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１．総論

　⑴　研究の目的
　平成20年における学習指導要領の改訂により，学
校現場においても，情報教育や教科指導におけるICT

（Information and Communication Technology）の活
用が求められている。文部科学省も平成22年10月「教
育の情報化に関する手引き」を作成し，その導入を積
極的に勧めているが，全国の学校現場においても，活
用の報告がいまだ十分されてきているとは言えないよ
うに思われる。
　本研究は，福島大学附属中学校（以下，附属中とす
る）においてICTを活用した授業の現状と，活用の在
り方について検討し，それによって今後の方向性や可
能性を策定するための基本資料とすることを目的とす
るものである。
　上記「手引き」には，詳細かつ具体的例示なども挙
げられ，それを教育の現場としてフォローすることも
考えられるが，できる限り，附属中の周辺地域と環境
に対応した特徴や授業者の独創的発想も加えた附属中
独自のものを追求したいと考えている。
　また，本研究を通じて現時点における状況を整理し
考察した結果は，教育環境を整えるための指針にもな
ると考えられる。本校において，福島県における教育
の実践・研究のパイロット校として，また大学の附属
校として，魅力的で有効なモデルを示し，ICT活用の
ロードマップの作成にも通じる本研究の意義は少なく
ないものと考える。
　とは言え，本校がICTの活用として行なってきた研

究，実践も，まだ不十分な状態であり，ほとんどその
緒に就いたにすぎないと言っていいだろう。その一方
で，待ったなしの社会の要求に答えて，各教員はそれ
ぞれの授業で情報機器の積極的な使用を模索している。

　ここで紹介する本校教員のある面，ゼロからのス
タートの取り組みは，今後の見通しも含め，周辺の地
域の学校園にとっても，この種の研究と実践のための，
ひな形を提供することになるものであり，ひいては，
ICTの利活用によって，教育の現場における授業や指
導において，生徒の学びに，より豊かさがもたらされ
ることが期待されるものである。
　⑵　ICT活用の現状と背景
　教科指導においてICTを利用した教育の必要性は，

「目的」でも述べた「学習指導要領の改訂」や文部科
学省の「手引き」にのみ根拠を求めるのではなく，情
報化する社会に対応する教育の在り方から論じられる
べきものであり，むしろ学校教育において，なかなか
その積極的運用がなされてこなかったことが問われて
いるように思われる。その原因は，一つにそうした教
育の実施に対応できる環境，とりわけ設備が不十分で
あったことがあげられよう。この種の研究やそれに基
づいた実践には，施設設備，すなわちハードの部分が
伴わなければならないが，それに対応するための予算
は，震災以後，校舎保全のための修理や環境改善に向
けられるという事情があったことも否めないだろう。
　本校に関して言えば，そうした設備は，本校に配分
されるいくつかの通常の運営費ではまかないきれず，
どうしても大学に特別の予算をお願いするしかないの
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も現状である。また，本校の教員は，元来，熱心に教
育研究に取り組んでいるが，多くの行事と「大学の附
属学校」に求められる業務に，ICT教育研究に対して
十分な時間を確保できないことも課題と言えよう。
　そうした状況のなかでは工夫しながら，機会を捉え
ては，少しでも前に進めるという忍耐力が求められる
が，また，一方では，教育実践の現場の中にあって，
貴重な研究時間をより効果的に，求められる結果を出
す必要もある。そうした中で，ICTの利活用に先行し
て取り組む教科の実践の成果や研究の過程における課
題等を集約し，ICT導入のきっかけをつかみにくい教
科に示す。それによりICT活用の可能性を広げていく
という方法が有効と思われる。そこで，本研究では，
本校ですでに実践している先行的教科の実践を以下に
挙げる。

①　模索タイム（MT）について
　本校における情報教育は，コンピュータ室に40台程
のパソコンを設置して，インターネットから得られる

「情報」を利用した授業として行われているほか，本
校独自の総合的な学習の時間として設定している授業
である「MT（模索タイム）」において，３つの領域
を設定し，その柱の１つに「情報」を置いて，情報に
関わる多彩な教育活動も行なっている。これらの詳細
は，以下，それぞれの項目の中で述べる。

②　情報モラル教育に関して
　現代社会の「情報化」の中にあって，生徒の日常生
活の中においても，「スマホ」やインターネットの利
用が増し，その利便性の一方で，犯罪にも繋がる様々
な問題も指摘されており，「情報モラル教育」への早
急な対応が求められている。教育のICT化は，同時に，
そうしたマイナスの情報や危険からの回避，あるいは
危険性の予測などの対応を伴うものでなければならな
い。本校では，外部講師による説明会やセミナーなど
を開催し，教員や生徒の学習の機会としている。
　更に，ICT教育は，生徒による利活用に関する研究
のみならず，教員にとっても「情報機器」やその「環
境」が果たす役割も考慮されなければならない。具体
的には，教材研究や校務への活用である。これらにつ
いての現状も含め，今後の対応なども，この研究の重
要な部分となっている。

③　情報機器に関して
　現在まで，附属中での準備状況は，大学に直結した
有線LANが全ての教室と各教科の準備室に繋がり，
端末として，各教員に１台のパソコン（Fujitsu FMV 
等）が準備室に設置されている。その他，教室にモニ
ターTV（固定）が設置され，電子黒板，大型モニター
TV（移動可），プロジェクターが，数台あり，それら

は適宜，授業で活用されている。情報機器の設置状況
についても，その詳細は別の項目で述べるが，特筆す
べきは，学長裁量経費によって本研究をスタートした
ことである。同経費によって，教員のICT教育研究の
ための研究校視察や研修が計画，実施され，またモバ
イル端末（iPad）が10台設置された。さらに，モデル
授業として，昨年の学校公開（学習指導法研究会）に
おいて，当時の設備・環境で実施可能であった社会と
保健体育の授業で実施した。

④　現状での課題
　現状における課題の中で，まず挙げられるのが，
ICTの不足であろう。実際，授業を計画，進行する過
程において，環境設備の不十分さに応急的に対応せざ
るを得ない状況がある。具体的には無線LAN環境が
挙げられる。せっかく移動端末を用いても，その効率
的利用に，無線LANの環境がないことで十分な活用
ができず，簡易な無線ルーターを５台程設置し，それ
を移動しながら使用するという，急場をしのぐ方法で，
無線LAN環境を整えて学校公開でのモデル授業に対
応した。
　もちろんICT機器の充足によって，リアルタイムの
情報やインターネット環境の利用が可能となり，ライ
ブの情報を授業で活用できるという魅力以外にも，生
徒個々の入力データの共有という面をとっても，そう
した環境は，最低限の設備ではないかと思われる。ま
た，現在，テストモデルとして，実施しているモバイ
ル端末も，本格的実施にあたっては，生徒個人のモバ
イル端末の利用頻度を確保し，より高度な使用方法を
習得させるため，その上で，個人の利用データや利用
頻度などの個人データを共有することができるため，
クラスの人数分のモバイル端末台数が必要となるであ
ろう。こうした「現状」と今後の「方向性」をこの研
究で示すことで，少しでも本校の「教育環境」改善に
つながることを期待するものである。
　教育の現場におけるICT化は，教員の教材作成や，
成績管理にも有効である。
　附属中における入試問題作成などは，データの蓄積
と活用という点から究極の課題と言えよう。また，効
率的成績その他の生徒の状況をICT機器の処理能力に
よって，効率が上がることはおおいに期待されるとこ
ろでもあろう。そうした側面についても，本研究を端
緒に今後，検討していくべき課題と考える。

２　ICT活用計画の概要
　⑴　概要
　現在，附属中では，研究主題「学び続ける生徒の育成」
のもと，「わかる，できる，おもしろい授業」を追求し，
その成果の日常化と普遍化に努めている。その授業を
追求していくための手段としてICTを使った取り組み
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が考えられる。ICTの機能を生かした取り組みは，「わ
かる，できる，おもしろい授業」づくりには有効であ
ることが先進校の実践によって立証されており，その
実践を参考とし，かつ，附属中の特色や生徒の実態を
踏まえ，より先進的な取り組みを実践し，その成果を
広く公開することにより，地域の先導的なモデル校と
しての役割を発揮することもできる。そのための環境
整備や教員研修を含め，附属中のICT活用計画の概要
を以下に示す。
①　教員及び生徒の状況（平成26年度）
　　教員数：校長・教員24名（男18名，女７名，平均
　　　　　　年齢39.7歳）
　ICT教育に関しては，ほとんどの教員が，本校赴任
前に福島県教育センター等での研修や自己研修によ
り，コンピュータの操作や授業におけるコンピュータ
活用の経験を持っている。本校着任後も，各教科や
総合的な学習の時間の指導において，積極的にコン
ピュータや電子黒板等を活用し，各教科等の目標の達
成に努めている。校内では，技術科教員やICT活用に
関する力量の高い２名の教員がリーダとなって，ICT
を活用した授業を提案し，教科等指導におけるICTの
効果的な活用について研究を進めている。
　　生徒数：417名　12学級
　生徒は，平成21年度からの新小学校学習指導要領の
移行措置，さらには平成23年度からの全面実施によ
り，小学校でコンピュータの基本操作を習得させるよ
うになってはいるものの，文字入力の技能にばらつき
がみられる。そこで，１学年の技術・家庭科技術分野
において，コンピュータの基本操作，特に文字入力と
情報モラルについて学習させ，その学習で身に付けた
力をもとに，各教科や総合的な学習の時間におけるコ
ンピュータ活用の場面で，その力を生かせるようにし
ている。各教科や総合的な学習の時間，さらには生徒
会活動等におけるコンピュータ操作能力の高まりによ
り，学年が進行するにしたがって，コンピュータは，
それぞれの目標を達成するための手段であるとの意識
も高まってきている。
　また，生徒の家庭においてもタブレット端末を含め
ると，全家庭の家庭にコンピュータが普及しているた
め，コンピュータに日常的に触れることができる環境
にある。
②　ICT活用計画
　ICTの活用を図り，次の３つの側面から環境整備を
進めながら，効果的な活用法を追求する。
　１）情報教育
　技術・家庭科技術分野をはじめ，各教科等のICTの
活用を通して，情報リテラシーの育成を図る。情報モ
ラルに関しては，技術・家庭科技術分野に限らず，道
徳においても扱うようにする。

　２）教科等指導におけるICT活用
　各教科，領域（特別活動，道徳）等の目標を達成す
るために，より有効なICT活用法について追求する。
　３）校務の情報化
　成績処理や各種学校教育計画，各種会議等の内容の
電子化を進め，校務の共有，効率化を図り，生徒と向
き合う時間の確保に努める。
　以上のような実態を踏まえ，ICT活用計画の概要を
まとめたものが次の図である。

　⑵　情報教育の内容
　学校へのICT導入の目的は，従来の教育方法や教材・
教具では実現が難しかった教育目標を達成すること，
また，生徒自身の主体的な学習活動や発展的・創造的
な学習活動を実現することにある。特に，これからの
情報社会に備えて，ICTを問題解決のために的確に活
用し，情報を収集・編集・判断・発信できるような生
徒を育てていくには，あらゆる学習の場面で，生徒自
身にICTを活用させる機会を与えることが望まれる。
　一方，情報教育とは生徒の情報活用能力の育成を図
るものである。情報教育の目標については，文部科学
省「教育の情報化に関する手引」第４章情報教育のな
かで，以下の３点が書かれている。

図２．情報教育の目標

基本目標

活動内容

研究組織

研究の内容

情報教育委員会

福島大学附属中学校ICT活用基本計画

図１．福島大学附属中学校ICT活用基本計画 
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　また，「教育の情報化ビジョン～21世紀にふさわし
い学びと学校の創造を目指して～」では，教育の情報
化が果たす役割でとして，特に以下のことを目指して
いる。

　これらのことを受け，本校では以下の３つに取り組
んでいる。

　⑶　情報モラル教育
　情報モラル教育は，ICT活用を効果的に活かすため
に不可欠の教育と考える。そのためには，生徒の実態
を把握するとともに，どのような場面で，どんな学習
活動をさせるのか，その中でICTをどのように使わせ
るのか，また，そこで，押さえるべき情報モラルの内
容は何かなどの確認が必要であり，学級の中で，学年
で，学校全体で，継続的に取り組んでいこうとする教
員の意識が肝心である。
　本校では，情報教育全体計画の中に，情報モラル教
育を位置づけ，指導事項や指導内容を明確にしている。
各学年の生徒の発達段階や生活の仕方によって，内容
の配置を工夫し，継続的に指導できるよう配慮してい
る。
　また，２学年では，総合的な学習の時間において，「情
報」をテーマに学習を進めている。情報のメリットと
デメリットの両面について学習した後，個人追究テー
マを設定して課題追究を行うことで学習を深めている。
　情報モラルの学習は，各教科の授業でも行うことと
している。国語科では，情報発信の責任という題材で
情報の集め方，調べ方，まとめ方，それらを用いて資
料を作成して発表させ，自分の思いや考えを的確に表

現する力を身に付けさせる。
　音楽科では，授業の中で表現したり鑑賞したりする
多くの楽曲について，それを創作した著作者がいるこ
とや，著作物であることを生徒が意識できるようにし，
必要に応じて音楽に関する知的財産権に触れるように
している。
　技術・家庭科では，「情報に関する技術」の中で，
制作活動を通して，以下の指導を行っている。

　ところで情報モラルとは，道徳などで扱われる「日
常生活におけるモラル」が前提となる場合が多く，道
徳で指導する「人に温かい心で接し，親切にする」「友
達と仲良くし，助け合う」「他の人とのかかわり方を
大切にする」「相手への影響を考えて行動する」など
の項目と何ら変わるものではないことを指摘しておく。
情報モラルでは，ネットワークを介して「他の人」や

「集団や社会」とかかわることになるからである。

　⑷　校務の情報化の内容
　「教育の情報化に関する手引」（平成22年10月，文部
科学省）には，校務の情報化の目的は，「効率的な校
務処理とその結果生み出される教育活動の質の改善に
ある」と書かれている。つまり，「効率的な事務処理」
をすることが教員の多忙感の解消につながり，そこで
生まれた時間を本来の子どもたちと関わる時間にあ
て，教育活動の質の改善につなげることが，校務の情
報化の本来の目的であるといえる。
　しかし，ICT環境はあくまでも情報を処理する道具
であり，それらをどのように使うかについての戦略が
学校や組織になければ「効率的な事務処理」は実現で
きない。
　校務の軽減や効率化を実現するためには，学校現場
にとって使いやすい機器やコンテンツを充実させてい
くことが大切であり，環境整備や活用を広げていく過
程で生じるさまざまな課題に対して，主体的に関わる
ような学校組織をマネジメントするのが情報教育担当
者の役割であるといえる。
　校務とは一般に，教員の業務のうち，事務的な業務
全般を指すといわれている。例えば，教材研究で得た
情報の整理，各種名簿や文書の作成，学年・学級だよ
りの発行，通知表の作成等，担任や学年担当の教員と

図３．文部科学省『教育情報化ビジョン～21世紀
　　にふさわしい学びと学校の創造を目指して』

（平成23年４月28日，p.５より転載）

図４．情報に関する技術（技術・家庭） 
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して行う校務のほか，教育課程の編成や月・週行事計
画の発行や転出入業務など教務主任や特定の係が担当
する校務，健康診断などの養護教諭が中心に担当する
校務，校務分掌として行う校務などもある。また，市
町村教育委員会等から依頼のあった調査への回答など
学校以外の組織との情報のやりとりが行われる校務も
ある。
　図５は「教育の情報化に関する手引」に示された，

「校務の情報化のあるべき姿」である。
　この図の中の「学校」のような姿に移行していくに
は，情報教育担当者だけでなく，組織をどのようにマ
ネジメントしていくかが求められている。情報教育担
当者は，以下の点の工夫を行う必要があるだろう。
　①　ICT環境の充実と効果的な活用をレクチャー
　②　情報の共有とネットワークの運用
　③　組織の活性化と情報の発信
　以上の工夫を行えば，校務の効率化を推進でき，教
員のICT活用指導力も向上し，その結果生み出される
教育活動の質の改善に向かうことができる。
　校務の情報化を進めることは，手段であって目的で
はない。その目標はあくまで「効率的な校務処理とそ
の結果生み出される教育活動の質の改善」にある。ま
た，情報化のあまり，かえって仕事が複雑になったり，
教育の質の向上に向かわないのであれば，意味はない。

　⑸　研修とICT環境整備
　ICTの活用を図るために，教員研修と環境整備は不
可欠ある。そのため，次のような考えと計画に基づき
教員研修と環境整備を進めている。

①　教員研修
　附属中の教員は，公立中学校在職中にICTに関する
基本的な操作能力や授業等での活用経験を持ってい
る。また，各種研修会で研修を受けている。そこで，
ICTの効果的な活用を推進するための共通認識として
全教員が「教育の情報化に関する手引（文部科学省　
平成22年10月）」を精読した。さらに，ICTを活用し
て先進的な取り組みをしている学校を視察し，視察者
が報告会において，報告し，研修内容を共有した。平
成25，26年度の視察校は次の通りである。

　福島県新地町立尚英中学校
　上越教育大学附属中学校
　横浜国立大学教育人間科学部附属横浜中学校
　千葉大学教育学部附属中学校

　どの学校も，よく整備されたICT環境で，効果的な
活用を図り，教育活動を展開していた。特に，ICT教
育支援員が配置されており，今後，ICT環境を整備し
ていくうえで参考となった。
②　環境整備
　附属中学校のICT教育機器環境の状況は次の通りで
ある。

　今後は，ICTのより効果的な活用を図るために，タ
ブレット端末や無線LANの環境整備とICT教育支援
員の配置等について考えていきたい。

図５．校務の情報化のあるべき姿
（「教育の情報化に関する手引」第６章，第３節，図6-2） 
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３　実践事例
　これまで述べてきた考え方に基づき，教科指導にお
けるICTの有効活用の事例について，社会科，保健体
育科，音楽科での取り組みについて紹介する。
　⑴　社会科における実践
①　社会科の授業の概要
　１）単元名　世界の諸地域　～ヨーロッパ州～
　２）単元の主な学習活動とICT活用
　本時は，グーグルアースを使用して，オランダの面
積や風車の存在などを読み取らせる。そこから，なぜ
面積が小さく，大部分の土地が海面よりも低いのに，
農産物輸出額が世界で２位なのかを考えさせる。
　また，地理情報システム（GIS）を用いてヨーロッ
パの主題図を自作する。GISはGeographic Information 
Systemの略で，地理的位置を手がかりに，位置に関
する情報をもったデータ（空間データ）を総合的に管
理・加工し，視覚的に表示し，高度な分析や迅速な判
断を可能にする技術のことである。今回は埼玉大学教
育学部，谷謙二氏が開発したMANDARAを使用する。
GISで自作した主題図を重ね合わせたり，強調したり
することで，生徒の思考を促し，課題を解決させる。
　３）本時のねらい
　オランダの農産物輸出額が多い理由を追究すること
で，ＥＵ加盟の利点と地域間格差というヨーロッパ州
の特色を理解することができる。
　４）指導過程

③　社会科におけるICTの有効活用
　１）授業実践から
　ＥＵ加盟の有無，国民総所得，人口がわかるヨーロッ
パの主題図をMANDARAで作成し，個別や重ねて提
示することで，生徒の思考を促し，ＥＵ加盟のメリッ
トをとらえさせた。また，カカオ豆の生産，輸出，輸
入のさかんな国がわかる主題図も作成し,個別や重ね
て提示した。それにより,オランダはカカオ豆を生産
していないが輸出をしている。それはＥＵのメリット
を生かして中継貿易をしているからということを生徒
に気付かせることができた。

［MANDARAで自作した主題図］ 
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　２）今後の展望
・　グーグルアースを活用し，地球を俯瞰したあと

にオランダを確認した。地球上のどこにあるのか，
周りにはどのような国や海洋があるのか，地形の
特徴は，面積はどのぐらいか，などを視覚的にと
らえやすく，他との比較もしやすいので，空間的
な認識を育むために効果的であった。

・　教科書や資料集には掲載されていないが，生徒
に活用させたい主題図を，GISを活用して作成し
て生徒に提示した。人口や国民所得などの主題ご
とに作成した主題図であり，それぞれ個別に提示
したり重ねて提示したりすることで，生徒の思考
を促し，課題の解決に至ることができた。効果的
な使用ができた

・　グーグルアースの衛星写真を地図に重ねること
も可能だが，自分の力量不足で作成できなかった。
衛星写真と地図を重ね合わせることができれば，
より思考を促し，空間的認識力を養うことができ
ると思う。

・　教師のICT活用は進んだが，生徒のICT活用は
あまり進まなかった。生徒にタブレット型端末を
与え，教室でインターネットにつなぎ，調べる，
まとめる，表現するなどの活動も行わせたい。
ICT環境の整備が必要である。

　⑵　保健体育科における実践
①　保健体育科の授業の概要
１）単元名　体つくり運動～体力を高める運動～
２）本時のねらい
　　自分の体力課題に合った運動を選び，組み合わ　
　せている。
３）本時の手だて
ア）学んだことをその場で実践する機会を設定する。
　体力を高めるトレーニングプログラムを作成する場
面で，タブレット端末で作成した動画「トレーニング
事典」を活用し，その場で実践させる。動画を見なが
ら実践し，「一人でもできた」「うまくできた」という
成功経験をさせる場面を設定することにより，自己効
力感が高まり，行動実践につながっていくものと考え
る。
イ）モデリングができる場を設定する。
　体力を高めるトレーニングプログラムを作成する場
面で，タブレット端末や友達の動きを見ながら，正し
い動きを身につける場面を設定する。動きに出会う時
に，まず動きのイメージを持つことが大切である。自
分が実行したことがなくても，他の人が上手に実行し
ている様子を観察したり，そのやり方を参考にするこ
とで，「自分にもできそうだ」と感じることがある。
上手な実践をまねながら実際にやってみることで，「自
分にもきっとできる」といった自信につながり，実践
意欲につながると考えられる。
　自分の体力課題に合ったトレーニングを作ろう。 
ウ）あいさつをする。　

②　保健体育科におけるICTの有効活用
１）授業実践から　　　　　　
   体力を高めるトレーニングプログラムを作成する場
面で，「その場で実践する機会」と「モデリングがで
きる場」を設定した。まとめの段階で，トレーニング
種目を選んだ理由についてワークシートに記入させ
た。生徒の記述から，「トレーニング事典」の動画を
見ながら実践し，「上手にできた」「たくさんできた」
経験が運動意欲につながっている様子が生徒のワーク
シートからもわかる。
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　また，図６はICTを活用についての効果を示したも
のである。これを見ると，約半数の生徒の運動意欲に
つながり，約３割の生徒の運動習慣に結びついている
ことがわかる。
　したがって，保健体育科の授業において，ICTを効
果的に活用することで，生徒の学習意欲を高めるとと
もに，授業以外の場面での実践にもつながっていくこ
とがわかった。                      
２）今後の展望
　体つくり運動の実践では他教科から借用したものも
含み，８台のタブレット端末を活用した。今後，保健
体育科でタブレット端末が常時８台程度使用できるよ
うになると，実技種目における動作分析や調べ学習や
発表（プレゼンテーション）なども行うことができ，
思考力や運動技能の向上が期待できる。

　⑶　音楽科における実践
①　社会生活の中で
　今日，コンピュータをはじめ，様々な情報機器が我々
の生活の隅々までその応用範囲を広げている。そんな
時代にあって，一人音楽教員だけがアナログの世界に
取り残されているように思える。それは，多くの音楽
教員が「メカに弱い」「文科系」に留まっているゆえ
だけでなく，直感と経験に頼った「表現教育」を続け
ていることが少なくないことによるのではないかと考
えられる。その一方で，ICTの利用は，多くのデジタ
ル視聴覚機器にみられるように，音楽の領域でも飛躍
的に伸びてきている。それらは，もはや別個の機器で
はなく，お互いがその「情報」を共有し合う，いわば
情報の総合あるいは統合環境といっていい状況が作ら

れてきている。その中心にコンピュータが位置づけら
れていると言っていいだろう。
　本研究者は，大学の音楽理論の教員として，将来の
学校教育の現場に立つ学生を指導する一方，芸術系学
生のための「情報専門リテラシー」を担当し，福島市
内の高校におけるSSH（super science highschool）に
おいて，情報機器を利用した音楽創作指導を担当して
きている。更に近年小学校，中学校の現場において創
作指導を行っている。ここでの実践の報告は，そうし
た一連の流れの中で，中学校における音楽指導，とり
わけ創作指導におけるITC機器の利用について，報告
し，音楽創作指導の授業モデルを提示したい。
③　音楽の情報化の流れの中で
　音楽では，インターネットを用いた音楽情報の検索，
中でもYoutubeなどに掲載されている映像やサウンド
などが身近で日常的にICT機器を利用する場面として
考えられるが，学校教育の現場で行いうるものは，そ
うしたネットと連携したリアルタイムの利用より，む
しろ，基本的には，楽譜の作成が有効と考えられる。
ICT機器，とりわけ「情報機器」と呼ばれる中で，コ
ンピュータを用いた音楽の制作は，様々な効果が考え
られる。とりわけ，実技教科である「音楽」は，中学
校教育の課程では，基礎的な知識が求められる一方，
実際には「楽譜」を読めない生徒が少なくないのも現
状であろう。そうした中で，欠けた知識を補完してく
れる機器とソフトは，生徒の自主学習能力を高める可
能性も示してきている。例えば，本来，音楽を作る場
合に，様々な知識，音域，音の高さの確認，長さ，小
節あるいはテンポ，強弱の設定など何もしなくても，
デフォルトで立ち上げ，ある程度の結果を出してくれ
るのは，楽譜制作ソフトであれば，ほぼ，どのような
ソフトでも可能であり，それらをほぼリアルタイムに

「演奏する」もしてくれる。そうした中で，これらの
ソフトや機器をいかに教育の目指す結果に導くかにつ
いて，十分な論議や提案がなされていないように思わ
れる。
③　音楽におけるコンピュータの利用
　音楽による表現には，「歌う」「聞く」「作る」とい
うことを基本に，そこから「演奏」，「鑑賞」，「創作」
という３つの方法に分類がされて来たように思う。こ
れらは互いに補完し合い，一体感を持っているもので
あろうが，教育現場では，「演奏」や「鑑賞」に多く
の時間が割かれ，「創作」は，「余裕のある」教師によっ
て，しかも，その最もプリミティブなところで終わっ
てしまうか，せいぜい，児童，生徒に「自由に」作ら
せて，「放任」してしまっているか，時には，規則と
狭い形式に押し込めて，「創造」にすり替えていると
言った現状が垣間みられるのである。とりわけ，音楽
鑑賞を扱う場合，作品を聞かせ，その聞き方のポイン
トを与えるだけで終わってしまって，そこから新たな

＜生徒のワークシートより＞

33%

55%

4%
8%

図６．ICT活用の効果 
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芸術表現や創造の在り方まで踏み込むことはあまりな
いように思われる。
　一般的にコンピュータを音楽で用いる方法にはおお
よそ以下の方法が考えられる。
　●　音楽を作る（作曲する）
　●　演奏する（記録する）
　●　楽譜をつくる（印刷する）
　●　音を分析（解析），合成（ミキシング），編集す
　　る
　●　整理，管理する（データーベース，ラベル，音
　　楽情報の整理など）
　●　音楽情報の交換（インターネットなどを通じて）
　●　音楽の授業，学習に（学ぶ，教える）
　上述したようにこれらの項目は，互いに関連し合い，
補完し合う作業と言える。それぞれの項目すべてに教
科内容で取り上げうる多様な方法を見いだすことがで
きるだろう。それらは児童，生徒が実践するものもあ
れば，教師の立場で用いる項目もあるだろうし，その
両方の場合もあろう。その多様な関わりを様々に論じ
ていくことも可能であろうが，より内容の具体性を持
つためには，論点を絞り込んでいくのがよいと思われ
る。そこで情報科学における「階層の深化」という方
法をとってみたい。すなわち，上記の項目の階層の上
位に「コンピュータを用いた音楽の方法」があり，上
記項目の一つである「音楽を作る方法」から，更に深
化の階層へ進むという方法が考える。
④　ICT機器を創作に用いる方法　
　そこで，コンピュータを用いて音楽を作る方法を考
えてみると，主に以下のような作業に分けられる。
　●　楽譜の作成
　●　音の生成
　●　ミキシング
　「音の生成」とは簡単に言えば「音を作る」に他な
らない。そしてこれらは，先に挙げた上位の階層に挙
げられている項目でもある。ここにすでに他の作業と
関連し合う，情報科学でいう「パス」が網の目のよう
に張られている関係といってもいいだろう。とはいえ，
従来，音楽を作るという場合は，既存の音楽の形態，
例えば，歌曲や器楽曲などの「楽譜の作成」，つまり
楽譜を作るという行為，俗にいう「打ち込み」が＜主
流＞であったように思われる。通常は，専用のソフト
を用いて行われ，DTM（Desk Top Music）といわれ
る行為の中心をなしている。事実，今日学校現場で扱
いうる最も簡単で，「文科系」の教員に手が届くのも
この「打ち込み」による音楽作りの方法であろう。「打
ち込み」は，ポピュラー音楽の作曲やアレンジの世界
で一般的な音楽作りの方法にもなっている。そうした
方法に新たな可能性を示すことも可能だろうが，筆者
は，より魅力的でかつコンピュータならではの方法と
して，コンピュータで「音を作る」すなわち，「音の

生成」や「音響合成」と言われる部分について，それ
を教育に用いる方法を示してみたい。「打ち込み」す
なわち「楽譜を作る」ことは，その多くが既存の音楽に，
単に便利な，あるいは仕上げのきれいな（印刷された）
楽譜を作るということを意味し，それは従来の「手書
き」の方法との本質的な違いはないと思えるからであ
る。
　「ミキシング」は「音の生成」と強く結ぶついた技
術の一つで，作った音を組み合わせて，そこに「空間
定位」という音の位置や，すなわち音を最終的に空中
に出すスピーカーにどのように配分するかとか，音に
変化を与える「モジュレーション」をかけるなどの操
作を行う一連の作業をいうものである。
⑤　実践の概要
　音楽の創作にICT機器を用いた実践例のいくつかを
挙げてみる。中学校においては，通常の授業では，機
器や，スペース，指導体制から考え，現時点では困難
なため，「講座」や「セミナー」という形で，希望者
による「実習」を，ここ２年間行ってきた。附属中生
だけの「講座」から地域の小中学生のための「講座」
という形で，年数回（２～３回）行ってきた。また，
附属中生に対しては，これらの「講座」の他，ほぼ毎
週１回，お昼休みの40分ほどの時間をこうした「指導」
の時間としてきた。
　コンピュータによる音楽創作指導の方向性を以下の
ような指導段階（ステップ）で示す事ができる。

　第１ステップ：音響機器やコンピュータを設定で
きる。またそれらを扱うある程度の知識がある
　第２ステップ：コンピュータの楽譜制作ソフトを
用いて音楽を作る
　第３ステップ：サウンド・データを処理する（CD
の作成，編集）
　第４ステップ：音を作り，他の表現メディア（映
像）などに貼り付ける
　第５ステップ：コンピュータによるサウンドや音
楽を作るプログラムを作成する

⑥　効果：文章作成と同類の行為としての作曲
　この中で，中学校で求められる，あるいは中学生の
関心を惹きつけるステップは第３ステップぐらいまで
と想定できる。しかしながら，このコンピュータを用
いたステップには音楽の基礎的知識（例えば，楽譜の
書き方，音の協和，不協和ということ，和音など）を
前提とする。
　また，コンピュータを利用する基礎技術も理解する
ことが求められる。具体的にはCopy&Pasteといった
コンピュータの「得意」とする技術を用いて，楽譜を
構成していくという技術を養うことである。ここで，
生徒たちは「楽譜」作りが「ワープロ」と同じような
行為であることを，いわば「音楽を作ること」と「文
章を書くこと」が類似の行為であるということを知る
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ことになる。それは，音楽を作ること，楽譜を書くこ
とが決して，難しい行為ではなく，作文や作詩のよう
に，言葉を使って表現するがごとく，音符を使うこと
ができることになる。
　そうした，スムースな技術の獲得のために行った「音
楽創作セミナー」でのパソコンを用いた作曲のプロセ
ス以下に示してみる。
⑦　パソコンを用いた音楽創作プロセス
　ここでは情報機器の利用を主眼として，楽譜の読み
方などの音楽独自の基礎的プロセス及び第１ステップ
は省略する。「使いながら慣れる」ということも有効
な方法であろう。
　第２から第３ステップによる実際の指導の現場で
用いた方法を簡単に挙げておこう。使用した機器
は，平成２５年度年学長裁量経費で購入した２台の
iMacを用いて行った。このレベルで用いた音楽ソ
フトは「Finale」（株式会社エムアイセブンジャパ
ン & MAKEMUSIC, INC）である。無料ソフトとし
て「MuseScore」も併用する。これらは，プラット
フォーム，すなわちパソコンのOS（とくにMac OSX
とwindows）の違いを超えて利用できる利点がある1。
　以下，第２ステップにおける学習の流れの詳細を述
べる。

・ 楽譜制作ソフトになれる（機器の基本操作方法，
ソフトの起動，ファイルの保存）

・ 音符の入力（単音から複数の音の重なりへ，協和，
不協和の「再生」による確認）

・ 楽器の選択（音色についての知識，異なる音色の
重ね方，様々な楽器の特徴，音域）

・ アンサンブルからオーケストラの編成，音楽の構
成力

また，第３ステップでは，
・ 楽譜制作ソフトの音楽データの書き出し，MIDI

の知識，他のソフトとの共有。
・ 音あるいは音楽のデータを編集する

　　インターネット上のデータの共有
⑧　ICT機器の利用による効果
　中学生のレベルでは，音符を入力からオーケストラ
の編成まで連続的に進めることができる。また，既述
したように，楽譜作成に抵抗感を感じさせないような
指導が可能となるし，こうしたソフトの助けで，「音感」
を養いことも可能となる。

４　おわりに
　私たちは，日々「わかる，できる，おもしろい授業」
の方策を追究しているが，本実践の報告でも明らかに
なったように，ICTを活用することにより，教科書教
材や学習形態の工夫等の方策では改善できなかった課
題を解決できることが確認できた。社会科の地理的分
野におけるグーグルアースの活用，保健体育科の「ト

レーニング辞典」の活用により，学習目標や内容がよ
り明確に把握できるようになり，一人一人の生徒が自
分の学習に対しての見通しを持ち，学習意欲の高まり
に効果的であることがわかった。音楽科における実践
でも，楽譜作成に対する抵抗感をなくしたり，「音感」
を養ったりすることに効果的であることがわかってい
る。学習は個々の生徒に成立すると言われるように，
視聴覚機器とは異なり，ICTを活用することにより，
生徒一人一人の学習のペースで進めることも可能であ
るし，成果やつまずきも明確に把握でき，その後の課
題解決策も立てやすくなる。
　ICTの活用は，学習指導法の改善にとって，大きな
効果が期待できるとともに，情報モラルや著作権の問
題などICT活用のメリットとともに，デメリットも理
解し，活用を図っていくことが大切である。
　今後とも本校のICT環境を整備するとともに，「わ
かる，できる，おもしろい授業」づくりをするために，
より効果的なICTの活用法について追究し，その成果
を発信していきたい。
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