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Ⅰ．はじめに
１．教員の ICT活用指導力の背景と課題
2020年度から実施される小学校学習指導要領（平
成29年３月告示）の総則には，主体的・対話的で深
い学びの実現に向けた授業改善を通して，情報活用能
力などの資質・能力を育む効果的な指導ができるよう
にすることが記されている（文部科学省，2017a）．加
えて，情報活用能力の育成を図るためには，コン
ピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を適
切に活用した学習活動の充実を図ることが求められて
いる．文部科学省（2018）は各自治体の学校におけ

る ICT（Information and Communication Technology）環
境の整備状況や，教員の ICT活用指導力に関する調
査結果を公表し，2020年度に向けて自治体による格
差をなくすような取り組みがなされている．教員の
ICT活用指導力は，文部科学省（2007）の ICT活用指
導力チェックリスト（以下，「チェックリスト」と表
記）（表１）をもとに調査され，回答者属性との関係
を明らかにしている（清水ら，2008）．平成30年３月
のチェックリストの調査結果を見てみると，「C　児
童の ICT活用を指導する能力（67.1％）」は，「A　教
材研究・指導の準備・評価などに ICTを活用する能
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力（84.8％）」や「B　授業中に ICTを活用して指導す
る能力（76.5％）」などの能力に比べて，最も低い項
目となっており，かつ，平成19年３月の調査結果か
ら10％弱の向上と伸び悩んでいる（括弧内の数値は
４件法「４．わりにできる」，「３．ややできる」，「２．
あまりできない」，「１．ほとんどできない」のうち，
「４．わりにできる」もしくは「３．ややできる」と
回答した教員の割合を示す）（文部科学省，2018）．
このため，「C　児童の ICT活用を指導する能力」の
向上が長年の課題となっている．

２．教員養成系大学における ICT活用指導力の向上の
取り組み
教員の ICT活用指導力を向上させるためには，教
員養成の段階から ICT活用指導力を向上させる取り
組みが必要である（文部科学省，2014）．教員養成系
大学の学部生は，現職教員と同様に「C　児童の ICT

活用を指導する能力」だけでなく，「B　授業中に ICT

を活用して指導する能力」も低いという課題がある
（竹野ら，2011；森下，2014）．そこで，教員養成系
大学の学部生の ICT活用指導力を高める研究がなさ
れてきた．小川ら（2017）は，「間違い探し」動画教
材作成・閲覧をさせる学習モデルを開発し，これが
「A　教材研究・指導の準備・評価などに ICTを活用
する能力」，「B　授業中に ICTを活用して指導する能
力」，「C　児童に ICT活用を指導する能力」の向上に
影響を与えている．北澤ら（2018）は，ICT活用を授
業で直接体験することが教員養成系大学の学部生の
ICT活用指導力に影響を与え，この時期が早いほうが
効果的であることを主張している．森下ら（2018）は，
教育実習で ICT活用授業を必ず１回以上行うことが
教員養成系大学の学部生の ICT活用指導力の向上に
効果があることを示した．これらの先行研究より，教
員養成系大学の学部生の ICT活用指導力を向上させ

表１　教員の ICT活用指導力のチェックリスト（小学校版）の質問項目（４件法）（文部科学省，2007）

A　教材研究・指導の準備・評価などに ICTを活用する能力，B　授業中に ICTを活用して指導する能力，C　児童の ICT活
用を指導する能力，D　情報モラルなどを指導する能力，E　校務に ICTを活用する能力
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るためには，ICT活用の授業を直接体験したり，振り
返ったりする活動が重要と考えられる．
ところで教員養成系大学では，平成31年４月から，
教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則の一部改
正に伴う経過措置が適用されることになる．これによ
り，「教科及び教科の指導法に関する科目」の各教科
の指導法で「情報機器及び教材の活用」を含めた授業
を展開することが求められる（文部科学省，2017b）．
さらに，教職課程コアカリキュラムでは，「各教科の
指導法（情報機器及び教材の活用を含む．）」について，
当該教科の指導方法と授業設計の到達目標の１つに
「当該教科の特性に応じた情報機器及び教材の効果的
な活用法を理解し，授業設計に活用することができ
る」ことが記され，かつ，「模擬授業の実施とその振
り返りを通して，その授業改善の視点を身に付けてい
る」という目標も掲げている（文部科学省，2017c）．
したがって，各教科の指導法を担当する教員は，教職
を目指す学生に ICT活用の授業を設計させたり，模
擬授業を実施して振り返りの活動をさせたりしながら，
結果的に ICT活用指導力を高める授業デザインを設
計し，実践することが求められる．

ICT活用の模擬授業に関する先行研究に着目すると，
模擬授業は授業実践の力量形成に有効であり（豊田・
野中，2004），ICT活用に対する意識が向上すること
が明らかになっている（小清水ほか，2012）．そして，
模擬授業を実施した学生の方が，模擬授業を実施しな
かった学生よりも ICTの技術的な視点のみならず，
教育技術的な視点も改善される（寺嶋，2016）．この
ことから，教員養成系大学の学部生全員に模擬授業を
行わせる授業デザインの方が，ICT活用指導力の向上
に効果的であると判断できる．

３．本研究の目的
上述した背景と課題を受け，本研究では，教員養成
系大学の教科の指導法において，受講生全員が ICT

を活用した模擬授業を設計，実施して振り返りを行う
授業デザインを実践する．そして，この授業デザイン
で ICT活用指導力にどのような変化が認められるか
を明らかにすることを目的とする．さらに，本研究で
対象となった教科の指導法の授業が，教育実習にどの
ような影響を与えたか分析し，教科の指導法における
ICTを活用した模擬授業の在り方について提言する．
ここで，本研究の目的を達成するために，いくつか

の課題がある．具体的には，教科の指導法の授業につ
いて，１）どの教科を対象にするか，２）どのように
効果を測定するかが挙げられる．上記１）について，
本研究では，理科の指導法（以下，理科教育法）を対
象にする．この理由として，理科は天体分野など，実
体験が難しいためにイメージ化しにくく，教員にとっ
て指導が難しいと思われる教科である一方で（瀬戸崎
ほか，2006），ICT活用によって教育効果が表れやす
い教科であると考えられたためである（瀬戸崎ほか，
2007）．
上記２）について，理科教育法を受講したことによ
る ICT活用指導力の効果を分析するために，理科教
育法の事前と事後に，文部科学省（2007）の「チェッ
クリスト」を実施する．これに加えて，ICT活用指導
力に関する自己効力感を事後に調査する（研究１）．
さらに，理科教育法が教育実習にどれほど効果的で
あったかを明らかにするために，教育実習後に
「チェックリスト」などのアンケート調査を実施する
（研究２）．理科教育法の事前事後調査と，教育実習後
の調査を２カ年分実施することで，理科教育法で ICT

を活用した模擬授業の実践することの意義を明らかに
する．

Ⅱ．研究１
１．対象
１年目（2014年度）は，都内私立教員養成系大学
小学校教員養成課程の大学３年生54名（男性36名，
女性18名．ただし，男性１名は科目等履修生）のうち，
途中で履修を取りやめた男性２名を除く52名を対象
とした．
２年目（2015年度）は，2014年度と同じ大学で，
３年生53名（男性28名，女性25名）のうち，途中で
履修を取りやめた男性１名を除く52名を対象とした．

２．理科教育法のカリキュラムデザイン
表２は，2014年度と2015年度の理科教育法のカリ
キュラムデザインを示したものである．本研究の対象
となった大学では，理科教育法を２コマに分け，１コ
マで25名程度の学生が受講する形式であった．
第１回は，前学期の授業で学習した小学校理科の学
習指導要領の内容を確認したり，ICTに触れる活動を
行ったりした．ICTは，小学校で導入が進んでいる書
画カメラ，および，一人一台タブレット環境を想定し
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たタブレット端末を用意し，体験させた．タブレット
では，理科のデジタル教科書や NHK for School（http://

www.nhk.or.jp/school/）のデジタルコンテンツを視聴さ
せた．この後，これらの ICT活用の利点，欠点など
を議論させた．
第２回は，ICTを活用していない理科の授業と，

ICTを活用した理科の授業を視聴させた後，ICTを活
用すると効果的な場面について議論させた．さらに，
学習指導案の書き方について講義した．
第３回は，小学校理科の事故防止や安全指導，評価
規準の講義を行った後，学習指導案の作成に取り組ま
せた．第４回から，受講者全員に模擬授業を実施させ
た．模擬授業の条件は，１）一人20～30分，２）学
年や単元は好きなところを自由に選択，３）数分でも
良いので，実際に ICTを活用する場面を行うことと
した．ただし，2014年度は教員役の ICT活用を必須と
した．このため，教員のみが ICTを活用する「A　一
斉学習」は72.2％と７割以上の実施が認められた．し
かし，教員のみならず，児童も ICTを活用する「B　個
別学習（6.9％）」と「C　協働学習（20.8％）」の模擬
授業を行う学生が少なかった．そこで2015年度は，
教員役と児童役の ICT活用を必須とした（表３）．
模擬授業の学習指導案の提出は模擬授業の実施２週
間前と設定し，模擬授業の実施１週間前に学習指導案
のフィードバック，および，必要な実験道具と ICT

環境について確認と準備を行った．

３．調査方法
チェックリスト（全18問，４件法）（表１）を，第
１回の授業の冒頭と第15回の授業後に実施した．
2014年度の事前調査は2014年10月２日，事後調査は

2015年１月22日に実施した．2015年度の事前調査は
2015年10月１日，事後調査は2016年１月28日に実施
した．

ICT活用指導力に対する自己効力感のアンケート調
査（全５問，５件法）は本研究独自で開発し，両年度
とも第15回の授業後に実施した．

４．分析方法
2014年度と2015年度の理科教育法は，ICT活用を必
須とする条件が異なったため，回答結果に差異が生じ
ると予想される．そのため，チェックリストの回答結
果は，2014年度と2015年度の年度比較と，事前事後
の２要因の比較分析が求められる．そこで，回答結果
を２要因分散分析（対応あり）で比較分析した．
理科教育法の事後のみに実施した ICT活用指導力
に対する自己効力感のアンケート結果もまた，2014
年度と2015年度の年度による差異を明らかにするこ
とが求められる．そこで，t検定（対応なし）を実施
して両年度の差異を分析した．さらに，各項目におい
て，全体的に肯定的，あるいは否定的な回答傾向であ
るかどうかを分析するために，中央値３を母平均とす
る母平均の検定（t検定）を行った．
なお，検定では p値に着目した有意差の有無だけで
なく，効果量に着目することも重視されている（水
元・竹内，2008）．そこで本研究では，Cohen（1998；
1992），Field（2005），Tabachnick and Fidell（2006）
を基に作成された水本・竹内（2008）の効果量の目

表２　理科教育法のカリキュラムデザイン 表３　ICTを活用した指導方法（文部科学省，2014）の分
類に基づく模擬授業の実施数

※数値は延べ数．割合は合計数を母数として算出．
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安（1）を参考に，効果量の値にも着目した．

５．結果と考察
a．ICTを活用した模擬授業について
文部科学省（2014）は，ICTを活用した授業場面に
ついて，一斉学習（１場面），個別学習（５場面），協
働学習（４場面）に類型化している（表３）．本研究
で実施された模擬授業（図１～３）を分類した結果，
2014年度は「A　一斉学習」が51件（71.8％），「B　
個別学習」が５件（7.0％），「C　協働学習」が15件
（21.1％）であった．一方，2015年度は「A　一斉学
習」が52件（33.8％），「B　個別学習」が36件（23.4％），
「C　協働学習」が66件（42.9％）であった（表３）．
2014年度よりも2015年度の方が「B　個別学習」と

「C　協働学習」の割合が大きかった理由として，
2015年度は，教員役と児童役の ICT活用を必須にし
たことが考えられる．
b．チェックリスト
表４，５は，2014年度と2015年度の事前事後におけ
るチェックリストの回答結果について，分散分析を
行った結果を示した表である．有効回答数は，欠損値
を除いて2014年度は34名，2015年度は41名の回答を
もとに算出した．
結果，「B　授業中に ICTを活用して指導する能力」
の「B-3　わかりやすく説明したり，児童の思考や理
解を深めたりするために，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（F(1, 73)
＝5.96, p＜ .01, η2＝ .05）」のみ交互作用が有意で，小
さい効果量が認められた．この項目は，多重比較の結
果，事前では2014年度の平均値の方が高かったが
（2014年度：M＝2.59，2015年度：M＝2.34, p＜ .05, 
r＝ .24），事後の時点で年度間に有意差は認められな
かった．
また，D-3と D-4の項目を除いて，標本内（事前と
事後）に有意差が認められた．先行研究で長年の課題
になっていた「C　児童の ICT活用を指導する能力」
に着目すると，2014年度は C-4のみに事後に向上が認
められたが，2015年度は全ての項目において，事前
よりも事後のほうが，有意に平均値が大きいことが分
かった．この知見から，「C　児童の ICT活用を指導
する能力」を高めるためには，教員役と児童役の両方
の学生に，ICTを活用した模擬授業を実施させること
が有効であると考えられる．

なお，「D　情報モラルなどを指導する能力」の結
果について考察すると，D-3と D-4は元々の改善目的
ではなかったため，有意差が認められなかったと考え
られる．一方，「D-1　児童が発信する情報や情報社会

図１　A　一斉学習：教員役が教材を提示する場面の例（A1）

図３　C　協働学習：児童役が実験の様子を撮影し，意見整
理する場面の例（C2）

図２　B　個別学習：児童役がコンピュータで調査活動をす
る場面の例（B2）
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での行動に責任を持ち，相手のことを考えた情報のや
りとりができるように指導する」の意識が2014年度
のみに事後に向上した．この理由は，模擬授業で教員
の ICT活用を必須としたことで，一斉学習で教員役
が ICTを活用して説明する場面が増えたことと関係
しているかもしれない．特に，導入時に ICTを活用
してめあてを説明する場面が多かったが，これにより，
児童役がめあてをしっかり理解し，情報収集や相手の
立場を考えた他者との情報のやり取りが適切に行える
ことを体験的に理解したために，D-1の意識が高まっ
たのではないかと考える．他方，「D-2　児童が情報社
会の一員と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」の意識が
2015年度のみに事後に向上した．この理由として，
教員と児童の ICT活用を必須としたことにより，児
童役として ICTを活用しながら，ルールやマナーを
守って情報収集するような協働学習を体験したり，教
員役として，このような協働学習を実施したりする模
擬授業が増えたためと予想する．教員と児童の ICT

活用を必須化しても，D-1の意識を高められるように
することが課題である．
c．ICT活用指導力に対する自己効力感

ICT活用指導力に対する自己効力感を調査するため

表４　教員の ICT活用指導力チェックリストの回答結果（年度比較：分散分析）

※単純主効果の検討と多重比較の欄には，５％水準未満で有意差が認められたものを示す．η2は効果量． * p＜ .05; ** p＜ .01

表５　教員の ICT活用指導力チェックリストの回答結果（年
度比較：単純主効果の検討と多重比較）

※ rは効果量． * p＜ .05; ** p＜ .01
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に，「１．ICTを活用した模擬授業を実践すれば，本
時のめあてをより達成できるような授業展開ができ
る」など５項目（５件法）を問うた（表６）．2014年
度と2015年度のそれぞれについて，回答結果の傾向
を分析するために，中央値３を母平均とする検定（t

検定）を行い，肯定と否定の傾向を分析した．さらに，
等分散性が不明瞭な両年度の回答結果の差異を分析
するために，Welchの t検定（対応なし）で比較分析
した．
まず，模擬授業で教員役の ICT活用を必須とした

2014年度について，中央値３を母平均とする検定を
行った結果，項目１（t(33)＝4.55, p＜ .01, r＝ .62），
４（t(33)＝7.89, p＜ .01, r＝ .81），５（t(33)＝7.06, 
p＜ .01, r＝ .78）で有意差と十分な効果量が認められ
た（1）．これらの平均値は，中央値３よりも有意に大き
いことが分かった（表６）．一方，教員役と児童役の
ICT活用を必須とした2015年度について，母平均の検
定を行った結果を見てみると，2014年度と同じ３項
目に加えて，項目３（t(41)＝6.88, p＜ .01, r＝ .74）に
も有意差と十分な効果量が認められた（1）．これら全て
において，平均値が中央値３よりも有意に大きいこと
が分かった．
次に，各項目の年度比較（Welchの t検定（対応な

し））の結果，「３．ICTを活用した模擬授業を課せら
れれば，小学校理科の ICTを活用した指導事例につ
いて調べるようになる（t(63)＝2.73, p＜ .05, r＝ .33）」

に有意差と中程度の効果量が認められ，2015年度の
平均値（3.80）の方が2014年度の平均値（3.26）より
も大きいことが分かった．
以上の結果から，ICTを活用した模擬授業について，
教員役の ICT活用を必須にしたり，あるいは，教員
役と児童役の ICT活用を必須としたりしても，「本時
のめあてをより達成できるような授業展開ができる」，
「他者の模擬授業を見れば，これまで知らなかった

ICTを活用した指導法について知ることができる」，
「ICTを活用した小学校理科の模擬授業を実践すれば，
他の教科においても ICTを活用した指導が計画でき
る」という学生の意識が高まることが分かった．しか
しながら，「小学校理科の ICTを活用した指導事例に
ついて調べるようになる」という意識については，教
員役と児童役の ICT活用を必須とした模擬授業の方
が高まることが分かった．
本研究では，小学校理科の授業に ICTを活用すると，
実体験が難しい内容をイメージし易くなり，ICT活用
による教育効果が得られやすいことから，小学校の理
科教育法に着目した．上述の知見から，教員養成系大
学の学部生の多くは，ICTを活用した小学校理科の模
擬授業を実践すれば，他教科においても ICTを活用
した指導が計画できるという認識であった．他教科で
も ICT活用した指導ができるようになるという効力
感が高まることは大切なことである．しかしながら，
理科における ICT活用の利点を，他教科では転用が

※各年度の t値は中央値３を母平均とする検定，年度比較の t値は t検定（対応なし）の結果を示す．rは効果量．
 * p＜ .05; ** p＜ .01

表６　ICT活用指導力に対する自己効力感の回答結果（年度比較）
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難しい点を認識できていないという可能性が考えられ
る．このことから，理科以外の教科においても ICT

を活用した模擬授業を実施し，教科の特性に応じた
ICT活用の効果を教員養成系大学の学部生に理解させ，
教科に応じた教員の ICT活用指導力を高めることが
求められる．

Ⅲ．研究２
１．対象
2014年度の理科教育法（教員役の ICT活用を必須
とした模擬授業）を受講した学生のうち，翌年度の４
年次に小学校の教育実習を体験した23名（男性13名，
女性10名）を対象とした．さらに，2015年度の理科
教育法（教員役と児童役の ICT活用を必須とした模
擬授業）を受講した学生のうち，翌年度の４年次に小
学校の教育実習を体験した20名（男性11名，女性９
名）を対象とした．

２．調査方法
研究１で実施したチェックリスト（文部科学省，
2007），および，「１．理科教育法における ICT活用
の模擬授業が教育実習の ICT活用に役立った」など，
理科教育法における ICT活用の模擬授業に対する認
識を問うアンケート調査（10項目，５件法）を実施
した．調査日は，2014年度の理科教育法を受講した
学生は2016年２月２日～同年２月５日，2015年度の
理科教育法を受講した学生は2017年１月23日～同年
３月24日であった．

３．分析方法
チェックリストの回答結果は，研究１の事前調査と
事後調査に加えて，教育実習後の３つの時点での平均
値の差異を明らかにするために，分散分析で比較した．
一方，理科教育法における ICT活用の模擬授業に対
する認識は，教育実習で ICTを活用した学生と ICT

を活用しなかった学生によって認識が異なると予想さ
れる．そこで，教育実習で ICTを活用した群（14名）
と ICTを活用しなかった群（14名）の正規性が不明
瞭な２群の回答結果の差異を明らかにするために，
Mann-Whitneyの U検定で比較分析した．
研究１と同様に，効果量の値にも着目した．

４．結果と考察
a．チェックリスト
表７，８は，事前，事後，教育実習後におけるチェッ
クリストの回答結果を示した表である．分散分析の結
果，11項目に有意差が認められたが，Bonferroniの多
重比較の結果，教育実習後との差が認められた項目は
A-1（F(2, 54)＝10.16, p＜ .01, η2＝ .50），B-2（F(2, 54)
＝8.55, p＜ .01, η2＝ .41），B-3（F(2, 54)＝4.87, p＜ .05, 
η2＝ .51），B-4（F(2, 54)＝9.78, p＜ .01, η2＝ .49），C-4
（F(2, 54) ＝ 13.33, p ＜ .01, η2 ＝ .49），D-1（F(2, 54) ＝
5.73, p＜ .01, η2＝ .56），E-1（F(2, 54)＝8.76, p＜ .01, 
η2＝ .49）の７項目で，十分な効果量が認められた（1）．
これら７項目のうち，事前よりも教育実習後の平均値
の方が高い項目が６項目であり，そのうち，「B　授
業中に ICTを活用して指導する能力」が３項目存在
していた．したがって，この能力は教育実習において，
より向上しやすい能力と予想される．特に，「B-3　わ
かりやすく説明したり，児童の思考や理解を深めたり
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」は，事前と事後の間に
有意な向上は認められなかったものの，事前と教育実
習後に有意な向上が認められたことから，教育実習に
おいて，より意識が高まったと思われる．
しかし，「C-4　児童が学習用ソフトやインターネッ
トなどを活用して，繰り返し学習したり練習したりし
て，知識の定着や技能の習熟を図れるように指導す
る」の１項目のみ，事後と比べて教育実習後の方が，
意識が低い結果であった．この結果は，教員養成系大
学の学部生が教育実習を体験したことで，児童の知識
定着や技能の習得を図るための ICT活用の指導に課
題を見つけた表れかもしれない．今後，C-4の意識が
下がった原因を追究する必要がある．
各教科の指導法で児童役の ICT活用を必須にする
場合は，児童役の学生が児童の実態を理解しながら
ICT活用を演じることが重要であるが，これは日頃か
ら児童と接する機会が乏しい学生にとって困難であろ
う．そこで，ICTを活用した模擬授業後に，教員役の
視点だけでなく，児童役の視点で児童の ICT活用の
在り方や改善点などの議論を行う機会を設けることに
よって，児童の ICT活用の実態を理解するきっかけ
となり，教育実習で児童の ICT活用の指導に難しさ
を感じるという意識が軽減するのではないかと期待
する．
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今後，ICTを活用した模擬授業で高めた「C　児童
の ICT活用を指導する能力」を，さらに教育実習で
高められるような支援が望まれる．
b．理科教育法における ICT活用の模擬授業に対する
認識
表９は，理科教育法における ICT活用の模擬授業
に対する認識を，教育実習で ICTを活用した群（14
名）と ICTを活用しなかった群（14名）の差異を明
らかにするために，U検定を用いて比較分析した結果
を示した表である．結果，「２．理科教育法における
ICT活用の模擬授業は，教育実習の ICT活用に必要で
ある（p＝ .039, p＜ .05, r＝ .44）（ICT活用なし：3.71，
ICT活用あり：4.36）」，「４．教育実習では ICT環境
が整っていなかったので，理科教育法における ICT

活用の模擬授業の経験は役に立たなかった（反転）
（p＝ .005, p＜ .01, r＝ .54）（ICT活用なし：2.64，ICT

活用あり：2.07）」，「５．教育実習では，ICTが教育
現場に普及していることを実感した（p＝ .031, p＜ .05, 
r＝ .43）（ICT活用なし：3.07，ICT活用あり：4.00）」
の３項目に有意差が認められ，中から大の効果量が認
められた（括弧内は平均値を示す）．項目４は反転項
目であり，教育実習で ICTを活用した群の方が，平

表７　教員の ICT活用指導力チェックリストの回答結果（事前・事後・教育実習後，
N＝28）

※多重比較の欄は５％水準未満で有意差が認められたものを示す．η2は効果量．
 * p＜ .05; ** p＜ .01

表８　教員の ICT活用指導力チェックリストの回答結果（事
前・事後・教育実習後，多重比較）

※ rは効果量． * p＜ .05; ** p＜ .01
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均値が有意に低いため，「役に立った」という意識が
高かったと解釈できる．そのため，有意差が認められ
た３項目は全て教育実習で ICTを活用した群の方が，
意識が高い項目であることが分かった．
これらの結果から，教育実習で実際に ICTを活用

した授業を行った学生にとって，理科教育法における
ICT活用の模擬授業の必要性が高く，かつ，模擬授業
の経験が役に立つという認識が強いことが示唆された．
2020年度から小学校学習指導要領（平成29年３月告
示）の実施が決まり，今後，教育現場に ICTの環境
整備が進むと予想される．そのため，教育実習で ICT

を活用した授業を実施する機会は，確実に増えていく
だろう．したがって，本研究の理科教育法のように，
各教科の指導法において教員と児童の両者の ICT活
用を取り入れた模擬授業を実践し，教職を目指す学生
が教育実習に赴く時，あるいは，教職に就く時に，
ICT活用指導力が高い状態にあるような支援を行うこ
とが求められる．

Ⅳ．まとめ
本研究では，教員養成系大学の教科の指導法の１つ
である理科教育法で，受講生全員が ICTを活用した
模擬授業を行い，教員の ICT活用指導力に着目した

分析を試みた．結果，次の知見が得られた．
・教員役の ICT活用を必須とした模擬授業（2014年
度）と，教員役と児童役の ICT活用を必須とした
模擬授業（2015年度）の両実践を比較した結果，
後者の方が「C　児童の ICT活用を指導する能力」
の意識が高まったため，C項目を高めるためには教
員役と児童役の ICT活用を必須にすることが望ま
しい（研究１）．
・教員役の ICT活用を必須，あるいは，教員役と児
童役の ICT活用を必須とした模擬授業に関わらず，
「本時のめあてをより達成できるような授業展開が
できる」，「他者の模擬授業を見れば，これまで知ら
なかった ICTを活用した指導法について知ること
ができる」，「ICTを活用した小学校理科の模擬授業
を実践すれば，他の教科においても ICTを活用し
た指導が計画できる」という学生の意識を高めるこ
とができる（研究１）．
・「小学校理科の ICTを活用した指導事例について調
べるようになる」の意識を高めるためには，教員役
と児童役の ICT活用を必須とした模擬授業の方が
効果的である（研究１）．
・教育実習後は「B　授業中に ICTを活用して指導す
る能力」の３項目が，模擬授業の実施前よりも意識

表９　理科教育法における ICT活用の模擬授業に対する認識の結果（教育実習の ICT活用有無による比較分析，U検定）

※ rは効果量． * p＜ .05; ** p＜ .01
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が高くなる可能性がある（研究２）．
・「C-4　児童が学習用ソフトやインターネットなどを
活用して，繰り返し学習したり練習したりして，知
識の定着や技能の習熟を図れるように指導する」は，
模擬授業の実施後よりも教育実習後の方が，意識が
低かったため，模擬授業後に児童の ICT活用に着
目した振り返りが求められる（研究２）．
・教育実習で実際に ICTを活用した授業を行った学
生にとって，ICT活用の模擬授業の必要性が高く，
かつ，模擬授業の経験が役に立つという認識が強い
（研究２）．
今後の課題として，小学校理科以外の教科の指導法
に着目することや，ICTを活用した模擬授業の実施後
に，児童役の視点で児童の ICT活用の在り方や改善点
などの議論を行う機会を設けることが，教育実習後の
「C　児童の ICT活用を指導する能力」に与える効果
を分析することが求められる．そして，どのような教
科・単元であれば転用が容易で，どのような教科・単
元であると転用が難しいかを明らかにすることが求め
られる．また，教員の ICT活用指導力の基準（チェッ
クリスト）の改善が公表されたことから（文部科学省，
2017d），改善版の尺度を用いた調査が必要である．

注
（1） 各効果量の指標の目安（小，中，大）について，rは
（.01, .30, .50），η2は（.01, .06, .14）とした．
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Proceedings of  Society for Information Technology & 

Teacher Education International Conference 2017, 

Chesapeake, VA: Association for the Advancement of  

Computing in Education (AACE), 1666–1673.
・Fujitani, S. et al. (2017): Expertise regarding Digital 

Equipment Use in Elementary Science Teacher-Training 

Course, Proceedings of  the Society for Information 

Technology and Teacher Education 2017, 2100–2104.
・北澤ほか２名（2016）：児童の ICT活用に関する授

業力向上を目指した「理科教育法」の授業デザイン
と評価，日本科学教育学会年会論文集，40, 365–366．
・北澤ほか２名（2015）：「理科教育法」における ICT
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