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［清教学園中・高等学校 情報科教諭・ ICT コーディネータ］  

小中高における情報教育カリキュラムと実践方法の研究および情報機器を用い

た効果的な学校教育環境の構築，運営方法の研究。モバイル端末を用いた教育環

境の研究  

 

 

学校法人日産学園自動車大学校専任教員，立命館中高等学校情報科常勤講師を経

て現在清教学園中高等学校情報科教諭， ICT コーディネータ  

日本教育工学会，日本情報科教育学会，大阪私学教育情報化研究会，東海スクー

ルネット研究会  

 

 

要  約  

 

研究領域  

 中高等学校における教育活動に情報機器が活用され多くの学校でコンピュータが使

われている。当校も全教職員に PC を貸与し，すべての教室にプロジェクタを設置する

等インフラ整備を進め，各教室でのパソコンを使った教材提示や，全教室でのビデオ・

オン・デマンド動画教材の配信などを行った。  

 また今年度から教員貸与機として Macbook を配布。MacOS を活用した教材の作成

や授業提示に活用を始めた。  

 さらに，モバイル端末（iPod touch）とノートパソコン（Macbook）を活用したテス

ト環境を構築。既存の紙ベースのテストと電子デバイスを用いた試験環境との特性に

着目しつつ「デジタルテスト」環境について導入研究・実践を行っている。  

 

経歴  

所属学会  
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Ⅰ．はじめに 

   

筆者のバックグラウンド 

 当初は自動車工学および自動車整備技術を

学ぶ整備専門学校の教員として勤務。自動車

電子制御などの講義を担当しながら，CAI 教

材や学内ネットワーク（イントラネット），イ

ンターネットサーバーを構築。学内のシステ

ム管理を担当。 同時に，K12 インターネッ

トと教育研究協議会，東海スクールネット研

究協議会等で K12（幼稚園から小中高等学校）

の情報活用教育について研究。  

 その後，私立中高等学校で情報科教員とし

て勤務。教科「情報 A」および「理系情報（C

言語プログラミング」授業を担当。同時に，

文部科学省指定のスーパーサイエンスコース

において，美術科教員とともに「スーパーサ

イエンス芸術」と称し多教科が連携する教科

構築に取り組んだ。この教科では，プロダク

トデザイン手法を授業に取り入れ，思考整理

法と３次元画像作成ソフトを使ったデザイン

支援法，最終プレゼンテーションとプロモー

ションビデオの作成などを情報科である筆者

が中心に担当。具体的なデザインとモデリン

グ，陶芸等を美術科教員が中心になって複数

の教科担当で作り出す授業に携わった。  

 また，8 年ほど前から毎夏ネパールを訪れ

教育支援に取り組んでいる。  

 日本の子どもたちから，鉛筆やノート等家

庭に眠っている文房具を集めて，ネパールの

学校を訪問。子どもたちに直接文房具を手渡

し，その様子を日本の子どもたちに伝え，「顔

の見える交流活動」を行っている。  

 このように，人と人をつなげる支援媒介と

してのコンピュータやネットワークを活用し

た教育活動を行ってきた。  

 

Ⅱ．清教学園中高等学校の ICT 環境 

 

(1) 清教学園の概要  

 現在筆者が勤務する清教学園は大阪府南部，

河内長野市に位置する。  

清教学園は，今から約 60 年前，大阪府南

部でキリスト教の教会学校にかよう生徒が中

心となって設立運動を起こし，生まれた学校

である。文武両道と情操教育を基盤としつつ，

近年は進学指導にも力をいれ，現在高等学校

は学年 10 クラス，中学 5 クラスで約 2000 名，

全生徒が大学もしくは専門学校へ進学する中

高一貫校となっている。  

また内 1 クラスは私立大学との連携コース

で大学での学びを視野に「探求科」を中心に

学びが展開されている。  

 

(2) 清教学園の ICT 環境 

 当校では早くから ICT を生かした教育活

動に取り組んでいる。  

・ 全教職員に PC を貸与 

・ 中高全ての教室にプロジェクタ天吊設置  

・ 中高全教室に情報コンセント設置  

・ 英語科全教員に iPod を貸与。ラジカセ全

廃。全ての教室にアンプ，スピーカを設

置。  

 

1) iPod の活用  

 英語リスニング音源を教室で提示するため

に貸与。全ての英語科教員が活用している。  

当初はリスニング音源再生だけであったが，

iPod のモデルチェンジによって iPod から画

像がプロジェクタで映写できるようになり，

写真や動画などビジュアルに訴える教材提示

をする為の端末として活用している。  

また近年はビデオクリップの入手，作成が

容易になり動画提示もするようになってきた。 

パソコンではなく，授業者が手にもったま

ま教材を提示しつつ授業をすすめることがで

き，授業テンポを崩すことなく授業を進める

ことができる。  

 

2)付随施設  

 このように iPod を活用するため，各教室

には拡声アンプとスピーカを教室に設置し，

良い音で教室全体にリスニング用音声が提示

出来るようにしている。  

また映像を提示できるよう各教室にはプロジ

ェクタを天吊設置している。可搬型プロジェ

クタにした場合，教員にとっては授業と授業

の間 10 分の休憩時間しか準備時間がなく，

その間にプロジェクタを持って移動し配線，

位置調整などを行うのは不可能に近く授業中
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に準備をすることになってしまい授業に支障

がでる。当校では，全教室でプロジェクタを

天吊設置。DVD プレイヤーも教室設置し教員

はコンテンツだけを携帯して授業が行えるよ

うになっている。  

 

3)ビデオ・オン・デマンドシステム  

 今年度より各教室の情報コンセントとプロ

ジェクタを利用して，サーバーに蓄積された

動画教材を各教室からリモコン操作によりユ

ニキャスト通信によってビデオ・オン・デマ

ンドで教材提示出来るシステムを設置した。  

またマルチキャスト通信により，全教室に

一方的に動画を配信することができ，講堂等

に集まることなく生中継で連絡事項伝達を行

ったりひとつの教室で行っている授業を全て

の教室に配信するなど活用している。  

 

4)情報環境管理体制  

 このような機器類の設計構築，メンテナン

ス，ヘルプデスク機能を学内におくことが必

要になってくる。当校では ICT サポートチー

ムを設置。  

 ICT サポートチームとして，ICT コーディ

ネーター2 名（専任教員）と ICT サポート（非

常勤職員）1 名で，システム設計，導入，管

理，各種相談対応を行っている。  

 

Ⅲ.MacOS と iPod の活用  

 

(1) モバイル端末  

 近年，携帯電話，携帯ゲーム機，携帯音楽

プレーヤーなど多くのモバイル機器が普及し，

携帯ゲーム機は非常に多くの生徒が保有して

いる状態となっている。  

 このようなモバイル端末を Figure 1 のよ

うに  大人—子ども軸とゲーム性—実用性軸

で整理してみると，特性を理解しやすい。  

 ここで Apple 社の iPod touch や iPhone は

図のほぼ中心付近に位置すると考えることが

でき，バランスよく活用できるデバイスであ

ると考えることができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. 

 

(2) iPod touch 

 月々の通信費用が掛からない iPod touch

を活用する方が学校で使用する特性上親和性

が高い。ここで iPod touch の特徴を上げると， 

・ 大きな液晶画面  

・ タッチコントロールによるユーザーイン

ターフェース  

・ Wifi にてネットワークに接続が可能  

・ Youtube，ブラウザにて情報アクセス  

・ 多くのアプリケーションが利用可能  

・ 静止画，動画をコンポジット出力可能  

という特徴がある。  

 この iPod touch を授業に活用することに

よって，よりテンポよく，生徒に訴えかける

授業を行うことができる。  

 

(3) 教員による iPod touch の活用  

 前述のように iPod touch は音声出力はも

ちろん，動画や静止画も出力することができ

る。ただし静止画はスライドショーとして動

画でのみ出力できる。  

 この機能を利用して，英語教材にでてくる

話題に関係する動画を提示するなどビデオの

活用ができる。  

 以下に当校の教員が活用している内容を示

す。  

・中 1 英語 教科書本文に出る話題（海外の

料理レシピ）を Youtube の動画から提示。 

・中 1 英語 Podcast を活用して動画提示  

・中１社会 地理便覧の補助として写真や動

画の提示，Keynote（プレゼンテーション

ソフト）で作成したスライドアニメーショ

ンを動画として提示。  

・中２英語 NHK 英語教育アニメーション

（チャロ）の動画を提示。生徒がセリフを
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リップシンクロしながら発音練習をおこな

う。  

・高２生物 実験動画や教材動画を提示  

 

Ⅳ．モバイル環境を活用したテスト環境  

 

 前述のモバイル環境 (iPod touch)を用いて，

テスト問題を配信し，生徒が問題を解き自動

的に正誤判断をする環境を導入した。  

 

(1) テスト実施環境  

 iPod touch を無線 LAN で接続し Web ブラ

ウザを利用してテスト環境を提供するソフト

ウェア Starquiz（uptown 社）  

http://uptown.jp/product/cosmicsoft/starquiz3/  

を活用してモバイルテスト環境を構築した。  

 

(2) 基本システム 

以下の方法でテストを行うことができる。  

1) MacOS もしくは Windows にインストール

された Starquiz で問題を作成。サーバーへ

問題をおくる。  

2)生徒が iPod touchのブラウザから問題を保

存しているサーバーへアクセス。  

3) iPod touch に問題が表示され，ボタンで選

択肢を選んだり，文字入力することにより

問題に答える。  

4)生徒が終了ボタンを押すことにより解答を

サーバーへ送信  

5)サーバー側で自動的に解答（正誤判断）を

して正誤と得点を iPod touch に表示  

6)教員は全員の解答内容と得点一覧を手元の

コンピュータで閲覧する  

という流れである。  

 

(3) 出題形式  

 Starquiz では，多肢択一問題・多肢複数選

択問題・正誤問題・組合せ問題・空所補充問

題などが行える。通常のテスト問題形式でコ

ンピュータ判断ができる。  

 また記述問題など自由記述問題はコンピュ

ータで入力したのち，人間が読み取って点数

入力を行う。  

 したがって，大学入試センター試験のよう

な問題は得意分野といえる。  

 

(4) 利点 

1)解答作業時間の削減  

 まず大きな利点としては，自動的に採点さ

れるため教員が採点する労力を削減すること

ができる。もちろん択一式問題やスペリング，

数字，文字入力解答など機械が判定できる問

題だけであるが，教員が機械的に行う解答作

業に費やす時間を節約することができる。  

2)自宅でもドリル的活用が可能  

 問題をインターネットからアクセス出来る

サーバーに置けば，自宅からでもテスト問題

を解くことが出来，ドリル的に使用すること

が可能。実際にはブラウザ上でのテストであ

るため，自宅では iPod touch などを利用しな

くても広く普及している PC を活用すること

ができる。  

3)テスト結果をデジタル結果として保存  

 テスト採点結果をサーバー側で自動採点し，

結果をデジタルデータで保存，グラフ化する

ため，従来のテストのように採点後の入力作

業が必要ない。  

 

(5) Starquiz と紙媒体テストとの違い 

 前述のように，多忙な教員には小テストの

採点作業の削減は大きなメリットの一つであ

るが，テスト出題内容でも従来の紙ベースの

テストとは大きく異なる特性がある。  

 

1)カラー映像を用いたテスト  

 写真やグラフ，図など，通常の白黒印刷テ

ストでは出題出来ない様な図表を使ったテス

トができる。  

2)動画を用いたテスト  

 このデバイスを用いると紙ベースでは絶対

に出来ないテストが実施可能。例えば理科の

実験の様子のビデオを見てから答える問題や，

ヘッドフォンで音声と動画のついたビデオで

スキットを見てから答える問題などが出題可

能。特に英語の学びなどでは，音声リスニン

グだけでなくビデオで状況描写や表情など，

ノンバーバルコミュニケーション部分を含め

た出題で，英語初学者のファーストステップ

幅を小さくすることができると考えられる。  

3)すぐに自分の解答と正答が確認できる。  

http://uptown.jp/product/cosmicsoft/starquiz3/
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 解答し終了直後に採点され，間違った問題

は正解が直ぐに表示されるので，自分の間違

いを迅速に確認できる。  

 

(6) 運用システムの工夫  

1)テスト端末の立ち上がりの速さ  

 iPod touch を利用することにより，端末は

ほぼ瞬時に立ち上がり，パソコンのように端

末の動作を待つ必要がない。このため授業終

了前の短時間に確認テスト等に活用ができる。 

2) Wifi 環境の提供  

iPod touch は Wifi（無線 LAN）でネット

ワークに接続する必要があるが，無線 LAN

アクセスポイントを教室に設置するのはコス

トや設定工数などがかかり大変である。  

このため，MacOS X の標準機能である  

インターネット共有（無線 LAN access point

提供機能）を用いて，ノートタイプパソコン

の Macbook1 台で iPod touch50 台をネット

ワーク接続する無線 LAN アクセスポイント

を構築することができる。  

3)問題提示方法の工夫  

出題時は，前述の通り Starquiz で問題を作

成し，サーバーへ問題ファイルを送ることに

なるが，生徒が解答する時はブラウザで URL

を入力して問題を解くことになる。  

毎回生徒に問題番号（URL）入力させると，

無駄な時間がかかり，テスト以外の操作間違

いを誘発してしまうことになる。この為  

Web 共有（ webserver 機能）を使って，

Macbook 自体を Webserver にし問題提供を

行う。問題作成する教員は，問題ファイル

（html ファイル）を Macbook 内でドラッグ

アンドドロップするだけでネットワーク上へ

問題をセットすることができる。  

 無線 LAN アクセスポイントの通信帯域が

気になる所だが大きな動画ファイルを使わな

ければ問題無いレベルで使用できている。  

 

(7) 生徒の反応  

 中学 3 年生クラス 45 人に初めて iPod 

touch を配布し，物理問題を出して解答させ

てみたところ，初めて操作した生徒がほとん

どであったが，問題なく操作をすることがで

き，自分でピンチ操作（拡大縮小）やソフト

ウェアキーボード入力の方法を体得した。デ

ジタルネイティブ世代の能力だろうか。  

 ただし，物理テストであったため，始めに，

aΧ2 を aX^2 と入力するなどの特殊な入力

方法だけは指導してからテストに入った。  

 生徒からは，特に操作が難しいからテスト

に集中出来ないなどの声は聞かれなかった。  

 また高校 2 年生のクラスでは，自習時間に

このシステムを持ち込み，練習問題として活

用したが，生徒からは非常に好評で  

・テスト前に自宅でやりたい  

・このような端末を一人 1 台持って他のリス

ニング学主等にも使いたい  

という感想を得た。  

 今回のような自習時間に有効活用する事も

できる。  

 

(8) モバイル端末意識調査  

 高等学校のあるクラスで調査したところ，

音楽プレイヤーの保有率は 85％程であり，携

帯電話を音楽プレイヤーとして活用している

生徒を含めるとほぼ 100％の生徒がモバイル

端末を活用して音楽を聞いている。  

 また，そのようなモバイル端末を利用して

英語のリスニング教材を聞いているか問うと

80％程度の生徒が通学時間などを利用して

聞いている実態がわかった。  

 このように学校外での学びに対して効果的

な教材提示と効果的な到達度チェックを行う

ような学習プログラム（教材）も必要である

と考えられる。  

 

Ⅴ．まとめ 

 

 これまで述べたように，単にモバイル機器

のみを導入したからといって，効果的な活用

をすることは難しい。教材提示をする教室環

境および開発環境，そして効果的な教材のト

ライアングルがバランスしてこそ効果的な活

用が出来ると考えられる。  

 加えて今回はモバイル環境など ICT 機器

を活用することで，提示，自学習，評価とい

うサイクルを回すことができる環境構築およ

びトライアルを行ってきた。  

 教員には多くの業務が積み重なってきてい
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る中  

・簡便かつ効果的な教材開発が出来ること  

・授業開始時の準備に手間取らないこと  

・日々の評価テストの業務量の低減  

を図りながら，学習者にとって有効な学習環

境の提供し，電子テストの特性を生かして  

・学習履歴のデータ化  

・自宅での自学習活用  

も出来る環境を生かすことで学力向上の一助

になる活用を目指し，引き続き実践研究をお

こなっていきたい。  


