニング」の視

点からの授業改善など，より多様な学習場面に

対応する調査項目へと，調査項目の見直しが進

められてきたところである．現行の調査項目と

改訂後の調査項目との間で調査結果にどのよ

うな差異が生じるかを把握する調査も行われ

ている（文部科学省 2017）．また，現行小学校

学習指導要領における「外国語活動」の授業が，

次期小学校学習指導要領において教科「外国語

科」として新設実施される（文部科学省 2018）
が，ここでも「教材の内容などに応じて，視聴

覚教材やコンピュータ，情報通信ネットワーク，

教育機器などを有効活用し，児童の興味・関心

をより高め，指導の効率化や言語活動の更なる

充実を図るようにすること」が内容の取扱いに

ついて配慮する事項とされている．これは，小

学校外国語科の授業に対する不安が多くの研

究で指摘されていること（松宮 2013，福和・中

津 2014，米崎ほか 2017，及川 2017）と併せ，

教科指導における ICT 活用が適切な授業支援

となることが求められている例といえよう． 
これらを踏まえ，文部科学省（2017）で示さ

れた改訂「教員の ICT 活用指導力チェックリス

ト」も用いて，全国の小学校教員に対する意識

調査を，インターネット調査の手法を用いて実

施した．本報告は，その結果速報の意味も込め

て調査の一部概況を示すことで，新学習指導要

領の謳う事項等に対する全国の「インターネッ

ト・ICT 活用が盛んなほうの教員一般の意識」

について理解を図り，情況をひろく共有するこ

とを目指したい． 
 

2. 意識調査の実施概要 

本意識調査は，調査票タイトルとしては「小

学校英語に関するアンケート」だった．本報告

では扱わないが，小学校外国語科の授業に関す

る全国小学校教員の状況を探ることを目指し

た質問項目も含んだ調査であった． 
 

■調査方法 インターネットリサーチ 
■実施期間 2018年10月25日(木)～26日(金) 



■実施機関 株式会社マクロミル (QuickMill) 
■調査対象 同社インターネットリサーチ会

員であり回答当時 25～54 歳の全国小学校教員 
■有効回答数（参加者数） 412 名 
 
 インターネットリサーチは当然のことなが

ら，層化二段無作為抽出法等，統計理論にのっ

とったものとは異なる方法で参加者を募って

いる．このことは調査結果を読み解釈する際の

大きな留意事項である． 
 なお，本報告で用いた「教員の ICT 活用指導

力チェックリスト」を，（文部科学省 2017）を

転記して表１に示す．なお，引用の通り「今年

度，実際によく行った項目については，最右欄

に「○」を記入してください。」という質問項目

があったが，本調査ではこの部分は割愛し，用

いなかった． 
 
3. 調査結果 

■フェイスシート 
まず男女比は，女性 52.9％，男性 47.1％であ

った．学校基本調査等，例年の全国統計の男女

比率（女性 62％前後・男性 38％前後）と大き

く異なり，男性の割合が大きくなっている． 
参加者の年齢構成を図１に示す．多くの報告

に見られる年齢構成と比べ若年者の割合がや

や多いとみられるが，教員総数で最も割合が多

いと見られる 50～54 才が，本調査でも最大で

あった． 
参加者の居住地の地域分布を図２に示す．人

口推計等，多くの報告に見られる地域別人口構

成と比べると，関東地方（人口推計で約 34％）

の割合が大幅に小さく，中部地方（同 17％）の

割合がかなり大きい．北海道（同 4％）の割合

がやや大きい． 
 参加者の勤務先の設置者は，公立 97.1%，私

立 2.2％，国立 0.2％であった． 
 
■ICT 活用指導力チェックリストの回答 
 図３に，改訂「ICT 活用指導力チェックリス

ト」への参加者の回答割合を示す． 
 試行調査結果（文部科学省 2017，pp.16～19）
と比べたところ，インターネットリサーチであ

るという参加者の特性からも予想できる結果

だが，すべての質問項目で，本調査の「4 でき

る」を選んだ人の割合が，試行調査の「4 でき

る」を選んだ人の割合を上回った． 
 特に目立つのが，本調査の参加者については，

「Ａ 教材研究・指導の準備・評価・校務など

にＩＣＴを活用する能力」，「Ｂ」のうち「B-1 児
童生徒の興味・関心を高めたり、課題を明確に

つかませたり、学習内容を的確にまとめさせた

りするために、コンピュータや提示装置などを

活用して資料などを効果的に提示する。」，「Ｄ 

情報活用の基盤となる知識や態度について指

導する能力」に対して，肯定である者（「4 でき

る」「3 ややできる」の合計）の割合が大変高か

ったことである．これらの領域については，昨

今の教員が ICT を活用する能力の向上が著し

いことを表していると考えることができる． 
 一方，まだ教員にとって課題の多い項目であ

るといえる，「4 できる」の割合が少なかった項

目については，試行調査では，「4 できる」の割

合が少なかった順に，C-4（児童生徒が互いの考

えを共有・話合い），B-4（話合い・協働の学習

授業に活用），C-3（児童生徒が考えを整理・ま

とめ），B-3（ソフトを使い習熟の程度に応じて

課題）と続いていたが，本調査ではその結果が

異なり，C-4，B-4，B-3，C-3 であった． 
  

図１ 参加者の年齢構成 

図２ 参加者の居住地の地域分布 



表１ 改訂「ICT 活用指導力チェックリスト」の調査項目（文部科学省 2017） 
各項目について，「できる」，「ややできる」，「あまりできない」，「ほとんどできない」のうち最

もよく当てはまるものを１つだけ選んで「○」で囲ってください。現行調査と同じような項目も

ありますが，現行調査でどのように回答したかにはこだわらず，各項目を読んで率直に当てはま

ると思ったものを選んで回答してください。 
また，今年度，実際によく行った項目については，最右欄に「○」を記入してください。 

Ａ 教材研究・指導の準備・評価・校務などにＩＣＴを活用する能力 
A-1 教育効果を上げるために，コンピュータやインターネットなどの利用場面を計画して活用す

る。 
A-2 授業で使う教材や校務分掌に必要な資料などを集めたり，保護者・地域との連携に必要な情

報を発信したりするためにインターネットなどを活用する。 
A-3 授業に必要なプリントや提示資料，学級経営や校務分掌に必要な文書や資料などを作成する

ために，ワープロソフト，表計算ソフトやプレゼンテーションソフトなどを活用する。 
A-4 学習状況を把握するために児童生徒の作品・レポート・ワークシートなどをコンピュータな

どを活用して記録・整理し，評価に活用する。 
Ｂ 授業にＩＣＴを活用して指導する能力 
B-1 児童生徒の興味・関心を高めたり，課題を明確につかませたり，学習内容を的確にまとめさ

せたりするために，コンピュータや提示装置などを活用して資料などを効果的に提示する。 
B-2 児童生徒に互いの意見・考え方・作品などを共有させたり，比較検討させたりするために，

コンピュータや提示装置などを活用して児童生徒の意見などを効果的に提示する。 
B-3 知識の定着や技能の習熟をねらいとして，学習用ソフトウェアなどを活用して，繰り返し学

習する課題や児童生徒一人一人の理解・習熟の程度に応じた課題などに取り組ませる。 
B-4 グループで話し合って考えをまとめたり，協働してレポート・資料・作品などを制作したり

するなどの学習の際に，コンピュータやソフトウェアなどを効果的に活用させる。 
Ｃ 児童生徒のＩＣＴ活用を指導する能力 
C-1 学習活動に必要な，コンピュータなどの基本的な操作技能（文字入力やファイル操作など）

を児童生徒が身に付けることができるように指導する。 
C-2 児童生徒がコンピュータやインターネットなどを活用して，情報を収集したり，目的に応じ

た情報や信頼できる情報を選択したりできるように指導する。 
C-3 児童生徒がワープロソフト・表計算ソフト・プレゼンテーションソフトなどを活用して，調

べたことや自分の考えを整理したり，文章・表・グラフ・図などに分かりやすくまとめたりする

ことができるように指導する。 
C-4 児童生徒が互いの考えを交換し共有して話合いなどができるように，コンピュータやソフト

ウェアなどを活用することを指導する。 
Ｄ 情報活用の基盤となる知識や態度について指導する能力 
D-1 児童生徒が情報社会への参画にあたって自らの行動に責任を持ち，相手のことを考え，自他

の権利を尊重して，ルールやマナーを守って情報を集めたり発信したりできるように指導する。 
D-2 児童生徒がインターネットなどを利用する際に，反社会的な行為や違法な行為，ネット犯罪

などの危険を適切に回避したり，健康面に留意して適切に利用したりできるように指導する。 
D-3 児童生徒が情報セキュリティの基本的な知識を身に付け，パスワードを適切に設定・管理す

るなど，コンピュータやインターネットを安全に利用できるように指導する。 
D-4 児童生徒がコンピュータやインターネットの便利さに気付き，学習に活用したり，その仕組

みを理解したりしようとする意欲が育まれるように指導する。 
 



■ICT を活用した学習場面ごとの指導経験 
（文部科学省 2014）に提示された 10 分類に類

型化した学習場面ごとに，過去１年に指導を経

験したことがあるかを尋ねた．具体的な教示は

「あなたは，過去 1 年の間に，ICT を活用した

以下のような指導をしたことがありますか．過

去 1 年以内に「したことがある」，「したことが

ない」，どちらかで回答してください」として聞

いた．また，この質問項目については，「学びの

イノベーション事業」報告書に掲載された10分
類の授業場面をイラストにまとめた図画を参

加者に先に必ず閲覧いただき，その後，その図

画を見ながら回答するように教示した． 
最も多かった項目は，A1「教員による教材の

提示」（89.3%）であった．次いで，B2「調査活

動」（64.1%），C1「発表や話合い」（62.6%），

B1「個に応じる学習」（61.2%）と続いた． 
 一方で，経験がない参加者が多かった項目に

ついては，最も多かったのが，C4「学校の壁を

越えた学習（80.3%）であった．続いて，B5「家

庭学習」（75.5%），C3「協働制作」（65.5%），

C2「協働での意見整理」（61.2%）となった． 
 

4. まとめと展望 

これら結果のクロス集計ほかの分析の結果

をもとに，小学校教員の実態や意識について検

討をしていく．これも手掛りにして，今後ます

ます ICT 活用が求められるようになるなか，必

要となる手立てについて検討を進めていきた

い． 
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図３ 改訂 ICT 活用指導力チェックリストへの回答 



 

図４ 学習場面ごとの ICT 活用の指導経験 
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