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ⅠⅠⅠⅠ．．．．デジタルデジタルデジタルデジタル教科書教科書教科書教科書のののの導入背景導入背景導入背景導入背景

♦♦♦♦ 教育部教育部教育部教育部のののの““““DTDTDTDT常用化推進方案常用化推進方案常用化推進方案常用化推進方案””””発表発表発表発表（（（（2007.3.72007.3.72007.3.72007.3.7））））

* * * * 2007200720072007----2011201120112011年年年年：：：：実験期間実験期間実験期間実験期間

* * * * 25252525種類種類種類種類ののののDTDTDTDT開発開発開発開発

* * * * 実験期間内実験期間内実験期間内実験期間内、、、、100100100100校校校校のののの研究学校研究学校研究学校研究学校によるによるによるによる実験実験実験実験

* * * * 2013201320132013年以後常用化推進年以後常用化推進年以後常用化推進年以後常用化推進

====���� DTDTDTDT開発開発開発開発、、、、教育環境構築教育環境構築教育環境構築教育環境構築、、、、法法法法・・・・制度改善制度改善制度改善制度改善、、、、影響及影響及影響及影響及びびびび効果性分析効果性分析効果性分析効果性分析、、、、

教員研修教員研修教員研修教員研修、、、、流通及流通及流通及流通及びびびび品質管理品質管理品質管理品質管理 等等等等、、、、6666領域領域領域領域、、、、16161616個個個個のののの政策課題政策課題政策課題政策課題をををを設定設定設定設定

♦♦♦♦ DTDTDTDTのののの導入準備導入準備導入準備導入準備
* * * * 2002200220022002----2006200620062006 ���� 基礎研究基礎研究基礎研究基礎研究

* * * * 2007200720072007----2011201120112011 ���� 実験的適用実験的適用実験的適用実験的適用
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ⅠⅠⅠⅠ．．．．デジタルデジタルデジタルデジタル教科書教科書教科書教科書のののの導入背景導入背景導入背景導入背景

1.1.1.1. DTDTDTDT導入導入導入導入のののの必要性必要性必要性必要性

1) 1) 1) 1) 教育教育教育教育のののの変化変化変化変化のののの要求要求要求要求

OECDOECDOECDOECD（（（（2004200420042004））））のののの評価評価評価評価：：：：

単純単純単純単純なななな暗記暗記暗記暗記によるによるによるによる修学能力修学能力修学能力修学能力はははは高高高高いがいがいがいが、、、、学習動機学習動機学習動機学習動機とととと高次元高次元高次元高次元のののの思考能力思考能力思考能力思考能力、、、、

情報解析能力情報解析能力情報解析能力情報解析能力はははは低低低低いいいい

①①①① 知識創造知識創造知識創造知識創造とととと創意的能力創意的能力創意的能力創意的能力のののの開発開発開発開発のののの必要性必要性必要性必要性がががが登場登場登場登場

②②②② 個人個人個人個人のののの教育的教育的教育的教育的ニーズにニーズにニーズにニーズに対応対応対応対応したしたしたしたCCCCustomized Educationustomized Educationustomized Educationustomized Educationのののの要求増加要求増加要求増加要求増加

③③③③ 自己主導的学習能力自己主導的学習能力自己主導的学習能力自己主導的学習能力のののの強化強化強化強化のののの要求要求要求要求

====���� 教育目標及教育目標及教育目標及教育目標及びびびび教育方法教育方法教育方法教育方法のののの変化変化変化変化

学習者及学習者及学習者及学習者及びびびび教師教師教師教師のののの役割変化役割変化役割変化役割変化
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ⅠⅠⅠⅠ．．．．デジタルデジタルデジタルデジタル教科書教科書教科書教科書のののの導入背景導入背景導入背景導入背景

2222．．．．導入導入導入導入のののの期待効果期待効果期待効果期待効果

①①①① 未来未来未来未来(u(u(u(u----LearningLearningLearningLearning時代時代時代時代))))のののの学習環境学習環境学習環境学習環境のののの準備準備準備準備：：：：

生徒生徒生徒生徒のののの積極的参与積極的参与積極的参与積極的参与とととと共有共有共有共有、、、、相互作用相互作用相互作用相互作用、、、、集団知性集団知性集団知性集団知性（（（（Collective Intelligence））））等等等等をををを強調強調強調強調

②②②② DTDTDTDTのののの持持持持つつつつ教育的価値及教育的価値及教育的価値及教育的価値及びびびび潜在力潜在力潜在力潜在力のののの向上向上向上向上：：：：

興味興味興味興味・・・・集中力増加集中力増加集中力増加集中力増加、、、、両方向学習両方向学習両方向学習両方向学習、、、、自己主導的学習促進自己主導的学習促進自己主導的学習促進自己主導的学習促進、、、、共同学習及共同学習及共同学習及共同学習及びびびび討論拡大討論拡大討論拡大討論拡大、、、、

能力別学習能力別学習能力別学習能力別学習、、、、病院学校病院学校病院学校病院学校、、、、在外韓国学校在外韓国学校在外韓国学校在外韓国学校などになどになどになどに教育機会提供教育機会提供教育機会提供教育機会提供

③③③③ 紙教材紙教材紙教材紙教材のののの限界限界限界限界のののの克服克服克服克服

④④④④ 国内国内国内国内eeee----LearningLearningLearningLearning産業育成産業育成産業育成産業育成にににに寄与寄与寄与寄与
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ⅡⅡⅡⅡ．．．．デジタルデジタルデジタルデジタル教科書教科書教科書教科書のののの概要概要概要概要

1.1.1.1. DTDTDTDTのののの定義定義定義定義

1) 1) 1) 1) 教育科学技術部教育科学技術部教育科学技術部教育科学技術部のののの定義定義定義定義（（（（2007200720072007））））

学校学校学校学校とととと家庭家庭家庭家庭でででで時間時間時間時間とととと空間空間空間空間のののの制限制限制限制限をなくしをなくしをなくしをなくし、、、、既存既存既存既存のののの教科書教科書教科書教科書、、、、参考書参考書参考書参考書、、、、問題集問題集問題集問題集、、、、

用語辞書用語辞書用語辞書用語辞書などのなどのなどのなどの内容内容内容内容をををを含含含含みながらみながらみながらみながら、、、、映像映像映像映像、、、、アニメーションアニメーションアニメーションアニメーション、、、、仮想現実仮想現実仮想現実仮想現実、、、、等等等等のののの

マルチメディアとマルチメディアとマルチメディアとマルチメディアと、、、、多様多様多様多様なななな総合作用機能総合作用機能総合作用機能総合作用機能とととと、、、、学習者学習者学習者学習者のののの特性特性特性特性とととと能力水準能力水準能力水準能力水準にににに合合合合

わせてわせてわせてわせて学習学習学習学習できるできるできるできる学生用学生用学生用学生用のののの主主主主なななな教材教材教材教材
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ⅡⅡⅡⅡ．．．．デジタルデジタルデジタルデジタル教科書教科書教科書教科書のののの概要概要概要概要

２２２２.... DTDTDTDTとととと紙教材紙教材紙教材紙教材のののの比較比較比較比較（（（（2009200920092009年度年度年度年度、、、、 教育情報化白書教育情報化白書教育情報化白書教育情報化白書））））

区分区分区分区分 デジタルデジタルデジタルデジタル教科書教科書教科書教科書 紙教材紙教材紙教材紙教材

学習場所学習場所学習場所学習場所 Online + Offline Offline

伝達媒体伝達媒体伝達媒体伝達媒体 多様なデジタル機器 印刷媒体

資料類型資料類型資料類型資料類型 マルチメディア資料 平面的、線形的資料

学習方法学習方法学習方法学習方法 学習者中心の自己主導的学習 教師中心の教授活動

総合作用総合作用総合作用総合作用 教師・学生・教科書間多方向交流 単方向の教授・学習活動が主流

教科連携教科連携教科連携教科連携 教科間連携学習 教科間関連資料の活用が困難

資料変換資料変換資料変換資料変換 早い変換 早い変換不能

能力別学習能力別学習能力別学習能力別学習 能力別学習の実現 一対多の学習
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ⅡⅡⅡⅡ．．．．デジタルデジタルデジタルデジタル教科書教科書教科書教科書のののの概要概要概要概要

3.3.3.3. DTDTDTDTのののの基本機能基本機能基本機能基本機能（（（（2007200720072007年度年度年度年度、、、、 教育情報化白書教育情報化白書教育情報化白書教育情報化白書））））

機能区分機能区分機能区分機能区分 細部機能細部機能細部機能細部機能 技術及技術及技術及技術及びびびび活用環境活用環境活用環境活用環境

学習学習学習学習のののの主主主主なななな
資料機能資料機能資料機能資料機能

教科書機能
既存教科書と同一の機能
（筆記、メモ、ノート、ブックマーク、めくる等）

学習支援学習支援学習支援学習支援・・・・
促進機能促進機能促進機能促進機能

マルチメディア
機能

マルチメディア資料の埋め込み・リンク
（イメージ、写真、映像、音声、アニメーション、３Dなど）

参考資料機能 自己主導的学習に必要な参考書、問題集提供

学習辞書機能 国語、英語、漢文、百科事典

資料検索機能 同一教科の他の学年、他教科のテキスト・マルチメディア資料

リンク機能
自己主導的学習に必要な多様な支援の連携
（個人教授型、シミュレーション型、ゲーム型、等）

学習管理学習管理学習管理学習管理・・・・
道具機能道具機能道具機能道具機能

学習機能管理 学習進み具合、能力診断、ポートフォリオ

評価道具 DT範囲の内・外評価道具連携、能力別学習資料提供

制作道具 学習者が自由に内容の編集（文字・絵・音楽・映像）

情報資源連携 厳選の国家知識DB連携 9

＜＜＜＜DTDTDTDTのののの基本構造基本構造基本構造基本構造＞＞＞＞
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ⅢⅢⅢⅢ．．．．デジタルデジタルデジタルデジタル教科書教科書教科書教科書のののの常用化計画常用化計画常用化計画常用化計画

区分区分区分区分 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011

小小小小５５５５ 開発開発開発開発 適用適用適用適用

小小小小6666 開発開発開発開発 適用適用適用適用

中中中中1111 開発開発開発開発 適用適用適用適用

高高高高1111 開発開発開発開発 適用適用適用適用

実験実験実験実験
学校数学校数学校数学校数

１4校
6校のu-learn
ing研究学校

含む

20校 20校 25校 100校

****対象教科対象教科対象教科対象教科

-小５・６：１０教科

（国語、道徳、社会、数学、科学、体育、音楽、美術、実科、英語）

-中１ ：３教科（数学、科学、英語）

-高１ ：２教科（数学、英語）
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ⅣⅣⅣⅣ．．．．デジタルデジタルデジタルデジタル教科書開発事業教科書開発事業教科書開発事業教科書開発事業（（（（出処出処出処出処：：：：２００９２００９２００９２００９年度年度年度年度 教育情報化白書教育情報化白書教育情報化白書教育情報化白書））））

1.1.1.1. 年度別主要推進内容年度別主要推進内容年度別主要推進内容年度別主要推進内容のののの概要概要概要概要

1) 20071) 20071) 20071) 2007年度年度年度年度

* * * * 小小小小５５５５年年年年のののの９９９９教科教科教科教科ののののPrototypePrototypePrototypePrototype開発開発開発開発

（（（（国語国語国語国語、、、、道徳道徳道徳道徳、、、、社会社会社会社会、、、、科学科学科学科学、、、、体育体育体育体育、、、、音楽音楽音楽音楽、、、、美術美術美術美術、、、、実科実科実科実科、、、、英語英語英語英語））））

----����標準化標準化標準化標準化、、、、研究学校研究学校研究学校研究学校のののの運営方案運営方案運営方案運営方案にににに対対対対するするするする政策研究推進政策研究推進政策研究推進政策研究推進

２２２２））））2008200820082008年度年度年度年度

* * * * 小小小小5555年年年年のののの６６６６教科教科教科教科：：：：国語国語国語国語、、、、社会社会社会社会、、、、数学数学数学数学、、、、科学科学科学科学、、、、音楽音楽音楽音楽、、、、英語英語英語英語

* * * * 小小小小６６６６年年年年のののの４４４４教科教科教科教科：：：：国語国語国語国語、、、、社会社会社会社会、、、、数学数学数学数学、、、、科学科学科学科学

* * * * WindowWindowWindowWindow及及及及びびびび公開公開公開公開SWSWSWSW基盤基盤基盤基盤ののののDT Platform(viewer)開発開発開発開発

* * * * DTDTDTDT実験学校実験学校実験学校実験学校20202020校校校校（（（（16161616市市市市・・・・道別各道別各道別各道別各１１１１校校校校（（（（ソウルとキョンギドはソウルとキョンギドはソウルとキョンギドはソウルとキョンギドは２２２２校校校校））））及及及及びびびび

病院学校病院学校病院学校病院学校、、、、盲学校含盲学校含盲学校含盲学校含むむむむ）、）、）、）、８１８１８１８１学級学級学級学級でででで運営運営運営運営

* * * * 効果性測定効果性測定効果性測定効果性測定、、、、費用分析費用分析費用分析費用分析、、、、教授学習方法教授学習方法教授学習方法教授学習方法などのなどのなどのなどのDTDTDTDTのののの政策研究遂行政策研究遂行政策研究遂行政策研究遂行
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ⅣⅣⅣⅣ．．．．デジタルデジタルデジタルデジタル教科書開発事業教科書開発事業教科書開発事業教科書開発事業（（（（出処出処出処出処：：：：２００９２００９２００９２００９年度年度年度年度 教育情報化白書教育情報化白書教育情報化白書教育情報化白書））））

３３３３））））2009200920092009年度年度年度年度

* * * * 小学校小学校小学校小学校でのでのでのでの英語能力別英語能力別英語能力別英語能力別DTDTDTDT開発推進開発推進開発推進開発推進：：：：

���� 4444水準水準水準水準にににに構成構成構成構成：：：： 学年学年学年学年でなくでなくでなくでなく能力別能力別能力別能力別でででで構成構成構成構成

* * * * 農漁村農漁村農漁村農漁村をををを中心中心中心中心にににに、、、、DTDTDTDT実験学校実験学校実験学校実験学校１１２１１２１１２１１２校校校校、、、、２６６２６６２６６２６６学級学級学級学級でででで運営運営運営運営

* * * * DTDTDTDTのののの使用性使用性使用性使用性のののの評価評価評価評価などのなどのなどのなどの政策研究政策研究政策研究政策研究がががが推進推進推進推進

* * * * WindowWindowWindowWindow、、、、LinuxLinuxLinuxLinuxなどなどなどなどOSOSOSOSにににに問問問問わずわずわずわず、、、、DTDTDTDTのののの活用可能活用可能活用可能活用可能ななななPlatformPlatformPlatformPlatform及及及及びびびび支援支援支援支援シスシスシスシス

テムのテムのテムのテムの機能改善事業機能改善事業機能改善事業機能改善事業をををを推進推進推進推進

４４４４））））教育環境教育環境教育環境教育環境

* * * * 実験学校実験学校実験学校実験学校にはにはにはには学級当学級当学級当学級当りりりり、、、、電子黒板電子黒板電子黒板電子黒板１１１１台台台台、、、、学生学生学生学生1111名名名名にタブレッドにタブレッドにタブレッドにタブレッドPC1PC1PC1PC1台台台台、、、、

充電器充電器充電器充電器、、、、無線無線無線無線ネットネットネットネット用用用用ののののAPAPAPAPなどをなどをなどをなどを支援支援支援支援

* * * * helphelphelphelp deskdeskdeskdesk（（（（Call CenterCall CenterCall CenterCall Center））））運営運営運営運営：：：： A/SA/SA/SA/S及及及及びびびび製品別製品別製品別製品別マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル制作制作制作制作
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２２２２.... DTDTDTDTコンテンツのコンテンツのコンテンツのコンテンツの開発現況開発現況開発現況開発現況

学校級学校級学校級学校級 学年学年学年学年 開発年度開発年度開発年度開発年度 開発教科開発教科開発教科開発教科 教科数教科数教科数教科数

小学小学小学小学 ４４４４ 2009 科学、社会（開発中：2010．３完了） 2222

５５５５ 2008 国語、社会、科学、数学、音楽、英語 6666

６６６６ 2008 国語、社会、科学、数学 4444

能力別能力別能力別能力別 2009 英語（能力別４種類） 4444

中学中学中学中学 １１１１ 2009 英語、科学（開発中2010．３完了） 2222

計計計計 18181818

ⅣⅣⅣⅣ．．．．デジタルデジタルデジタルデジタル教科書開発事業教科書開発事業教科書開発事業教科書開発事業（（（（出処出処出処出処：：：：２００９２００９２００９２００９年度年度年度年度 教育情報化白書教育情報化白書教育情報化白書教育情報化白書））））
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３３３３.... 政策研究政策研究政策研究政策研究のののの推進現況推進現況推進現況推進現況

推進年度推進年度推進年度推進年度 研究主題研究主題研究主題研究主題

2007200720072007

DTの標準化方案研究

教師の観点からみたDTへの期待効果

DT活用による学習者側面の効果性研究

DTの現場適用のための研究学校運営方案の研究

障害類型別DT開発方案研究

2008200820082008

DTの開発費用分析

DTの効果の測定研究

DT活用による授業上の相互作用の研究

DT活用における教授学習方法研究

DTの認定制度に関する研究

DT事業の活性化のための法・制度方案研究

DT活用が学生と教師の健康に及ばす影響分析

障害児教育用DTの使用容易性に関する評価指針開発研究

2009200920092009
DTのplatform使用容易性評価及びUIモデル開発

DTの流通・管理体系の研究
15

ⅣⅣⅣⅣ．．．．デジタルデジタルデジタルデジタル教科書開発事業教科書開発事業教科書開発事業教科書開発事業（（（（出処出処出処出処：：：：２００９２００９２００９２００９年度年度年度年度 教育情報化白書教育情報化白書教育情報化白書教育情報化白書））））

4.4.4.4. 政策政策政策政策のののの成果成果成果成果

1) 1) 1) 1) 学習効果性学習効果性学習効果性学習効果性のののの評価評価評価評価

▪▪▪▪ ““““DTDTDTDTのののの効果効果効果効果にににに関関関関するするするする研究研究研究研究（（（（2008200820082008）：）：）：）：ChungBukChungBukChungBukChungBuk大学大学大学大学、、、、 BeonBeonBeonBeon””””でででで、、、、

----DTDTDTDTがががが紙教材紙教材紙教材紙教材よりよりよりより学習能力学習能力学習能力学習能力がががが高高高高いいいい

----自己主導学習能力及自己主導学習能力及自己主導学習能力及自己主導学習能力及びびびび問題解決力問題解決力問題解決力問題解決力でででで、、、、紙教材紙教材紙教材紙教材よりよりよりより高高高高いいいい

----����DTDTDTDTへへへへ転換可能性転換可能性転換可能性転換可能性をををを示示示示すすすす

▪▪▪▪ DTDTDTDTのののの効効効効 研研研研究究究究でででで、、、、5555 のののの効効効効 検検検検 拠拠拠拠開開開開発発発発

①①①① 教教教教 検検検検

②②②② 学学学学 検検検検

③③③③ 教教教教

④④④④ 学学学学

⑤⑤⑤⑤ 断断断断
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ⅣⅣⅣⅣ．．．．デジタルデジタルデジタルデジタル教科書開発事業教科書開発事業教科書開発事業教科書開発事業（（（（出処出処出処出処：：：：２００９２００９２００９２００９年度年度年度年度 教育情報化白書教育情報化白書教育情報化白書教育情報化白書））））

4.4.4.4. 政策政策政策政策のののの成果成果成果成果

２２２２））））教授教授教授教授・・・・学習学習学習学習へのへのへのへの変化促進変化促進変化促進変化促進

▪“▪“▪“▪“DTDTDTDT活活活活 によるによるによるによる のののの のののの研研研研究究究究（（（（2008): JeonNam2008): JeonNam2008): JeonNam2008): JeonNam 学学学学, Ryu, Ryu, Ryu, Ryu””””でででで、、、、

----DTDTDTDT活活活活 ではではではでは、、、、 のののの とととと 発発発発がががが しししし、、、、

様様様様なななな学学学学 活活活活 のののの 供供供供がががが可可可可 とととと 価価価価

---- のののの活活活活 ・・・・共共共共 とととと 学学学学 がががが

---- のののの変変変変 ：：：：

教教教教 ：：：： 間間間間のののの減減減減 、、、、教教教教 学学学学 のののの活活活活 拡拡拡拡 、、、、

学学学学 活活活活 にににに対対対対するするするする 検検検検 びびびび管管管管 がががが可可可可

学学学学 ：：：：ネットネットネットネット のののの学学学学 のののの活活活活 でででで学学学学 共共共共 とととと参与参与参与参与 会会会会がががが増増増増加加加加、、、、

教教教教 よりよりよりより 学学学学 がががが
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ⅤⅤⅤⅤ．．．．今後今後今後今後のののの課題課題課題課題とととと推進方向推進方向推進方向推進方向

１１１１.... DTDTDTDTのののの導入過程導入過程導入過程導入過程のののの段階的推進段階的推進段階的推進段階的推進（（（（2013201320132013年以後年以後年以後年以後のののの常用化常用化常用化常用化のののの準備準備準備準備））））

**** 校長校長校長校長・・・・教員研修教員研修教員研修教員研修、、、、コンテンツやコンテンツやコンテンツやコンテンツや端末機端末機端末機端末機のののの妥当性妥当性妥当性妥当性、、、、効果性効果性効果性効果性などのなどのなどのなどの点検点検点検点検、、、、

****教育課程教育課程教育課程教育課程ににににDTDTDTDT関連教科関連教科関連教科関連教科のののの追加追加追加追加、、、、

****波及効果波及効果波及効果波及効果・・・・財政要件等財政要件等財政要件等財政要件等をををを考慮考慮考慮考慮しししし農山漁村地域農山漁村地域農山漁村地域農山漁村地域からからからから施行施行施行施行もももも検討検討検討検討

２２２２．．．．学習端末機学習端末機学習端末機学習端末機のののの活用活用活用活用のののの問題問題問題問題

****最適最適最適最適（（（（機能機能機能機能・・・・費用費用費用費用））））なななな端末機端末機端末機端末機のののの研究研究研究研究・・・・開発開発開発開発 ����NetBookNetBookNetBookNetBookもももも可能可能可能可能

****端末機開発協力団体構成端末機開発協力団体構成端末機開発協力団体構成端末機開発協力団体構成

３３３３．．．．コンテンツのコンテンツのコンテンツのコンテンツの質管理質管理質管理質管理のためののためののためののための努力努力努力努力

****民間民間民間民間のののの積極的参与支援積極的参与支援積極的参与支援積極的参与支援����教科部所有教科部所有教科部所有教科部所有のコンテンツのコンテンツのコンテンツのコンテンツ技術技術技術技術をををを公開公開公開公開����初期費用初期費用初期費用初期費用のののの節減節減節減節減

****標準化標準化標準化標準化（（（（コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ、、、、PlatformPlatformPlatformPlatform））））����PCPCPCPC、、、、OSOSOSOS、、、、Web browserWeb browserWeb browserWeb browserのののの種類種類種類種類のののの克服克服克服克服

****著作権負担解消著作権負担解消著作権負担解消著作権負担解消 ����DTDTDTDTにもにもにもにも、、、、紙教科書紙教科書紙教科書紙教科書とととと同一同一同一同一のののの‘‘‘‘教科用図書保証金基準教科用図書保証金基準教科用図書保証金基準教科用図書保証金基準’’’’適用適用適用適用
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ⅤⅤⅤⅤ．．．．今後今後今後今後のののの課題課題課題課題とととと推進方向推進方向推進方向推進方向

４４４４．．．．DTDTDTDTのののの活用活用活用活用によるによるによるによる学生学生学生学生・・・・教師教師教師教師のののの健康問題健康問題健康問題健康問題

* * * * 社会社会社会社会・・・・心理的問題心理的問題心理的問題心理的問題、、、、身体的問題身体的問題身体的問題身体的問題����DTDTDTDT固有固有固有固有のののの問題問題問題問題ではないがではないがではないがではないが契機提供契機提供契機提供契機提供

* * * * 論文論文論文論文：：：：‘‘‘‘DTDTDTDTのののの活用活用活用活用がががが学生学生学生学生・・・・教師教師教師教師のののの健康健康健康健康にににに及及及及ぼすぼすぼすぼす影響影響影響影響’’’’でででで、、、、

----電子波電子波電子波電子波はははは心配心配心配心配するするするする数値数値数値数値ではなくではなくではなくではなく、、、、目目目目とととと筋肉筋肉筋肉筋肉へのへのへのへの害害害害はははは紙教材紙教材紙教材紙教材とととと同一同一同一同一

----1111年年年年6666ヶヶヶヶ月間月間月間月間でのでのでのでの比較比較比較比較でよりでよりでよりでより長長長長くなるとーーくなるとーーくなるとーーくなるとーー>>>>続続続続けてけてけてけて観察及観察及観察及観察及びびびび実験必要実験必要実験必要実験必要

５５５５．．．．主要政策間主要政策間主要政策間主要政策間のののの連携連携連携連携によるによるによるによるSynergySynergySynergySynergy効果効果効果効果のののの創造創造創造創造

* * * * 英語教育英語教育英語教育英語教育のののの強化強化強化強化、、、、私教育費私教育費私教育費私教育費のののの軽減軽減軽減軽減とのとのとのとの連携連携連携連携をををを通通通通じたじたじたじた強化強化強化強化のののの拡大拡大拡大拡大

* * * * DTDTDTDTのののの検認定体制検認定体制検認定体制検認定体制へへへへ改編改編改編改編

****‘‘‘‘初等能力別英語初等能力別英語初等能力別英語初等能力別英語’’’’DTDTDTDTをををを検認検認検認検認をををを経経経経てててて正規正規正規正規・・・・放課後教育活動放課後教育活動放課後教育活動放課後教育活動にににに普及普及普及普及・・・・活用活用活用活用

* * * * 田園学校田園学校田園学校田園学校などなどなどなど、、、、多様多様多様多様なななな形態形態形態形態のののの先端学校環境先端学校環境先端学校環境先端学校環境ででででDTDTDTDTのののの活用活用活用活用をををを支援支援支援支援

* * * * グリーングリーングリーングリーン成長成長成長成長とととと公開公開公開公開SWSWSWSWのののの活性化政策活性化政策活性化政策活性化政策とととと連携連携連携連携

最先端の未来学校。
2009.7導入。現在110校。
2012年度まで300校へ
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Ⅵ Ⅵ Ⅵ Ⅵ ．．．．関連論文及関連論文及関連論文及関連論文及びびびび報告書報告書報告書報告書

♦♦♦♦ 2009200920092009 KERISKERISKERISKERIS 告告告告 （（（（2009.72009.72009.72009.7））））

““““DTDTDTDTによるによるによるによる健康健康健康健康研研研研究 告究 告究 告究 告 ””””

♦♦♦♦ 2010201020102010 KERISKERISKERISKERIS研研研研究 告究 告究 告究 告 （（（（2010.42010.42010.42010.4））））

““““DTDTDTDTにににに 可可可可 ななななUCRUCRUCRUCR教教教教 活 開活 開活 開活 開発発発発 －－－－UCRUCRUCRUCRロボットロボットロボットロボット 画画画画－－－－””””

----����教教教教科科科科 としてとしてとしてとして 辞辞辞辞 とともにとともにとともにとともにUCRUCRUCRUCR 加加加加

****UCR（（（（User Creation Robot : ロボットロボットロボットロボット））））

♦♦♦♦ 2010.2010.2010.2010.２２２２．．．．KERISKERISKERISKERIS 、、、、教教教教 研研研研 開開開開発発発発
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参考資料参考資料参考資料参考資料

♦♦♦♦ 2007200720072007年度年度年度年度 教育情報化白書教育情報化白書教育情報化白書教育情報化白書。。。。KERISKERISKERISKERIS報告書報告書報告書報告書（（（（2008.42008.42008.42008.4））））

♦♦♦♦ DTDTDTDTのののの効果性研究効果性研究効果性研究効果性研究。。。。KERISKERISKERISKERIS報告書報告書報告書報告書（（（（2008200820082008））））

♦♦♦♦ 2010.2010.2010.2010.２２２２．．．．教員研修資料開発教員研修資料開発教員研修資料開発教員研修資料開発。。。。KERISKERISKERISKERIS

♦♦♦♦ 2009200920092009年度年度年度年度 教育情報化白書教育情報化白書教育情報化白書教育情報化白書。。。。KERISKERISKERISKERIS研究報告書研究報告書研究報告書研究報告書（（（（2010.42010.42010.42010.4））））

♦♦♦♦ 2010DT2010DT2010DT2010DT知識知識知識知識セミナーセミナーセミナーセミナー

----DTDTDTDT効果性測定方法効果性測定方法効果性測定方法効果性測定方法のののの再考及再考及再考及再考及びびびび縦断的方向探索縦断的方向探索縦断的方向探索縦断的方向探索‐‐‐‐。。。。（（（（2010.7.232010.7.232010.7.232010.7.23））））

♦♦♦♦教育科学技術部指定教育科学技術部指定教育科学技術部指定教育科学技術部指定デジタルデジタルデジタルデジタル教科書研究学校運営報告書教科書研究学校運営報告書教科書研究学校運営報告書教科書研究学校運営報告書（（（（2/22/22/22/2）。）。）。）。

InCheonInCheonInCheonInCheon DongMakDongMakDongMakDongMak小学校小学校小学校小学校。。。。2010.92010.92010.92010.9

♦♦♦♦ http//www.dtbook.krhttp//www.dtbook.krhttp//www.dtbook.krhttp//www.dtbook.kr

♦♦♦♦ http//www.keris.or.krhttp//www.keris.or.krhttp//www.keris.or.krhttp//www.keris.or.kr
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Affordance観点から
デジタル教科書の使用便宜性に

影響を及ぼす要因分析

KSET 25(3), 2009. 9/30,
pp.135-155

Hae-Deok Song(Chung-Ang Uni.)
Hyungjoo Park(Chung-Ang Uni.)
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要 約

• 目的目的目的目的
アフォーダンスのアフォーダンスのアフォーダンスのアフォーダンスの観点観点観点観点からからからから、、、、デジタルデジタルデジタルデジタル教科書教科書教科書教科書のどんなのどんなのどんなのどんな要因要因要因要因がががが学習活動学習活動学習活動学習活動をををを

促進促進促進促進しししし支援支援支援支援するのかをするのかをするのかをするのかを調査調査調査調査することすることすることすること

• 実験実験実験実験
小学小学小学小学５５５５年生年生年生年生、、、、１００１００１００１００名名名名をををを対象対象対象対象にににに数学数学数学数学４４４４こまのこまのこまのこまの授業後授業後授業後授業後、、、、アフォーダンスのアフォーダンスのアフォーダンスのアフォーダンスの側側側側
面面面面からからからから使用使用使用使用のののの便宜性便宜性便宜性便宜性をををを問問問問うううう２６２６２６２６問問問問をををを開発開発開発開発しししし、、、、アンケートアンケートアンケートアンケート調査調査調査調査

• 結果結果結果結果
１１１１））））デジタルデジタルデジタルデジタル教科書教科書教科書教科書のののの使用便宜性使用便宜性使用便宜性使用便宜性にににに影響影響影響影響をををを及及及及ぼすアフォーダンスぼすアフォーダンスぼすアフォーダンスぼすアフォーダンス要因要因要因要因をををを

４４４４つつつつ導出導出導出導出

－－－－→→→→ 相互作用的相互作用的相互作用的相互作用的マルチメディアマルチメディアマルチメディアマルチメディア、、、、インターフェースデザインインターフェースデザインインターフェースデザインインターフェースデザイン、、、、

認知的操作認知的操作認知的操作認知的操作、、、、物理的操作物理的操作物理的操作物理的操作

２２２２））））影響影響影響影響をををを及及及及ぼすぼすぼすぼす順順順順

－－－－→→→→ インターフェースデザインインターフェースデザインインターフェースデザインインターフェースデザイン、、、、相互作用的相互作用的相互作用的相互作用的マルチメディアマルチメディアマルチメディアマルチメディア、、、、

認知的操作認知的操作認知的操作認知的操作、、、、物理的操作物理的操作物理的操作物理的操作
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研究の目的及び手続き

• 目的目的目的目的

アフォーダンスのアフォーダンスのアフォーダンスのアフォーダンスの観点観点観点観点からからからから、、、、デジタルデジタルデジタルデジタル教科書教科書教科書教科書のののの便宜性便宜性便宜性便宜性にににに影影影影
響響響響をををを及及及及ぼすぼすぼすぼす要因要因要因要因をををを探索探索探索探索することすることすることすること

• 手続手続手続手続きききき

①①①①使用使用使用使用のののの便宜性及便宜性及便宜性及便宜性及びアフォーダンスにびアフォーダンスにびアフォーダンスにびアフォーダンスに関関関関するするするする先行研究考察先行研究考察先行研究考察先行研究考察

②②②②使用使用使用使用のののの便宜性便宜性便宜性便宜性をををを問問問問うううう、、、、アンケートアンケートアンケートアンケート調査調査調査調査のののの項目項目項目項目((((２６２６２６２６問問問問))))開発開発開発開発

③③③③アンケートアンケートアンケートアンケート調査実施調査実施調査実施調査実施

④④④④調査調査調査調査のののの結果結果結果結果をををを持持持持ってってってって、、、、要因分析要因分析要因分析要因分析（（（（４４４４つのつのつのつの要因導出要因導出要因導出要因導出））））

⑤⑤⑤⑤影響力影響力影響力影響力のののの大大大大きさをきさをきさをきさを調調調調べべべべ、、、、影響力影響力影響力影響力をををを論議論議論議論議
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5

研 究 方 法
1.1.1.1.研究対象研究対象研究対象研究対象

****小学小学小学小学５５５５年生年生年生年生、、、、１００１００１００１００名名名名（（（（3333個個個個のクラスのクラスのクラスのクラス））））をををを対象対象対象対象
****DTDTDTDT使用経歴使用経歴使用経歴使用経歴 ���� 6666ヶヶヶヶ月月月月～～～～1111年年年年6666ヶヶヶヶ月月月月（（（（DTDTDTDTにににに熟達熟達熟達熟達））））
****数学数学数学数学４４４４こまのこまのこまのこまの授業後授業後授業後授業後、、、、アンケートアンケートアンケートアンケート調査調査調査調査
****学習内容学習内容学習内容学習内容 ���� ‘‘‘‘図形図形図形図形のののの対象対象対象対象’’’’

2.2.2.2.アンケートアンケートアンケートアンケート道具道具道具道具のののの開発手続開発手続開発手続開発手続きききき
①①①①Hartson（（（（2003））））ののののHCI設計設計設計設計にににに適用適用適用適用したしたしたした類型別類型別類型別類型別アフォーダンスアフォーダンスアフォーダンスアフォーダンス概念概念概念概念をををを使用使用使用使用

▪▪▪▪ 認知的認知的認知的認知的、、、、感覚的感覚的感覚的感覚的、、、、物理的側面物理的側面物理的側面物理的側面からアフォーダンスのからアフォーダンスのからアフォーダンスのからアフォーダンスの類型分類類型分類類型分類類型分類
▪▪▪▪ 具体的具体的具体的具体的なななな測定項目測定項目測定項目測定項目のののの提示提示提示提示はないはないはないはない

②②②②Hartsonのののの類型類型類型類型からよりからよりからよりからより詳細詳細詳細詳細なななな項目項目項目項目をををを開発開発開発開発（（（（総総総総26262626項目項目項目項目））））
���� 認知的認知的認知的認知的：：：：8888項目項目項目項目、、、、感覚的感覚的感覚的感覚的：：：：10101010項目項目項目項目、、、、物理的物理的物理的物理的：：：：8888項目項目項目項目

③③③③教育工学専門人教育工学専門人教育工学専門人教育工学専門人にににに依頼依頼依頼依頼しししし、、、、項目項目項目項目のののの妥当性検査妥当性検査妥当性検査妥当性検査
④④④④小学小学小学小学5555年生年生年生年生にににに表現表現表現表現のののの検討検討検討検討

３３３３....分析方法分析方法分析方法分析方法
要因分析実施要因分析実施要因分析実施要因分析実施
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研 究 結 果

1)1)1)1)アフォーダンスのアフォーダンスのアフォーダンスのアフォーダンスの観点観点観点観点からからからからDTDTDTDTのののの使用便宜性使用便宜性使用便宜性使用便宜性にににに影響影響影響影響をををを及及及及ぼすぼすぼすぼす主要要因主要要因主要要因主要要因
====���� 4444つのつのつのつの要因導出要因導出要因導出要因導出

①①①①相互作用的相互作用的相互作用的相互作用的マルチメディアマルチメディアマルチメディアマルチメディア
����音音音音、、、、音質音質音質音質、、、、他人他人他人他人へへへへ配慮配慮配慮配慮、、、、相互作用道具相互作用道具相互作用道具相互作用道具・・・・技法技法技法技法・・・・様式様式様式様式・・・・操作操作操作操作のののの便宜性便宜性便宜性便宜性にににに

関連要因関連要因関連要因関連要因
②②②②インターフェースデザインインターフェースデザインインターフェースデザインインターフェースデザイン

����ボタン・メニュのボタン・メニュのボタン・メニュのボタン・メニュの検索容易性検索容易性検索容易性検索容易性、、、、学習目標学習目標学習目標学習目標にににに合合合合うううう内容構成内容構成内容構成内容構成、、、、配置配置配置配置のののの適切性適切性適切性適切性にににに
関連関連関連関連するするするする要因要因要因要因

③③③③認知的操作認知的操作認知的操作認知的操作
����入力方法案内入力方法案内入力方法案内入力方法案内、、、、長期記憶支援装置長期記憶支援装置長期記憶支援装置長期記憶支援装置のののの提供提供提供提供、、、、能力別学習可能能力別学習可能能力別学習可能能力別学習可能、、、、注意集中支援注意集中支援注意集中支援注意集中支援

機能機能機能機能やややや表現表現表現表現のののの提示提示提示提示にににに関連関連関連関連
④④④④ 物理的操作物理的操作物理的操作物理的操作

����学習学習学習学習スタートのスタートのスタートのスタートの容易容易容易容易、、、、表現表現表現表現のののの容易容易容易容易、、、、オンラインオンラインオンラインオンライン活動活動活動活動にかかるにかかるにかかるにかかる時間時間時間時間、、、、操作操作操作操作のののの容容容容
易性易性易性易性、、、、などになどになどになどに関連関連関連関連

2)2)2)2) DTDTDTDTのののの使用便宜性使用便宜性使用便宜性使用便宜性にににに影響影響影響影響をををを及及及及ぼすぼすぼすぼす順順順順
インターフェースデザインインターフェースデザインインターフェースデザインインターフェースデザイン ���� 相互作用的相互作用的相互作用的相互作用的マルチメディアマルチメディアマルチメディアマルチメディア ���� 認知的操作認知的操作認知的操作認知的操作
���� 物理的操作物理的操作物理的操作物理的操作
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考 察

1.1.1.1.導出導出導出導出したアフォーダンスしたアフォーダンスしたアフォーダンスしたアフォーダンス類型類型類型類型についてについてについてについて
**** HartsonHartsonHartsonHartsonのののの類型類型類型類型とととと本研究本研究本研究本研究でででで導出導出導出導出したしたしたした類型類型類型類型のののの差差差差：：：：

HHHH：：：： 認知的操作認知的操作認知的操作認知的操作、、、、感覚的感覚的感覚的感覚的、、、、物理的操作物理的操作物理的操作物理的操作

本本本本：：：： 相互作用的相互作用的相互作用的相互作用的マルチメディアマルチメディアマルチメディアマルチメディア、、、、インターフェースデザインインターフェースデザインインターフェースデザインインターフェースデザイン、、、、認知的操作認知的操作認知的操作認知的操作、、、、

物理的操作物理的操作物理的操作物理的操作

物理物理物理物理・・・・感覚的感覚的感覚的感覚的 ���� 相互作用的相互作用的相互作用的相互作用的マルチメディアマルチメディアマルチメディアマルチメディア

認知認知認知認知・・・・感覚的感覚的感覚的感覚的 ���� インターフェースデザインインターフェースデザインインターフェースデザインインターフェースデザイン

----����感覚的感覚的感覚的感覚的アフォーダンスはアフォーダンスはアフォーダンスはアフォーダンスは自自自自らららら独立的独立的独立的独立的にににに存在存在存在存在せずせずせずせず、、、、他他他他のののの類型類型類型類型とととと共共共共にににに知覚知覚知覚知覚

するというするというするというするという先行研究先行研究先行研究先行研究もありもありもありもあり（（（（McGrenereMcGrenereMcGrenereMcGrenere & Ho, 2000& Ho, 2000& Ho, 2000& Ho, 2000））））
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考 察

２２２２．．．．インターフェースデザインのインターフェースデザインのインターフェースデザインのインターフェースデザインの重要性重要性重要性重要性についてについてについてについて
▪▪▪▪ 使用使用使用使用のののの便宜性便宜性便宜性便宜性にににに最最最最もももも影響影響影響影響がががが大大大大きいきいきいきい

▪▪▪▪ メニューメニューメニューメニュー構造構造構造構造、、、、ボタンとメニューのボタンとメニューのボタンとメニューのボタンとメニューの正確正確正確正確なななな表現表現表現表現、、、、可読性可読性可読性可読性、、、、配置配置配置配置のののの適切性適切性適切性適切性

などについてのよりなどについてのよりなどについてのよりなどについてのより深深深深いいいい研究研究研究研究がががが必要必要必要必要

▪▪▪▪ 今後今後今後今後、、、、メニューやメニューやメニューやメニューや学習道具学習道具学習道具学習道具をををを指定指定指定指定してしてしてして提示提示提示提示するよりするよりするよりするより、、、、学習者学習者学習者学習者がががが位置位置位置位置やややや形態形態形態形態をををを

選択選択選択選択できできできでき、、、、類似類似類似類似メニューなどはメニューなどはメニューなどはメニューなどは近接配置近接配置近接配置近接配置

▪▪▪▪ メニューのメニューのメニューのメニューの下位機能下位機能下位機能下位機能はははは、、、、概念的概念的概念的概念的にににに区別区別区別区別しやすいしやすいしやすいしやすい‘‘‘‘概念模型概念模型概念模型概念模型’’’’でででで設設設設計計計計

３３３３．．．．物理的要因物理的要因物理的要因物理的要因についてについてについてについて
▪▪▪▪ 不安定不安定不安定不安定なペンなペンなペンなペン入力機能入力機能入力機能入力機能でででで物理的操作物理的操作物理的操作物理的操作のののの不便不便不便不便

----����タブレットタブレットタブレットタブレットPCPCPCPCのののの特性特性特性特性をををを考慮考慮考慮考慮したしたしたした設計設計設計設計がががが必要必要必要必要

▪▪▪▪ 今後今後今後今後、、、、学習者中心学習者中心学習者中心学習者中心のののの操作操作操作操作のののの便宜性便宜性便宜性便宜性にににに関関関関するアフォーダンスするアフォーダンスするアフォーダンスするアフォーダンス要因要因要因要因のののの究明必要究明必要究明必要究明必要
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デジタル教科書のプラットフォー
ムの使用性評価道具の開発

及びその評価

KSET 25(4), 2009. 12/30,

pp.125-155

Cheolil Lim(ソウル大学)外3人
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要要要要 約約約約

• 目的目的目的目的
DTDTDTDTのプラットフォームののプラットフォームののプラットフォームののプラットフォームの使用性使用性使用性使用性をををを評価評価評価評価するするするする道具道具道具道具をををを開発開発開発開発しししし、、、、既存既存既存既存のプラットのプラットのプラットのプラット
フォームのフォームのフォームのフォームの問題点問題点問題点問題点をををを明明明明らかにすることらかにすることらかにすることらかにすること

• 結果結果結果結果
１１１１））））インターフェースのインターフェースのインターフェースのインターフェースの使用性使用性使用性使用性はははは高高高高いいいい評価評価評価評価

２２２２））））教授教授教授教授‐‐‐‐学習支援学習支援学習支援学習支援のののの使用使用使用使用についてはについてはについてはについては低低低低いいいい評価評価評価評価

３３３３））））教員教員教員教員・・・・学生学生学生学生、、、、アンケートアンケートアンケートアンケート調査調査調査調査、、、、インタビューインタビューインタビューインタビュー、、、、観察調査観察調査観察調査観察調査

���� 同一同一同一同一なななな結果結果結果結果

４４４４））））示唆点示唆点示唆点示唆点：：：：

****教員教員教員教員のののの効果的学習活動管理及効果的学習活動管理及効果的学習活動管理及効果的学習活動管理及びびびび相互作用相互作用相互作用相互作用などをなどをなどをなどを支援支援支援支援するするするする方向方向方向方向へへへへ

改善改善改善改善すべきすべきすべきすべき

****学習能率学習能率学習能率学習能率にににに影響影響影響影響をををを及及及及ぼすぼすぼすぼす技術的安定性技術的安定性技術的安定性技術的安定性もももも解決解決解決解決すべきことすべきことすべきことすべきこと
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6

目的及び研究問題

• 目的目的目的目的
DTDTDTDTのプラットフォームのプラットフォームのプラットフォームのプラットフォーム（（（（Platform:PF））））のののの使用性使用性使用性使用性をををを評価評価評価評価するするするする道具道具道具道具をををを開発開発開発開発

しししし、、、、既存既存既存既存ののののPFのののの問題点問題点問題点問題点をををを明明明明らかにしながららかにしながららかにしながららかにしながら、、、、今後今後今後今後ののののDTDTDTDTPFのののの改善方向改善方向改善方向改善方向をををを

探索探索探索探索することすることすることすること

• 研究問題研究問題研究問題研究問題
1111））））DTDTDTDTPFのののの使用性使用性使用性使用性をををを評価評価評価評価するするするする道具道具道具道具はどのようにはどのようにはどのようにはどのように構成構成構成構成しているのかしているのかしているのかしているのか？？？？

====����評価項目開発評価項目開発評価項目開発評価項目開発

2)DT2)DT2)DT2)DTPFにににに対対対対するするするする使用者使用者使用者使用者（（（（教員教員教員教員・・・・生徒生徒生徒生徒））））のののの反応反応反応反応はどうなのかはどうなのかはどうなのかはどうなのか？？？？

=����評価道具評価道具評価道具評価道具のののの評価評価評価評価

3））））今後今後今後今後ののののDTPFのののの改善方向改善方向改善方向改善方向はははは？？？？
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評価道具の開発手続き

文献調査文献調査文献調査文献調査
使用環境使用環境使用環境使用環境

分析分析分析分析
専門家諮問専門家諮問専門家諮問専門家諮問 評価領域及評価領域及評価領域及評価領域及びびびび項目導出項目導出項目導出項目導出

（（（（3333領域領域領域領域、、、、教員教員教員教員15151515・・・・生徒生徒生徒生徒19191919項目項目項目項目））））

DelphiDelphiDelphiDelphi調査調査調査調査（（（（2222回回回回））））
（（（（専門家専門家専門家専門家6666人人人人、、、、開発専門家開発専門家開発専門家開発専門家1111人人人人、、、、

プロジェクトマネージャプロジェクトマネージャプロジェクトマネージャプロジェクトマネージャ1111人人人人））））

現場現場現場現場でのでのでのでの事前検討事前検討事前検討事前検討
（（（（教員教員教員教員・・・・生徒生徒生徒生徒インタビューインタビューインタビューインタビュー））））

妥当性検討妥当性検討妥当性検討妥当性検討
（（（（インターフェースインターフェースインターフェースインターフェース、、、、教授学習支援教授学習支援教授学習支援教授学習支援、、、、技術的安定性技術的安定性技術的安定性技術的安定性））））

****アンケートアンケートアンケートアンケート調査調査調査調査（（（（生徒用生徒用生徒用生徒用65656565問問問問、、、、教員用教員用教員用教員用76767676問問問問））））
****インタビューインタビューインタビューインタビュー、、、、観察調査観察調査観察調査観察調査

DTPFDTPFDTPFDTPFのののの使用性評価使用性評価使用性評価使用性評価
アンケートアンケートアンケートアンケート、、、、インタビューインタビューインタビューインタビュー、、、、観察調査観察調査観察調査観察調査

（（（（生徒生徒生徒生徒324324324324名名名名、、、、教員教員教員教員30303030名名名名））））
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評評評評 価価価価 項項項項 目目目目((((第第第第1111次次次次))))

領域領域領域領域 下位要素下位要素下位要素下位要素 細部項目細部項目細部項目細部項目（（（（学生学生学生学生）））） 細部項目細部項目細部項目細部項目（（（（教員教員教員教員））））

イン
ター
フェー
ス

•使用者の期待 •機能性
•インターフェースの容易
性

•操作の容易性
•インターフェースの容易性

•使用者の統制 •検索支援
•学習道具追加
•削除の容易性

•検索の容易性
•学習道具追加削除の容易性
•学習内容及び課程の再構成

教授・
学習
支援

•教授・学習支援 •学習支援
•能力別支援
•自律学習支援
•学習統制
•ヘルプ支援
•認知的道具支援

•教授支援
•学習者能力別講義支援
•学習者現況記録及び管理
•学習者の学習統制

•相互作用 •グループ活動支援 •グループ活動支援

•使用者支援及び
普遍的接近性

•学習者特性別支援
•ヘルプ機能提供

•学習者特性に合う授業支援

技術
的安
定性

•互換性 •個人的PCで作動 •個人的PCで作動

•耐久性 •授業中エラー
•Loading時間機能
•ペン・メモ等の作動
•問題解決の速度

•機能の間違い・維持及び補修
プログラム
•反応・転送速度
•接近統制、保安機能の適切
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評 価 結 果

1)1)1)1)アンケートアンケートアンケートアンケート調査調査調査調査のののの結果結果結果結果

****学生学生学生学生（（（（324324324324名名名名）：）：）：）：使用者期待使用者期待使用者期待使用者期待 ���� 使用者統制使用者統制使用者統制使用者統制 ���� 使用者支援及使用者支援及使用者支援及使用者支援及びびびび普遍的接近性普遍的接近性普遍的接近性普遍的接近性、、、、

相互作用相互作用相互作用相互作用 ���� 学習支援学習支援学習支援学習支援 ���� 技術的安定性技術的安定性技術的安定性技術的安定性

****教員教員教員教員（（（（30303030名名名名）：）：）：）：使用者期待使用者期待使用者期待使用者期待はははは最高最高最高最高、、、、授業支援授業支援授業支援授業支援はははは最低最低最低最低

（（（（インターフェースはインターフェースはインターフェースはインターフェースは肯定的評価肯定的評価肯定的評価肯定的評価、、、、授業授業授業授業のののの支援支援支援支援とととと技術的安定性技術的安定性技術的安定性技術的安定性にはにはにはには否定的否定的否定的否定的））））

2)2)2)2) インタービューインタービューインタービューインタービュー結果結果結果結果
****生徒生徒生徒生徒(25(25(25(25名名名名))))：：：：技術的安定性技術的安定性技術的安定性技術的安定性のののの問題問題問題問題がががが最最最最もももも大大大大きいきいきいきい

（（（（ログインログインログインログイン及及及及びびびび機能機能機能機能のののの実行実行実行実行、、、、ノートノートノートノート作成作成作成作成・・・・貯蔵貯蔵貯蔵貯蔵・・・・伝送伝送伝送伝送））））
改善要求事項改善要求事項改善要求事項改善要求事項：：：：教授教授教授教授----学習支援学習支援学習支援学習支援、、、、インターフェースインターフェースインターフェースインターフェース、、、、技術的安定性技術的安定性技術的安定性技術的安定性

****教員教員教員教員（（（（16161616名名名名）：）：）：）：教授教授教授教授‐‐‐‐学習支援学習支援学習支援学習支援のののの問題問題問題問題がががが最最最最もももも大大大大きいきいきいきい
（（（（学習活動管理学習活動管理学習活動管理学習活動管理、、、、メモメモメモメモ機能機能機能機能のののの授業妨害授業妨害授業妨害授業妨害、、、、クラスクラスクラスクラス別学習進行情報別学習進行情報別学習進行情報別学習進行情報のののの習得習得習得習得））））

改善要求事項改善要求事項改善要求事項改善要求事項：：：：教授教授教授教授----学習支援学習支援学習支援学習支援、、、、インターフェースインターフェースインターフェースインターフェース順順順順

３３３３））））観察結果観察結果観察結果観察結果
****2222つのつのつのつの学校学校学校学校でのでのでのでの国語授業国語授業国語授業国語授業をををを観察観察観察観察：：：：機能機能機能機能のののの使用状況使用状況使用状況使用状況、、、、エラーにエラーにエラーにエラーに関関関関するするするする記録記録記録記録
****機能機能機能機能ボタンのボタンのボタンのボタンの配置配置配置配置がががが非効率的非効率的非効率的非効率的 ���� マウスのマウスのマウスのマウスの移動距離移動距離移動距離移動距離がががが多多多多いいいい、、、、問題作成空欄不足問題作成空欄不足問題作成空欄不足問題作成空欄不足、、、、
****使用頻度使用頻度使用頻度使用頻度のののの高高高高いいいい機能機能機能機能：：：： ノートノートノートノート機能機能機能機能、、、、ネットでのネットでのネットでのネットでの資料検索資料検索資料検索資料検索、、、、ウィンドウのウィンドウのウィンドウのウィンドウの変換変換変換変換キーキーキーキー、、、、
****授業中活用頻度授業中活用頻度授業中活用頻度授業中活用頻度のののの高高高高いいいい機能機能機能機能のののの使用使用使用使用がががが不便不便不便不便
****資料資料資料資料のののの提示提示提示提示やページのやページのやページのやページの移動移動移動移動にににに時間時間時間時間がかかるがかかるがかかるがかかる ���� 授業授業授業授業にににに集中集中集中集中をををを妨害妨害妨害妨害
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考 察

1.1.1.1.評価道具評価道具評価道具評価道具((((項目項目項目項目))))についてについてについてについて
****他他他他のののの研究研究研究研究ではではではでは、、、、インターフェースインターフェースインターフェースインターフェース（（（（接近性接近性接近性接近性、、、、統制性統制性統制性統制性））））とととと機能機能機能機能((((耐久性耐久性耐久性耐久性、、、、互換性互換性互換性互換性））））にににに注目注目注目注目
****本研究本研究本研究本研究ではではではでは、、、、教授教授教授教授‐‐‐‐学習支援学習支援学習支援学習支援のののの側面側面側面側面をををを詳細詳細詳細詳細にににに分析可能分析可能分析可能分析可能
���� 学習者統制学習者統制学習者統制学習者統制、、、、個別化学習個別化学習個別化学習個別化学習、、、、教師教師教師教師とととと学生間学生間学生間学生間のののの相互作用相互作用相互作用相互作用、、、、ヘルプヘルプヘルプヘルプ支援等支援等支援等支援等
���� 授業授業授業授業のののの特性特性特性特性のののの反映反映反映反映にににに焦点焦点焦点焦点をををを置置置置くくくく

****機能別評価機能別評価機能別評価機能別評価によってプラットフォームのによってプラットフォームのによってプラットフォームのによってプラットフォームの改善方向改善方向改善方向改善方向がよりがよりがよりがより明明明明らかにらかにらかにらかに提示可能提示可能提示可能提示可能

2.2.2.2.使用性使用性使用性使用性のののの評価結果評価結果評価結果評価結果についてについてについてについて
****インターフェースのインターフェースのインターフェースのインターフェースの評価評価評価評価はははは高高高高いいいい（（（（ボタンとメニューのボタンとメニューのボタンとメニューのボタンとメニューの機能理解機能理解機能理解機能理解とととと便宜性便宜性便宜性便宜性））））
****教員教員教員教員とととと学生学生学生学生のののの個別的特性個別的特性個別的特性個別的特性のののの反映反映反映反映はははは弱弱弱弱いいいい

（（（（例例例例：：：：あなたがよくあなたがよくあなたがよくあなたがよく使使使使うううう機能機能機能機能だけをだけをだけをだけを表示表示表示表示するするするする機能機能機能機能はあるのかはあるのかはあるのかはあるのか？）？）？）？）
���� 多様多様多様多様なななな学習者学習者学習者学習者のののの要求要求要求要求をををを反映反映反映反映するするするする方向方向方向方向へへへへ開発開発開発開発すべきすべきすべきすべき

****教授教授教授教授‐‐‐‐学習支援学習支援学習支援学習支援にににに対対対対するするするする問題問題問題問題がもっともがもっともがもっともがもっとも多多多多いいいい
****今後今後今後今後、、、、教授教授教授教授‐‐‐‐学習支援学習支援学習支援学習支援にににに焦点焦点焦点焦点をををを合合合合せてせてせてせて、、、、効果的授業効果的授業効果的授業効果的授業をををを支援支援支援支援
���� 学生学生学生学生のののの要求要求要求要求：：：： 外部外部外部外部コンテンツとのコンテンツとのコンテンツとのコンテンツとの統合統合統合統合、、、、豊富豊富豊富豊富なコンテンツなコンテンツなコンテンツなコンテンツ支援支援支援支援、、、、辞書機能辞書機能辞書機能辞書機能、、、、

ネットメモのロックネットメモのロックネットメモのロックネットメモのロック機能機能機能機能、、、、ヘルプヘルプヘルプヘルプ機能機能機能機能
���� 教師教師教師教師のののの要求要求要求要求：：：： 学習状況学習状況学習状況学習状況モニターモニターモニターモニター機能機能機能機能、、、、学習者学習者学習者学習者のののの成就度管理機能成就度管理機能成就度管理機能成就度管理機能、、、、

eeee----ポートフォリオポートフォリオポートフォリオポートフォリオ機能機能機能機能のののの追加必要追加必要追加必要追加必要
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考 察

３３３３....今後今後今後今後のののの改善方向改善方向改善方向改善方向

DTDTDTDTのののの特性特性特性特性をををを反映反映反映反映したしたしたしたPTPTPTPT設計設計設計設計

1111））））教授教授教授教授‐‐‐‐学習支援機能学習支援機能学習支援機能学習支援機能のののの強化強化強化強化

����教師教師教師教師とととと生徒生徒生徒生徒のののの資料共有資料共有資料共有資料共有、、、、コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション、、、、学習資料学習資料学習資料学習資料とととと活用活用活用活用のののの使用便宜性使用便宜性使用便宜性使用便宜性、、、、

����学習者管理機能学習者管理機能学習者管理機能学習者管理機能、、、、能力別学習支援能力別学習支援能力別学習支援能力別学習支援、、、、外部外部外部外部コンテンツとのコンテンツとのコンテンツとのコンテンツとの統合統合統合統合

2222））））技術的安定性技術的安定性技術的安定性技術的安定性のののの強化強化強化強化

����ログインログインログインログイン、、、、エラーによるエラーによるエラーによるエラーによる再起動再起動再起動再起動、、、、不安定不安定不安定不安定なノートセーブなノートセーブなノートセーブなノートセーブ及及及及びびびび伝送機能伝送機能伝送機能伝送機能

----����授業時間授業時間授業時間授業時間のののの非効率的非効率的非効率的非効率的、、、、生徒生徒生徒生徒とととと教師教師教師教師のののの学習意欲低下学習意欲低下学習意欲低下学習意欲低下にににに繋繋繋繋がるがるがるがる

====���� DTPFDTPFDTPFDTPFのののの使用性使用性使用性使用性はははは、、、、教員教員教員教員のののの教授活動教授活動教授活動教授活動とととと生徒生徒生徒生徒のののの学習活動学習活動学習活動学習活動をどれぐらいよくをどれぐらいよくをどれぐらいよくをどれぐらいよく

支援支援支援支援するのによってするのによってするのによってするのによって、、、、そのそのそのその評価評価評価評価がががが決決決決まるまるまるまる
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