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論文抄録 

 

 

１．先行研究の検討と研究の目的  

GIGAスクール構想により，１人１台の情報端末が整備された．教員自身の資質・能力の向

上に加え，特にICT活用等において専門性を有するなど，特定の分野の専門性を有する人材

の力を活用することにより，学校全体として指導力を強化することが重要であり，教師を支

える体制を充実させていくことが必要である（文部科学省2020）．１人１台の情報端末が整

備された環境においては，児童生徒が端末を活用して学習を進めるため，教員は既存の教授

知識に加えて，１人１台の情報端末を活用した授業に求められる教授知識が必要となる（八

木澤・堀田2021）．教授知識を学ぶ方法の１つとしては教員研修があるが，町田ほか（201

7）は，ティーム・ティーチング（以下，TT）を活用した研修方法により，担任教員（以

下，担任）の英語指導力が向上したことを示している．しかし，ICTに関する教授知識の習

得への働きかけを目的にTTを活用した研究はされていない． 

そこで，本研究では，TTを活用したICT研修プログラムに必要な類型や前提を検討するこ

とを目的とする．なお，本研究におけるTTとは「教員２人で実施する授業」を意味し，TTの

授業は研修としての位置づけである．また，TTは同僚と非評価・支持的な関係を築きつつ行

われる実践の振り返りや教え合うという協働を通じた行動を前提とする． 

 

 

２．研究方法と結果・考察 

2.1研究方法の概要 

本研究はTTを活用したICT研修プログラムに必要な類型や前提を検討するため，全４回の

調査に分けて検討をした．研究方法は，調査しながら仮説を作り，その仮説をさらに調査や

レビューを行いながら見直していく仮説生成型の調査設計をとった(図１)． 

調査１回目では，３種類の研修(担任のみの授業，TTによる観察型研修，TTによる体験型

研修)を対象に，各研修の効果とその要因について検討を行った．調査２回目は，調査１回

目において実施した研修の遅延効果について検討し，ICT研修プログラムに必要な構成要素

を見出し，研修プログラム(仮)を作成した．調査３回目では，ICT研修の専門家のレビュー

を基にプログラム(仮)における構成要素を見直し，改善を図り，プログラムに修正した．調

査４回目は運用したプログラムを，評価し，類型を改善した． 

 

 

 

 

 
図１ 研究計画の手順  
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2.2 調査１回目の概要 

2021年11月下旬～12月上旬にかけて，担任のみの授業，推進教員が授業者であるTTによる

授業（観察型研修），担任が授業者であるTTによる授業（体験型研修）の計３回の授業を実

施した．調査対象はH小学校所属の担任で，児童が考えを伝え合う協働学習の導入に不安を

抱える教員歴30年以上の教員３名，推進教員は同小学校所属の著者とした．TTを用いた２種

類の研修の効果を調査するために，小清水ほか（2014）の研修評価の方法を基に17の評価項

目を作成し，①担任のみの授業，②TT１回目（観察型研修），③TT２回目（体験型研修）の

後に質問紙を用いて評価を行い，平均値を分析した(滝沢2022a)．担任任のみの授業，TT１

回目，TT２回目の平均値に差があるかを比較するため，分散分析および多重比較を行った結

果，TT１回目とTT２回目の平均値が担任のみの授業よりも有意に高かった．このことから，

TT１回目とTT２回目は研修として効果があることが示唆された．そこで，ICTに関する教授

知識の習得に影響を与えた要因を検討するために，授業３回分の質問紙の回答を基に,半構

造化インタビューを行った．インタビューは同意を得た上で音声を録音し，文字に書き起こ

す作業を行い，細分化・要約し，TTにおけるどんな要因が教授知識の習得に影響を与えたか

を分析した．その結果，TT１回目（観察研修）では，担任が支援者として推進教員の指導・

対応や児童実態を観察すること，TT２回目（体験研修）では，担任が授業者として推進教員

に機器操作や指導について即座に質問できることが，ICTに関する教授知識の習得に影響を

与える要因であることが示唆された． 

 

 

2.3 調査２回目の概要 

TTを用いた研修実施の６カ月後に，研修の遅延効果を検討するため，調査対象の内2名の

担任に半年間で研修内容を実践した頻度，児童が日常的に情報端末を使い始めた理由につい

て半構造化インタビューを行った．インタビュー内容は文字化，要約，カテゴリー化を行

い，共通点を抽出した．その結果，研修内容を実施した回数は各担任０回，３回程度であっ

た．これらのことから，TT２回目（体験型）の研修後に１人１台の情報端末を活用した授業

を担任が単独で実施する条件の１つとして，「事例の提供」が必要であることが示唆され

た．その条件を加え，ICT研修プログラム（仮）を図式化した(滝沢2022b)． 

 

 

2.3 調査３回目の概要 

ICT研修プログラム（仮）の優れた点や改善点を指摘してもらうために，ICTに関する研修

の専門家である研究者１名にエキスパートレビューを依頼した．得られた内容を基に，類型

や前提を検討し，研修プログラムを図２に修正した． 

エキスパートレビューにおいて妥当性が評価された点は２点である．１点目は，各ステッ

プが認知的徒弟制のモデルに沿った設計である点である．学習者の支援方法の理論である認

知的徒弟制のモデルとICT研修プログラムが同型である点が評価された．ICT研修プログラム

の各ステップを認知的徒弟制のモデルに置き換えるなら，TT１回目の観察型研修はモデリン

グ，TT２回目の体験型研修はコーチング，事例の提供はスキャフォールディングに当たる．

そして，推進教員が支援を減らして自立に導く段階はフェーディングであり，認知的徒弟制

のモデルと一致している．２点目は，同一学級で研修としての授業を実施している点であ

る．TT１回目の観察型研修において，担任は児童の実態や授業の進め方を観察し，TT２回目
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の体験型研修に生かすことができる．また，TT２回目をTT１回目と同じ学級で実施すること

で，児童が機器操作に慣れた環境で授業ができる．以上から，「認知的徒弟制の順序」「同

一学級で連続した実施」が前提として必要だと考えられる．一方で，担任の要望に応じてプ

ログラムが実施される指摘事項も挙げられた．例えば，体験型研修の後に事例の提供に進む

だけでなく，観察型の研修にもどる「双方向性」や観察型の研修後に体験型研修を飛ばして

事例の提供へ進むなどの「選択制」も必要である(滝沢2022c)． 

以上の指摘事項を踏まえ，「認知的徒弟制の順序」でプログラムを進めることを基本としな

がらも，担任の要望によっては前のステップへ戻ることも可能とした(図２)． 

 

 

2.4 調査４回目の概要 

 調査４回目では６年担任に対してICT研修プログラムを実施し，評価として半構造化イン

タビューを行った．インタビュー内容を文字化し，特徴的なインタビュー内容を抽出し，検

討した結果，担任教員が学習者となって児童と一緒に授業に参加する観察型TT，授業中に一

時的に推進教員と役割を交代する体験型TTといった形態を取り入れることで，担任教員のIC

Tに関する教授知識の理解が深まり，授業実施の意欲が高まることが示唆された(滝沢2022

d)． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．結論と今後の課題 

 全４回の調査を通して，TTを用いたICT研修プログラムに必要な類型や前提として以下の

結論を得た．研修の類型として「担任が指導や児童実態を観察したり，児童の立場で機器操

作をしたりできる観察型研修」「授業中に即座に質問をしたり，授業進行を任せたりできる

体験型研修」「担任のみでも実施できる事例提供」が必要であり，プログラムの前提として

「認知的徒弟制の順序」，「同一学級で連続した実施」「選択制・双方向性」が必要である

ことが示唆された．なお，教授知識は各教員で個人差があるため，研修プログラムは「認知

的徒弟制の順序」によりでA→B→Cと進むことを基本にしつつ，担任の要望に応じて戻った

り，繰り返したりする「選択・双方向性」も担保することとする． 

本研究は教職歴30年以上の小学校教員の評価および事例の分析であり，得られた知見は限定

的である．しかし，本研究の成果は，各学校において情報教育係が推進教員となって各学級

で授業をしたり，ICTを苦手とする担任がTTで授業を参観して教授知識を学んだりする際の

 

図２ ティーム・ティーチングを活用したICT研修プログラム 
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一助となる可能性がある．２年間，推進教員として１人１台の情報端末を活用した授業の校

内推進を図ってきたが，知識の提供や経験の保障だけでは日常的に普及しない葛藤があっ

た．各担任に徹底的に寄り添う推進教員（自分自身）の姿勢こそが最重要であると気づけた

ことは自分自身の成長であった．推進教員に求められる資質・能力を具体的に明らかにする

こと，また，プログラムを改善していくことが今後の課題である． 
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第1章 序章 

1.1 研究の背景 

GIGAスクール構想により，１人１台の情報端末が整備され，各学校では1人1台の情報端末

を活用した授業が進められている(図１)．学習指導要領（2018）でも学習の基盤となる資

質・能力として，情報活用能力が言語能力などと同格に位置づけられ，授業でも情報端末を

活用する授業が求められている．１人１台の情報端末が整備された環境においては，児童生

徒が端末を活用して学習を進めるため，教員は既存の教授知識に加えて，１人１台の情報端

末を活用した授業に求められる教授知識が必要となる（八木澤・堀田 2021）．この教授知

識を習得するため，各自治体，各学校は研修等を活用して推進を進めてきている．ICT 機器

の活用能力については校内研修の有用性については，小清水ほか(2014), 八木澤・堀田(201

7)などの先行研究において，その必要性が明らかになっているが，実際の学校現場では校内

研修の問題点も顕在化してきている．例えば，教員の中でも知識・技能，意識に差があるこ

と，研修の体験に満足するが実際に授業では使わないこと，研修でやったことを使ってみた

いと思うけど自分だけでやるのは不安といったことである．このように研修と授業が切り離

されているといった現状に対して，一斉集合の校内研修中心で推進していくこと自体が問題

であると考えられる．この点について炭村・藤村（2020）はICT支援教員に関する調査に対

して「トラブル支援の他に，デジタル教材の紹介や授業における効果的活用例の紹介など，

授業づくりに関する支援を希望しており，学校現場にさらに ICT 支援が機器のみでなく教

職員の想いに対しての相談や，機器操作への不安感を助けてほしいなどの教職員の意見があ

ることも明らかになっている．」の述べ，全体での校内研修だけでなく，担任への個別の支

援も必要であることが示している． 

また，文部科学省（2020）では，「教員自身の資質・能力の向上に加え，特にICT活用等

において専門性を有するなど，特定の分野の専門性を有する人材の力を活用することによ

り，学校全体として指導力を強化することが重要であり，教師を支える体制を充実させてい

くことが必要である．」と示されており，各教員の専門性を生かし，現場レベルで学び合う

体制・学び方の転換が求められている． 

以上のことより，各学校現場においては，全体での校内研修だけでなく，各教員の専門性

を生かしながら個別に支援をしていく現場レベルで学び合う体制が求められている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図１ 1人1台の情報端末を活用した授業の様子 

 



9 

 

1.2 意思決定と教授知識 

1.2.1 教師の意思決定 

教師の専門的能力である授業力量を示す要素の一つに教授知識がある（吉崎 1991）．教

授知識は，「知識」と表現されたり，「教師の専門的知識」，「教師の知識」と表現された

りすることもある．教授知識は，教師が意思決定を行う際に用いているものの一つである．

授業中，教師は絶えず，学習活動や学習内容についての状況を把握し，その場面に応じた行

動を取りながら授業を進めている．例えば，授業の導入時に行う既習事項の確認では，復習

を行いながら，児童生徒の学習内容の定着状況を確認する．児童生徒が復習内容を覚えてい

ないようであれば，内容を補足したり，復習内容が十分に定着しているようであったら，予

定よりも早く復習を切り上げたりする．授業展開時の課題解決の場面であれば，個人の解決

が難しいようであれば，他の児童と協働で解決することを促したり，解決に迫る情報を提供

したりする．このように，授業は教師が意図した計画通りに学習者の学びが進むのではな

く，教師は学習者の反応を観て，さまざまな場面で計画を見直し，計画とは異なる行動を取

って授業を進めていく．これを教師の意思決定といい，吉崎(1991)は以下のように定義して

いる． 

 

(狭義の)教師の意思決定とは，各代替策(対応策)の中から，それぞれの代替策が子どもに与

える影響を予想しながら，教師自身が設定した評価基準に基づいて，そのうち最良のもの

(または満足できるもの)を選択することです．また，広義には，各代替策(対応策)を創出す

る過程を含むものになります． 

 

具体的に授業において教師の意思決定が求められる場面として八木澤（2018）は以下の３

つの場面を挙げている． 

 

・教師が指示を出す場面 

・教師が発問する場面 

・児童生徒が発表をする場面 

 

 1つ目の「教師が指示を出す場面」について,岸ほか（2006）は授業で見られる教師の発話

の中で最も多いのが．教師が児童生徒に指示・確認を出す場面であり，授業中の全発話頻度

の30～60％を占めていることが明らかにされている．１人１台の情報端末が導入された現在

において，学習者主体の授業および個別最適な学びを目指した授業が求められる．指導の個

別化を図っていくことを考えた時に，授業中に教師が児童生徒の個へ指示を出す発話頻度は

増加すると予想される．今後も，教師が指示を出す場面は教師の意思決定が多く求められる

場面であると考えられる． 

 ２つ目の「教師が発問する場面」について，水沢(1980)は発問研究について検討している

ように，「発問」はこれまで多くの研究の対象とされてきた．児童が学びを深める「問い」

を立てる際に「発問」を検討することは今後も重要であると考える．特に，指導の個別化，

学習の個性化を考えた際に，個に対して学びを深めるために発問をする場面が重要となると

考えられる． 

 ３つ目の「児童生徒が発表する場面」については，総合的な学習の時間，特別活動に加え

て，各教科の学習においても，学習指導要領 (2018)では，「文章を編集したり図表を作成
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したりする学習活動，様々な方法で情報を収集して調べたり比較したりする学習活動，情報

手段を使った情報の共有や協働的な学習活動，情報手段を適切に活用して調べたものをまと

めたり発表したりする学習活動などを充実していくことが重要である．」と述べられてい

る．また，八木澤ほか（2018）でも，「近年，児童生徒が発表する場面は，授業を円滑に進

めるためだけのものではなく，児童生徒が積極的に授業に関わる場として重要視されてい

る」と述べられており，教師は発表内容を理解していない児童生徒の様子を観察し，その後

瞬時にとりうる代替策の中から他の児童生徒に説明を補足するように促したり，教師が補足

の説明をしたりする意思決定の過程が見られる．今後も児童の発表場面では，教師の意思決

定が重要になってくると考えられる． 

 以上の３つの場面のように，授業では多くの意思決定が必要となり，教師が意思決定を行

う際に用いているものの一つが授業についての教師の知識，これが教授知識である． 

 

1.2.2 意思決定に必要な教授知識 

教師はさまざまな教授知識を用い，授業中のあらゆる場面において意思決定を行ってい

る．吉崎（1991）は，教授知識を，SHULMAN が提唱した「授業についての教師の知識」のこ

とだとしている．これらはいずれも「授業を進める上で教師に必要な知識」という意味を表

す．教授知識に関連する研究は，主にアメリカで1980年代から展開され，この中で最も言及

されてきたのが，教育的内容知識（Pedagogical Content Knowledge：PCK）である（久我 2

007，八田 2010）．SHULMANは，「教育的内容知識」は授業の中で具体的な場面の中で身に

つける知識であるとし，教師特有の知識であるとしている．教科書に書かれていることや授

業で学ぶことから得られる知識だけでなく，実際の学校現場や授業観察や授業研究を通し

て，授業の中の児童生徒の姿から学び得られることをふり返り，自分が経験したことを知識

として身につけていくことが教師には求められている． 

吉崎（1988a）は， 教育的内容知識（PCK） の考え方を踏まえて，「教材内容あるいは教

授方法についての知識」と学習者との間に存在する複合的な知識に着目し，授業についての

教師の知識として７つの知識領域を提案している(図２)．八木・吉崎（1990）は，PCK や吉

崎が提案した知識領域の枠組みを用いて，理科の授業で用いられる教師の教授知識に注目

し，若手教師とベテラン教師のもつ教授知識の違いを明らかにしている． 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図２ 授業についての教師の知識として７つの知識領域 
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1.2.3 技術に関する教育的内容知識 

 「技術に関する教育的内容知識（TPACK）」とはSHULMANが提唱した「教育的内容知識（PC

K）」の考え方を拡張したものである．1990年代から教育に関する知識とコンピュータなど

の技術に関する知識の間に繋がりをもたせることの重要性が主張されるようになった．そし

て，教師の専門的知識と技術を関連付けて位置づけようとしたのがMisharaとKoehlerによっ

て提案された「技術に関する教育的内容知識（TPACK）」である(図３)．「TPACK」は「PC

K」に加えて，「技術に関する知識」の領域が提案されたことが特徴であり，小柳（2016）

では，「TPACK」の「技術に関する知識領域」は授業を効果的または効率的にするうえで教

師に求められる重要な構成要素の一つとして「教育的内容知識（PCK）」に加えるものだと

している．一方で，「TPACK」は「PCK」における「生徒についての知識」にあたるものが明

示されておらず，学んでいる学習者があまり考慮されていない点も指摘されている(小柳，2

017) 

  学習指導要領(2018)では「主体的で対話的で深い学び」を柱とする学習者主体の授業が推

進されており,学習者に関する知識は今後もますます重要になってくる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図３ 授業についての教師の知識として７つの知識領域  
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1.2.4 １人１台の情報端末を活用した授業における教師の意思決定 

 八木澤・堀田（2020a）は，１人１台の情報端末を活用した小学校の授業を観察し，実際

に観察した教師の教授行動の背景にある意思決定について調査している．具体的には，情報

端末の活用が日常化している学級の授業を観察後，授業映像を授業者と視聴しながら授業中

の教師の意思決定について半構造化インタビューを実施している．その後，インタビュー内

容を吉崎（1988b）の意思決定モデルの過程に対応させて，１人１台の情報端末を活用した

授業を前提とした場合に追加が必要な点を検討している．結果として示されたのは次の３点

である．１)意思決定の手掛りとなるキューの把握では，児童の学習内容に対する理解や作

業の進捗，ICT の状況の把握が積極的に行われていた．２)授業計画とのズレを感じた場面 

における教授行動の代替策の呼び出しでは，ほぼ全ての授業において，「教材内容について

の知識」「教授方法についての知識」「児童についての知識」が観察された．３）「ICT に

関する知識」に基づいた代替策の呼び出しも観察された．以上の結果から，八木澤・堀田

（2020a）では，１人１台の情報端末の授業における教師の意思決定では，情報端末を用い

ない授業と同様の意思決定の過程が観察された一方で，その過程に「ICT に関する知識」と 

いった情報端末の活用を前提とする内容を加える必要があることが示唆されている．しか

し，八木澤・堀田（2020a）が行った研究では，１人１台の情報端末を活用した授業におけ

る教師の意思決定の際に用いられる教授知識の詳細は十分に明らかにされていない． 

 

 

1.2.5 １人１台の情報端末を活用した授業における教師の教授知識 

 八木澤・堀田（2020b）は，１人１台の情報端末を活用した授業における教師の教授知識の

傾向について調査している．具体的には，１人１台の情報端末を活用する授業における意思

決定について調査した八木澤・堀田（2020a）のインタビュー内容を，吉崎の知識領域を参

考に分類し，分析している．その結果，１)１人１台の情報端末を活用した授業において教

師が用いる教授知識には，吉崎が示す３つの単独の知識領域のほかに，「ICT についての知

識」があること，２)「ICT についての知識」は，単独で用いられている場面以外に，「児

童についての知識」や「教材内容についての知識」等と関連した複合的な知識として用いら

れる場面で観察されたことが示されている． 

八木澤・堀田（2021）では，１人１台の情報端末を活用した授業で観察された各教師の教

授知識の活用の仕方の特徴や，「ICT に関する知識」の種類や内容の詳細については検討が

不十分であることを指摘している．そして，「新たな知識領域である『ICT に関する知識』

の特徴を詳細に分析することは，１人１台の情報端末を活用した授業で求められる教師の教

授知識を含む授業力量を明らかにすることにつながる」と述べ，各教師の教授知識の活用の

仕方の特徴や「ICT に関する知識」の観点から詳細に分析し，１人１台の情報端末を活用し

た授業で用いられる教師の教授知識の特徴を明らかにしている．その結果，八木澤・堀田(2

021)は，ICTに関する教授知識を４つの分類している．八木澤・堀田(2021)を参考に，ICTに

関する４つの教授知識をまとめると以下の通りである． 
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①ICT 機器やソフト，ネットワークを教師が活用する際の指導についての知識 ※１ 

主に教師による一斉学習で使われる知識であり，教師が ICT 機器やネットワークを活

用して教材を提示したり，学習活動の説明を行ったりする際の教授知識である．例えば，

「電子黒板で資料を提示し，可視化と共有化を図る」，「実物投影機でノート等を映し，

見本等を示す」といった内容の知識が挙げられる．この知識は，吉崎が示した知識領域で

いう「教材内容についての知識」あるいは「教授方法についての知識」を拡張したものと

考えられる．  

 この知識の位置づけとして，高橋ほか（2014b）は，小学校におけるタブレット端末を

活用した実践事例を分析している．その結果，教師による ICT 活用が一定数観察された

こと，一斉学習での ICT 活用が多かったことを明らかにし，１人１台の情報端末を授業

で活用する場合でも，従来の授業形態にタブレット端末を組み込んでいくような活用が多

いと推測している．このことを踏まえ八木澤・堀田(2021)は「１人１台の情報端末を活用

した授業において，一斉学習に取り組む場面がある場合には，教師によるICT 活用も求め

られており，ICT 機器やソフト，ネットワークを用いて教師が指導することに関連する知

識も必要とされていると考えられる．」と述べ，この知識の位置づけの必要性を説明して

いる． 

 

 

②ICT 機器やソフト，ネットワークに対する児童の実態や経験についての知識 ※２ 

この知識は，吉崎が示した知識領域でいう「児童についての知識」を拡張したものと考え

られる．吉崎は，「児童についての知識」を「児童の認知的・情意的・技能的特徴や知的特

性，学習スタイル，性格などについての知識」と定義しており，この知識は，吉崎が挙げた

内容に，ICT 機器やソフト，ネットワークに関する視点を加えたものと考えられる． 

例えば，「文字的に認識が苦しいA子さんにとっては映像資料の方がいい」といったメデ

ィアの特性に対する児童の実態，「だいたい（振り返りの時間は）３分から４分で（キーボ

ードを）打たせるといい．」といったこれまでの児童のタイピングの経験といった知識であ

る．吉崎は，「児童についての知識」を「児童の認知的・情意的・技能的特徴や知的特性，

学習スタイル，性格などについての知識」と定義しており，この知識は，吉崎が挙げた内容

に，ICT 機器やソフト，ネットワークに関する視点を加えたものである． 

八木澤・堀田(2021)は，この知識に関して「１人１台の情報端末の環境においては，より

一層この知識が必要であると考えられる．文部科学省（2019b）は，「１人１台端末」の環

境では，子供たち一人一人の反応を踏まえた一斉授業や，各人が同時に別々の内容を学習で

きる個別学習，子供同士で双方向の意見交換が可能となる協働学習が可能になると述べてい

る．これらの学習では，児童個人の学びがよりクローズアップされる．その場合，先に書い

たようなメディアの特性に対する児童の実態や児童のタイピングの経験のような，ICT に対

する児童の実態や経験についての知識が教師に必要になってくると考えられる．」と述べ，

この知識の位置づけの必要性を説明している． 
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③ICT 機器やソフト，ネットワークを児童が活用するために必要な指導や学習活動の設計

についての知識 ※３ 

この知識では，吉崎が示した知識領域を拡張した内容と想定されていなかった内容があると

考えられる．児童に何らかの知識・技能を身に付けるために必要な教師の指導についての知

識，その指導を行いどのような学習活動を設計するかについての知識は，「児童についての

知識」，「教授方法についての知識」としてこれまでも存在したが，授業前に児童自身が授

業で用いる教材を直接見ることができること，教師が全員の学習の進捗状況を同時に確認す

ることは，１人１台の情報端末の環境が整備されるまでは見られなかった知識である．具体

的には，「授業前に児童が開く可能性があるファイルは開かないように指示する」といった

ネットワークの特性に対応した指示，「一番はじめのシートはピンク，次は黄色のように一

覧提示によって進捗状況をモニタリングする」といったソフトの一覧表示機能を利用した児

童の学習状況の把握といった知識である．八木澤・堀田(2021)は，「１人１台の情報端末の

環境が整備されたことで可能になった場面における児童への指導や学習活動の設計に関する

知識については，教師にとって新たに必要な教授知識として求められるものと考えられ

る．」と述べ，この知識の位置づけの必要性を説明している． 

 

 

 

 

④ICT 機器やソフト，ネットワークの特徴や操作，トラブルについての知識 ※４ 

 この知識は，吉崎が示した知識領域には含まれていない内容である．ICT 機器やソフト，

ネットワークの特徴や操作といったことに関連する知識は，「教材内容についての知識」や

「教授方法についての知識」とは異なる知識である．具体的には，「提出ボックスをここに

すれば子供達が提出できる」といったネットワークの構造によるフォルダの作成場所の検

討，「ペンで操作しようと思ったけどうまくいかなかったので，パソコンの画面で操作す

る」といったICT 機器のトラブルへの対応といった知識である．八木澤・堀田（2017）は，

１人１台の情報端末の活用が日常化している教師が身に付けている ICT の操作に関する技

能として，電源のオンオフや機器の接続など，授業で行う日常的な操作を挙げている．八木

澤・堀田(2021)は，「技術の進歩や ICT 環境の変化により，具体的な内容は常に更新され

るものの，１人１台の情報端末を活用した授業では，授業で ICT を用いる際に必要な日常

的な操作やそれらに関するトラブルへの対応などの知識は必要である」とその必要性を示し

ている． 

 

 

以後，本研究では，八木澤・堀田(2021)におけるICTに関する教授知識を以下のように省略

して論ずることとする 

※１ 教師の活用知識 

※２ 児童実態の知識 

※３ 学習設計・指導の知識 

※４ 機器操作・対処の知識 
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1.3 教師教育 

1.3.1 教師の力量形成における理論的動向 

教師教育は，学際的な研究分野である．現職教員や教員志望学生を対象とする点は共通し

ているが，多様な方法に基づいて，その営みは繰り広げられている．「教育工学的なアプロ

ーチ」も，その１つである． 

木原ほか(2016)は，近年の教師教育の研究と実践の基盤を成す教師像について，「多元

的・持続的に省察を繰り広げる教師」と総称している．教職における省察については，ショ

ーン(2001)の「反省的実践家」という概念が教育関係者の間で市民権を得ており，佐藤(199

4)によれば，こうした教師像は「民主化」された「専門職化」という特徴を有している．木

原ほか(2016)は，この「多元的・持続的に省察を繰り広げる教師」を学術的に，資質・能力

によって５つの教師に分類している． 

 

 

①よき社会人・・・教養，技能(スキル)，精神的健康 

 

②技術的熟達者(認知的反省)・・・知識(スキル)，技能 

 

③探究的熟達者(実践的反省)・・・臨床知，問題解決力 

 

④批判的実践家(政治的社会的反省)・・・学び続ける意思 

 

⑤専門的な学習共同体のメンバー・・・学び続ける関係性 

 

 

「⑤専門的な学習共同体のメンバー」における専門的な学習共同体の概念は，1990年代以

降のアメリカにおける学力の質を問う機運の高まりの中で出てきた組織編制概念である．こ

の概念は，教師が自らの経験で蓄積した知恵を生み出し，それを共有することができるの

は，彼らが集団として探究し，学ぶ機会を持つことによってであることを明らかにした研究

(McLaughlin and Talbert1994)や，実際の学校のカリキュラム改革においてトップダウンで

はなく，教師全員を巻き込んだ参加型の意思決定と教師の協同の研修時間を確保することが

効果的であることを明らかにし，学校の意思決定への教師の参加の重要性に言及した研究(D

arling-Hammond1996)などをふまえて登場した．その背景には，教師や教職研究において，

生徒の学習の質を高めるという観点から教職の専門職化を図る重要性が注目されたこと，教

師の学ぶ実践における共同の重要性が着目されたこと(Rosenholtz1989，Hord1997)がある． 

 木原ほか(2016)によれば，日本においては，専門的な学習共同体およびそのネットワーク

化は，ある程度の歴史を有しており,さらに進展中であると言える．日本の伝統的な教師文

化である授業研究は，旧来から，専門的な学習共同体のネットワーク化を志向していたと解

釈しうる．それは，例えば，研究発表会や講習会において授業を公開することに代表され

る．木原(2006)によれば，それは「同僚以外の教員，教育行政関係者，保護者や地域住民，

そして専門家などの目を通じての取り組みの成果と課題を明らかにするための『外部評

価』」であった． 



16 

 

 以上のように，前述した教師像を目指し，それに基づく，資質・能力を育むために，教師

の力量形成における教師教育にはアプローチの方法がいくつかある．木原ほか(2016)によれ

ば教育工学では５つのアプローチを提唱している(表１)． 

 本研究では，「A.環境設定アプローチ」「B.対人関係アプローチ」に焦点を当てて論じて

いくこととする． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
表１ 今日の教師教育研究と教育工学研究の接点  

 

具体的アプローチ 注目すべき概念やトピック

E.文化的アプローチ
教員養成としてのプログラム改善
文化としての授業研究
自主サークル運営

D.制度的アプローチ
米国の教職開発学校や英国のTeaching
School
わが国の教職大学院

C.フィールドアプローチ 教育実習の量的・質的充実

B.対人関係アプローチ
教師教育者への注目，その力量形成
研究者と実践者のパートナーシップ

A.環境設定アプローチ
模擬授業の高度化
ワークショップ型教員研修の企画・運営
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1.3.2 現職教員の研修 

 前項から，教師の力量形成における教師教育を考えた際には，さまざまな立場から論じる

ことができる．教師が力量を高める機会は，日々の実践の省察や同僚の会話から学ぶことも

あるし，校内研修は重要な学びの機会である．これらは，行政研修以外の重要な学びの機会

である．法規定を拠り所とした行政研修のみを考えていくと，具体的な教員の学びが見えに

くい．そこで本項では，教員の学びの様相を論じ，その後，行政研修プログラムについて論

じることとする． 

 ショーン（1983）によると,医療や法律の世界は，人々が納得する明白な目的によって学

問的に原理づけられており，医者や法律家という「メジャーな専門性の職業」は，学問の成

果による技術的知識を有することが力量の向上につながる．ところが，教育や福祉や宗教の

世界は,変わりやすいあいまいな目的に支配され，不安定な制度的な文脈に煩わされるた

め，教員や社会福祉士という「マイナーな専門性の職業」は技術的知識に頼ることが許され

ず，常に複雑性，不確実性，不安定さ，独自性，価値葛藤に直面している．マイナーな専門

性の職業人にとって，自らに有益な実践的知識は，学問の成果を学習することにより，得る

ところは少なく，実践を通して，実践の中の知を獲得するしかない．教員は，医者や法律家

とは異なる「反省的実践家」でなくてはならない，とショーンは主張した． 

 レイブとウエンガー(1991)は，行動様式に周辺参加する段階から，十全的に参加する段階

へ徐々に移行することが，その集団において獲得が可能となるスキルの学習の過程として関

さるされると解釈し，状況学習や正統的周辺参加の概念を提唱した(千々布2016)． 

 行政研修は，法律に基づいて実施されるものであるが，法律上の規定は厳密ではない．例

えば，教育公務員特例法では，初任者研修と10年経験者研修が規定されている．これらの規

定は，研修の機会を教員に提供することの義務のみを規定しており，その内容は，任命権者

に委ねられていると解釈できる．法律上は，初任者研修も10年経験者研修もそのプログラム

や内容は教育委員会に委ねられている． 

 行政研修の多くは，知識伝達を目的としているため，その方法は，講義形式になりがちで

あり，講義中心の研修方法に変更がみられるようになったのが，2000年代前半に広まった国

によるマネジメント研修の提案である(千々布2016)．これまで，教育相談以外の研修におい

て，演習形式で実践されるのはあまりなかったが，マネジメント研修の普及から，演習形式

の意義が改めて認識されるようになり，他の研修にも演習形式が広まりつつある． 

 また，行政研修の多くが研修センターなどで行われていたが，旅費等の予算面の課題か

ら，多くのセンターが訪問研修を実施するようになってきた．訪問研修は教員からもポジテ

ィブに支持されており，その理由の一つが，教員の力量形成の多くの場が，学校の中で展開

されているところによると思われる(千々布2016)．研修の場所を教育センターではなく，学

校とすることで，日々の実践の文脈に即した研修を受けることができること，同僚と一緒に

研修を受講することで，研修の成果を同僚と共有しながら，その後の実践に取り組むことが

可能になることが，その要因として考えられる(千々布2016)． 
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1.3.3 ティーム・ティーチングとメンタリング 

 本項では，まず外国語におけるTTについて概観し，続けて，教師教育としてのメンタリン

グ先行研究を概観する．なお，本研究のTTの定義については，1.5で行うこととする． 

現在の小学校現場はTTというと外国語というイメージを持ちやすい．それは先行研究から

も明らかである．小学校での外国語活動の指導においては，ティーム・ティーチングが主な

指導形態として定着している（町田・内田 2015）．町田ほか(2017)は，TTについて以下の

ように述べている． 

 

複数の教員で指導するため，各教員の役割を変えることで様々な指導体制を取ることが可能

なティーム・ティーチングは，多様な活動を展開する上で非常に効果的な指導方法である

（Honigsfeld & Dove, 2008）．日本では小学校の外国語活動だけにとどまらず，中学・高

校の英語の授業でも，ネイティブ・スピーカー（ALT: Assistant Language Teacher）との

ティーム・ティーチングが行われている．しかし，研究者（e.g., Braine, 2010; Butler, 

2007）が指摘するように，ALT は外国語指導経験もまちまちで，日本語能力や日本の学校文

化に対する理解も十分に持ち合わせていない若者が多い．児童に対する英語のインプットを

増やす意味では，ALT の活用は大変有効ではあるが，学級担任の基礎的な英語力及び英語の

指導力を養成するためには，ALT ではなく英語教育を専門とする人材とのティーム・ティー

チングが必要となってくる．ティーム・ティーチングを利用した教員の指導技術の向上や教

員養成は，実際に多くの国で実践されている（Bell & Baecher, 2012; Mann & Tang, 201

2）．Mendoza 他(2015)は，ティーム・ティーチングを活用した教員の指導力向上を目指し

た研修方法（ピア・コーチング）の実践例を紹介している．教員研修を目的としたティー

ム・ティーチングを行うことで，学級担任の基礎的英語力や英語指導力の養成が可能にな

る． 

 

以上のように，外国語の授業において，教員研修を目的としたTTも先行研究では明らかと

なっている． 

 島田（2013a）によれば，メンタリングとは，「より経験を積んだ中堅・熟練教師が，新

たに教職に就いた初任教師や経験の浅い若手教師に対して，信頼関係を基盤としながら，教

職に関わる専門的な技術，・方法の習得や教育実践の質の向上といった『専門的な発達』と

教師としてのアイデンティティの構築といった『パーソナルな発達』の両面を支援すること

を目的として構築される比較的長期間にわたる継続的な発達支援関係」を指す．そして，初

任あるいは若手教師の発達を促す役割を担うのが「メンター」である．メンターが果たす役

割は多岐に渡る．例えば，島田（2013b）は，メンタリングに関する先行研究をもとに，メ

ンターが果たす機能を「専門的な発達を促す機能（コーチング，アセスメント）」「パーソ

ナルな発達を促す機能（カウンセリング）」「関係構築を促す機能（ネットワーキング）」

「自立を促す機能（ガイディング，ファシリテーリング）」の４つのカテゴリーに分類して

いる．さらに，初任・若手教師支援に関わったメンターへの調査から，これらのうちとりわ

け「関係構築を促す機能（ネットワーキング）」を重視する傾向があることが明らかとなっ

ている（島田2013a）．関係性の構築を促すため，メンターを中心として，若手教師同士が

学び合う場を設ける取り組みが行われている学校もある．こうした取り組みは，「グループ

メンタリング」と呼ばれ，若手教師の横のつながりを築くことを可能にするものとして注目

されている． 
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1.3.4 教師の力量形成を促す専門的な学習共同体 

 1.3において，研修を中心に，教師の力量形成における近年の研究を概観して述べてきた

ことは次の点に集約される． 

まず，教師の力量形成は個人的な要因によってではなく，彼らを取り巻く環境から影響を

受けているという点である．それは，教師の力量形成を促す環境を整備することにより，そ

れを後押しする可能性が切り開かれたことを意味している．これらの知見をふまえ，環境を

考えるに当たって，TTやメンタリングなど学校を専門的な学習共同体として捉える見方が，

普及しつつあることが確認された． 

また，その専門的な学習共同体と日本の学校研究の取り組みは，教師間の協働やそれを通

じた学びを支え,促進するための諸活動や仕組みを含み込んだものであるという点において

接点を見出すことができることも確認された． 

 こうした動向をふまえ，本研究においても，教師が各学校で力量を高めていく上で，専門

的な学習共同体という立場から環境や人的なアプローチをもとに捉えていくことが重要だと

考え，その立場で論を進めていく． 

 

 

1.4  研究の意義・目的 

1.4.1 問題の所在・研究の意義 

教授知識を学ぶ方法としては教員研修があるが，1.1研究の背景の最後に述べたように，

各学校現場においては，全体研修だけでなく，各教員の専門性を生かしながら個別に支援を

していく現場レベルで学び合う体制が求められている． 

個別の教員研修として，町田ほか（2017）は，ティーム・ティーチング（以下，TT）を活

用した研修方法により，担任教員（以下，担任）の英語指導力が向上することを示してい

る．類似の実践として，冨田・細田（2019）は，ピア・コーチング（知識・技術の洗練や問

題解決のために，同期と非評価的で支持的な関係を築きつつ行われる，実践の振り返りや教

えあうという協同を通じた行動のことであり，認識を含むもの）が，初期キャリア形成期看

護師における教育的支援として効果があることを示している． 

これら２つの研究は，同職場での２人の協働を通じた個別支援の研修と考えることもでき

る．ICTに関連して皆川ほか（2009）は，ICT の活用に関する校内研修プログラムに，模擬

授業や研究授業を取り入れ，授業という文脈での ICT の活用を重視している．また，八木

澤・堀田(2021)でも，「情報端末を含めたICT を道具として用い，授業の充実を図るために

は，教師は，ICT の特徴や授業で必要な操作に関連する知識を，教材内容や教授方法，児童

の実態等と関連させた文脈に応じた知識として身に付けていく必要がある」と述べ，授業を

前提とした研修の重要性を示している． 

以上のことを踏まえれば，TTを活用して，ICTに関する教授知識の習得への働きかけを個

別支援していくことは，十分な意義があると考える．しかし，これまで ICTに関する教授知

識の習得への働きかけを目的にTTを活用した個別支援の研究はこれまでされていない． 

また，各学校現場において情報教育係が個別支援の推進教員となり，各学級に出向いて授

業をしつつ，担任もTTの支援者として授業を参観したり，授業を部分的に担当したりする際

の一助となる点でも本研究の意義があると考える． 

さらに，教師の専門的能力を検討する際， ICTに関する教授知識に関しての知見は，教員

養成や教員研修等への応用の可能性がある．以上を踏まえ，本研究の目的を設定する． 
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1.4.2 研究の目的 

本研究は，TTを活用したICT研修プログラムを開発し，検討することを目的とする． 

 

 

1.4 本研究におけるティーム・ティーチングの定義 

 この項では，先行研究のピア・コーチングの概念を基にTTの定義づけを行う． 

小柳和喜雄（2015）は「新任ではない同僚の現職教員に，ミドルリーダーが関わる教育プ

ロセスにおいてもメンタリングという言葉が用いられることもある．しかし通常は，メンタ

ーとして関わらない限り，その言葉は使いにくいことからコーチング，ピア・コーチングと

いう言葉が使われていることが垣間見られた．このように教師教育と関わってメンタリング

という言葉が用いられる場合も，その対象範囲は広いことを押さえておく必要がある．」と

述べられており，メンタリング研究の位置づけとしてピア・コーチングが対比して説明され

ている．また，現職教員に関連したメンタリングやピア・コーチングの図では，メンターが

メンティーへと一方向の矢印ではなく，誰が誰にというピア・コーチングの矢印は双方向に

示されている． 

 亀岡・喜多（2021）は「キャリア適応性の育成」を目指したワークショップのまとめの段

階において，学生同士がキャリアテーマを意思決定に繋げるための手法としてピア・コーチ

ングを行ったことが示されている． 

以上のことから，教育工学における先行研究では，ピア・コーチングは双方向性をもつメ

ンタリングに近いものと定義できることがわかる． 

冨田・細田（2019a）では「コーチングとはコーチとコーチされる者の双方向のコミュニ

ケーションによって，そこから互いが新しいパフォーマンスを学ぶことである．そして，

『同年代や社会的立場が同じ人』を意味するピア（peer:Oxford University Press, 2017）

によるコーチングであるピア・コーチングは相互関係に基づく教育的支援としての効果が期

待できる．ピア・コーチングとは，非評価，類似の経験，協同作業，成長という要素を含

む，２人以上の専門職の同僚の間でなされるプロセスである（Robbins, 1991，pp.1-7; Wad

dell& Dunn, 2005）．ピア・コーチングは，看護学生や看護スタッフ，成人などを対象に幅

広く用いられ，研究が行われている（Broscious & Saunders, 2001; Waddell & Dunn,2005; 

Thalluri, O’Flaherty, & Shepherd, 2014; McQuiston &Hanna, 2015; Nyamathi, et al., 

2015）．Ladyshewsky（2010）は，ピア・コーチングが非評価者による支援であるため，評

価を伴う指導を受けるというストレスから解放される可能性があるとしている．国外ではピ

アの有効性やピア・コーチングにおける方法論が研究されているが，国内では希少であ

る．」と述べられており，ピア・コーチングは非評価，類似の経験，協同作業，成長という

要素を含む，２人以上の専門職の同僚の間でなされるプロセスであり，初期キャリア形成期

看護師のピア・コーチングは，相互関係に基づく教育的支援としての効果が期待されるもの

と読み取ることができる．また，本論文ではピア・コーチングとして「Robbins（1991，pp.

1-7），Waddell & Dunn（2005）を参考に，知識・技術の洗練や問題解決のために，同期と

非評価的で支持的な関係を築きつつ行われる，実践の振り返りや教えあうという協同を通じ

た行動のことであり，認識を含むものとする．」と定義をしている． 

 また，冨田・細田(2019b)では「冨田・細田（2019）はピア・コーチングの具体的行動と

して，『絆を深める』『同期を身近な目標とする』『同期とのかかわりから生じる自発的な
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行動』『ともに学びあう機会をもつ』『同期を通じた自分なりのケアの模索』のカテゴリー

を明らかにしている．さらに，ピア・コーチングの効果として，『ケアの幅の広がり』を示

し，ピア・コーチングが看護師の能力向上に影響を及ぼすと考えられるが，どの程度行われ

ているのかなど現状を把握するには至っていない．そこで，ピア・コーチングを測定する尺

度を開発し，自己評価ツールとして使用することにより，初期キャリア形成期看護師の能力

開発に貢献できると考える．」と述べられており，ピア・コーチングの具体的行動として，

『絆を深める』『同期を身近な目標とする』『同期とのかかわりから生じる自発的な行動』

『ともに学びあう機会をもつ』『同期を通じた自分なりのケアの模索』のカテゴリーに分類

している． 

 以上２点の先行研究を踏まえ，富田・細田(2019)における定義「知識・技術の洗練や問題

解決のために，同期と非評価的で支持的な関係を築きつつ行われる，実践の振り返りや教え

あうという協同を通じた行動のことであり，認識を含むもの」が，本研究のTTにおいても類

似する点が多くあり，妥当であると判断した． 

また，本研究における研修としてのＴＴは，研修講師が受講者となる教師に教授する垂直

的な構造ではなく，現場の教師同士がICTの専門性を生かした教員同士の水平的な学び合い

の側面が強い．研修の定義も先行研究によって多義であるが，前田・浅田（2020）におい

て，「校内研修という言葉は，安全研修やマナー研修といった学校内で行われる職員研修全

体を含むものと解釈されてしまう恐れがあったため，調査票には『校内研修（特に授業研究

に関するもの）についてお尋ねします』という文言を加えている．」と書かれているよう

に，研修は職員全体をイメージしやすいが，授業実践を通じて「教授知識・技術の洗練や問

題解決のため」の研修という意味を込め，あえて授業実践ではなく，研修を含む授業とした

方が，本研究の意図が伝わりやすいのではないかと考えた．  

したがって，本研究におけるＴＴは，研修を含む授業という位置づけで，冨田・細田（20

19）のピア・コーチングの定義を参考に「教授知識・技術の洗練や問題解決のために，同僚

と非評価・支持的な関係を築きつつ行われる，授業実践の観察・模倣・振り返り・教え合い

という協働を前提とする教員２人で実施する研修を含む授業」と定義する．  
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1.6 本研究におけるICTに関する教授知識  

本研究においては「児童・生徒のICT活用を指導する能力」のような「能力」ではなく，

「ICTに関する教授知識」のような「知識」について論述する．その理由としては大きく２

つある． 

 1つ目の理由として，学習者である「児童に関する知識」の存在を重視したかったことが

挙げられる．本研究では八木澤・堀田（2021）のICTに関する教授知識の枠組みを採用して

いる．この枠組みは吉崎（1988）の「授業についての教師の知識領域」を拡張した中で見出

された枠組みであり，この枠組みには児童に関する知識が含まれている．教師のICT活用に

関する知識の特徴を明らかにするために，TPACKの枠組みを用いている研究もある．このTPA

CKの枠組みには学習者に関する知識は暗黙的に含まれていることが小柳（2017）で述べられ

ているが，学習者に関する知識が明記されていない点で本研究では採用しづらいと考えた．

「能力」についてもこのTPACKと同様で，「児童・生徒のICT活用を指導する能力」の前提に

は，児童のICT活用を把握しておく「知識」が必要になると考えられる．本研究では，担任

教員が授業においてICT活用を指導する前に，授業支援者として児童を観察し，学習者に関

する知識を得ることも研修として含まれている．担任が1人1台の情報端末を活用した授業に

おいて，トラブル対応は大きな不安要素となっている．児童のＩＣＴ活用状況を把握してお

くこと，言い換えると「児童に関する知識」を持っておくことは，担任が授業者として授業

を実施していくための重要な知識だと考える．したがって，教員が「児童・生徒のICT活用

を指導する能力」を発揮する前提となる「児童に関する知識」についても本研究では重視し

たかったため，「能力」ではなく「知識」を採用した． 

 2つ目の理由としては，先行研究に依拠して分析できることが挙げられる．前述の通り，

本研究は八木澤・堀田（2021）のICTに関する4つの教授知識をもとに2種類の研修の効果を

分析した．この先行研究においても，1つ目の理由として挙げた「児童に関する知識」をICT

に関する4つの教授知識の1つとして位置づけている．本研究で重視している「児童に関する

知識」を含んだ先行研究において，最も分析しやすい枠組みが八木澤・堀田（2021）の枠組

みであり，その研究においても「能力」という言葉ではなく「知識」といった点で論述され

ている．したがって，本研究が重視する点を最も踏まえた先行研究の枠組みに依拠しながら

分析するという点で「能力」よりも「知識」を採用した． 
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1.7  本論文の構成 

本論文の構成を以下に図示し，各章の概要について述べる(図４) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図４ 本論文の構成 
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２．研究方法 

2.1 研究方法の概要 

本研究はTTを活用したICT研修プログラムに必要な類型を検討するため，全4回の調査に分

けて検討をした．研究方法は，調査しながら仮説を作り，その仮説をさらに調査やレビュー

を行いながら見直していく仮説生成型の調査設計をとった(図５)． 

調査１回目では，３種類の研修(担任のみの授業，TTによる観察型研修，TTによる体験型

研修)を対象に，各研修の効果とその要因について検討を行った．調査２回目は，調査1回目

において実施した研修の遅延効果について検討し，ICT研修プログラムに必要な構成要素を

見出し，研修プログラム(仮)を作成した．調査3回目では，ICT研修の専門家のレビューを基

にプログラム(仮)における構成要素を見直し，改善を図り，プログラムに修正した．調査4

回目は研修プログラムを運用し，事例をもとに構成要素をさらに改善した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 調査対象校の特徴 

 GIGAスクール構想により，調査対象校があるN市は小学校でiPad，中学校でchromebookが1

人1台整備された．学習ソフトに関しては，ベネッセコーポレーションのオールインワン学

習アプリ「ミライシード」を採用している．センター集約方式のネットワーク環境は好まし

くなく，2022年度9月までは各学校で１時間に４～５学級程度しか端末を使えない制限があ

った．また，教師が使用する校務用パソコンと学習用パソコンはネットワークが切り離され

ているため，Google workspaceを校務用で使うことができないなど，教師が授業で使うアプ

リに慣れる環境が少ないことも特徴である． 

本調査対象校は，N市にある公立のH小学校である．創立150周年の歴史ある学校である．

学級は４つの学年が単級であり，２つの学年が２学級で，特別支援学級と合わせて10学級の

小規模学校である．H小学校の学級担任（特別支援学級を含む）の年齢は， 30代２名，50代

６名，60代３名（2023年1月31日）で，ベテラン教師が学校を担っている状況である．学級

経営や教科教育等の教育技術には長けている先生が多く存在する一方，ICTなどのテクノロ

ジーに関しては関心はあるものの，実際の授業で使われているのは，実物投影機や教師が動

画を大型TVに流すなど教師によるICT活用が主で，校内研究でも積極的に取り入れて実施し

ようとレベルまで校内では普及していない． 

 

 

 

 

 

 
図５ 研究計画の手順  
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３．ティーム・ティーチングが教授知識に与える影響と要因の特定 

3.1 背景 

教授知識を習得する方法としては校内研修があり，ICT機器の操作に関しては，小清水ほ

か（2014）等でその有用性が示されている．一方で，炭村ほか（2020）は，ICT支援に関し

て，教職員の想いに対しての相談，授業づくりや機器操作の不安感に対する支援の必要性を

述べ，全体の研修だけでなく個別の支援の重要性を示している．個別支援の研修として，町

田ほか（2017）は， TTを活用した研修方法により，担任教員（以下，担任）の英語指導力

が向上することを示している．類似の実践として，冨田・細田（2019）は，同僚と非評価・

支持的な関係で行われるピア・コーチングという手法により，初期キャリア形成期看護師に

おける教育的支援として効果があることを示している．これらの研究は，同職場での２人の

協働を通じた個別支援の研修と考えることもできる．また，八木澤・堀田（2021）は，児童

の実態等と関連させたICTに関する教授知識の必要性を述べ，授業を前提とした研修の必要

性を示している．以上を踏まえ，研修としてのTTにより，ICTに関する教授知識の習得を個

別に支援することは，意義があると考える．そのため，推進教員が授業者であるTTによる授

業（観察型研修），担任が授業者であるTTによる授業（体験型研修）の２つの類型が担任の

教授知識に与える影響として研修の効果の検証，および，それら２つの類型において，担任

のICTに関する教授知識の習得に影響を与える要因の検討が必要である．そこで，調査1回目

の目的として以下を設定する． 

 

 

3.2 目的 

校内の情報教育係の推進教員と担任教員とのTTによる研修の効果および担任のICTに関す

る教授知識の習得に影響を与える要因の検討を目的とする. 

 

 

3.3 方法 

調査対象はH小学校所属の担任で，児童が考えを伝え合う協働学習の導入に不安を抱える

教員歴30年以上の教員３名，推進教員は同小学校所属の第一著者とした(表２)． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表２ 対象教員の属性 

 

教員 推進教員 担任A 担任B 担任C

学年・立場 教職大学院生 1年生 2年生 5年生

教職経験 11年 37年 32年 28年

1人1台端末授業経験 8カ月 1カ月 1カ月 6カ月

学級での端末活用頻度 毎時間 週1回程度 週1回程度 週3回程度
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調査の手順を図６に示す．2021年11月下旬～12月上旬にかけて，担任のみの授業，推進教

員が授業者であるTTによる授業（観察型研修），担任が授業者であるTTによる授業（体験型

研修）の計３回の授業を実施した．担任のみの授業の様子を図７，観察型TTの様子を図８，

体験型TTの様子を図９, 10, 11に示す． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６  調査１回目の方法 

 

図７  担任のみの授業の様子 

 

図８  観察型TTの様子 
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図10  担任Bとの体験型TTの様子 

 

図９  担任Aとの体験型TTの様子  

 

図11  担任Cとの体験型TTの様子 
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2021年11月下旬～12月上旬にかけて，担任のみの授業を１回，TTによる授業を２回，計３

回を記録した．授業前には推進教員が機器操作を説明したり，共に授業準備をしたりする時

間を設けた．授業後には授業を省察する時間を設け，担任は質問紙に回答した．TTを用いた

２種類の研修の効果を調査するために，小清水ほか（2014）の研修評価の方法を基に17の評

価項目を作成し，①担任のみの授業，②TT１回目（観察型研修），③TT２回目（体験型研

修）の後に質問紙を用いて評価を行った．質問紙は４件法で17問（図12），記述式で４問の

計21問をGoogleフォームで実施した．「１人１台端末を使った授業に積極的に取り組めた」

「自分の学習指導上における課題を踏まえていた」などの４件法の質問17問は，「とても当

てはまる：４点」「どちらかというと当てはまる：３点」「どちらかというと当てはまらな

い：２点」「まったくあてはまらない：１点」で点数をつけ，平均値の分析と３人同様に変

容した項目を分析した(滝沢2022a)．担任任のみの授業，TT１回目，TT２回目の平均値に差

があるかを比較するため，分散分析および多重比較を行い研修効果の分析を行った． 

また，記述式の４問は研修で学んだ内容を把握するために，八木澤・堀田（2021）のICT

に関する４つの知識領域「ICT機器やソフト, ネットワークを教師が活用する際の指導につ

いての知識（以下，A教師の活用知識）」「ICT機器やソフト, ネットワークに対する児童の

実態や経験についての知識（以下，B児童実態の知識）」「ICT機器やソフト, ネットワーク

を児童が活用するために必要な指導や学習活動設計についての知識（以下，C学習設計・指

導の知識）」「ICT機器やソフト，ネットワークの特徴や操作,トラブルについての知識（以

下，D機器操作・対処の知識）」に対応付けて作成した．回答内容を細分化・要約し，上記

４領域に該当するものを教授知識の具体として第一著者が分類，共著者で検討後，考察を行

った．なお，本研究が小柳（2017）の技術と関わる教育的内容知識（TPACK）ではなく，八

木澤・堀田（2021）の枠組みを採用した理由は，「B児童実態の知識」も重視して分析する

ためである ． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図12  質問紙４件法の質問項目 

 



29 

 

 担任と推進教員とで指導計画を打ち合わせ，授業を実施した．対象となる授業(担任のみ

の授業３本，TT２回目３本)をビデオカメラで録画し，観察者１名がノートに記録を取っ

た．この記録は分析に使用しなかったが，各授業で教室内に複数の教員がいる条件を一致さ

せた．録画は文字に書き起こす作業を行い，担任のみの授業と担任が授業者であるTT２回目

の教授行動を比較した（図13）．TT１回目に影響を受けたと考えられる教授行動について

は，八木澤・堀田（2021）のICTに関する４つの知識領域に該当するものを教授知識の具体

として第一著者が分類，共著者で検討し，考察した． 

また，教授知識の習得に影響を与えた要因を検討するために，TT２回目の記録において，

担任から推進教員への質問回数を数え，上記４領域に該当するものに第一著者が分類し，共

著者で検討し，考察を行った(図14)． 

TT２回目を実施後，授業を録画したビデオ映像を第一著者と担任が一緒に視聴しながら

（再生刺激法），授業３回分の質問紙を基に, 半構造化インタビューを行った. インタビュ

ーの内容は，質問紙４件法において特徴的な評価に関する点，授業中の教授行動の意図に関

する点，TTで学んだ教授知識に関する点の３点とした．インタビューは音声を録音し，文字

に書き起こす作業を行い，細分化・要約し，上記４領域に該当するものを教授知識の具体と

して第一著者が分類，共著者で検討し，考察を行った． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図13 教授行動の比較 

 

図14  担任が推進教員に質問した回数を数える 
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3.4 結果および考察 

3.4.1 TTによる研修の効果 

質問紙４件法の調査結果の分析を表３, 実際の結果を表４に示す．担任３名の質問項目17

個，合計51個について，担任のみの授業，TT１回目，TT２回目の各授業後の評価平均に差が

あるかを比較するため，分散分析を行った．その結果，群の効果が有意であった．(F (2,10

0) = 5.47，p＜.01)．Holm法を用いた多重比較によると，TT１回目とTT２回目の平均が担任

のみの授業よりも有意に高かった． 

また，質問紙４件法の項目の一つである「１人１台端末を使った授業の手立てを得ること

ができた」の評価を比較すると，担任のみの授業よりもTT１回目の方が全員高い評価（担任

A：２点→４点，担任B：２点→３点，担任C：２点→４点）となっていた．全員数値が上が

った項目は，他の項目にはなく，TT１回目が教授知識の習得という点で効果が高いことが考

えられる．これらのことから，TT１回目とTT２回目は研修として一定の効果があったことが

示唆された．  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表３ 質問紙４件法の調査結果の分析  

 

各授業後における研修評価の平均値

授業 担任のみ TT1回目 TT2回目

平均 2.90 3.20 3.12

標準偏差 0.60 0.56 0.32

一要因分散分析の結果

偏差平方和 自由度 平均平方 F値 有意確率

要因 2.3660 2 1.1830 5.47 p＜.01

偶然誤差 21.6340 100 0.2163

多重比較の結果 有意確率

担任のみ　＜　TT1回目 p＜.05

担任のみ　＜　TT2回目 p＜.05

TT1回目　＝　TT2回目 n.s.

表４ 研修評価の実際の結果 

 

評価レベル+C4:D18DC4:D16質問項目(簡潔表現) １回目 ２回目 ３回目 １回目 ２回目 ３回目 １回目 ２回目 ３回目

A.担任 A.TT１ A.TT２ B. 担任 B.TT１ B.TT２ C. 担任 C. TT１ C. TT２

１反応 (１)①1人1台端末を使った授業に積極的に取り組めた。 3 3 3 3 3 3 4 4 3

１反応 (１)②総合的に考えて満足いく学びが得られた授業ができた。 3 3 3 2 3 3 3 4 3

１反応 (１)③今回のような1人1台端末を使った授業を授業者として今後もやってみたい。 3 3 3 3 3 3 3 4 3

２学習　 (２)①1人1台端末を使った授業に自信が持てた。(意欲) 3 3 4 3 3 3 4 3 4

２学習　 (２)②教師の機器操作で得られるものがあった。(知識) 3 3 3 3 3 3 3 3 4

２学習　 (２)③1人1台端末を使った児童の実態から得られるものがあった。(知識) 2 3 3 3 3 3 3 3 4

２学習　 (２)④1人1台端末を使った授業づくりに関する考え方で得られることがあった。(知識) 2 3 3 3 3 3 3 4 3

２学習　 (２)⑤授業中のトラブルについて新たに得られることがあった。(知識) 3 2 3 3 3 3 3 3 3

２学習　 (２)⑥自分の学習指導上における課題を踏まえていた。（スキル・問題把握） 3 3 3 3 3 3 3 4 3

２学習　 (２)⑦１人１台の授業に取り組んでいくよさがわかった。（スキル・推進意図） 4 3 4 3 3 3 4 4 3

２学習　 (２)⑧自分のICTスキルと授業内容が合っていた。(スキル・整合性) 3 2 3 3 2 3 4 4 3

２学習　 (２)⑨1人1台端末を使った授業の学びを具体的に説明できる。（スキル・具体性） 3 3 3 2 2 3 3 3 3

２学習　 (２)⑩1人1台端末を使った協働学習の知見を得られた。（スキル・改善） 3 3 3 2 3 3 2 3 3

３行動変容 (３)①授業者または授業支援者での実施で1人1台端末を使った授業への意欲を喚起された。 3 3 3 2 3 3 4 4 3

３行動変容 (３)②授業者または授業支援者での実施で1人1台端末を使った授業の必要性がわかった。 3 4 4 2 3 3 4 4 3

３行動変容 (３)③授業者または授業支援者での実施で1人1台端末を使った授業の手立てを得ることができた。 3 4 3 2 3 3 3 4 3

３行動変容 (３)④授業者または授業支援者での実施は総合的に考えて満足のいくものだった。 2 4 3 2 3 3 2 4 3

平均 2.88 3.06 3.18 2.59 2.88 3.00 3.24 3.65 3.18

標準偏差 0.47 0.54 0.38 0.49 0.32 0.00 0.64 0.48 0.38
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3.4.2 TT１回目に関する総合考察 

質問紙記述，授業記録，インタビューの分析において，担任が習得した教授知識の中で，

八木澤・堀田（2021）のICTに関する４つの知識領域に該当するものを第一著者が分類，共

著者で検討し，考察をまとめた表５について，以下，領域別に考察を述べる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2.1 A教師の活用知識についての考察 

授業記録から，担任Aは，担任のみの授業では大型モニターを使わずに，活動説明を黒板

や口頭のみで行っていたのに対し，TT２回目では児童の画面と同じものを投影しながら操作

の説明を行っていた．その理由をインタビューでたずねると，「D先生(推進教員)の真似を

した．」と回答した．このことから，TT１回目において，担任が支援者として推進教員の指

導を観察したことが，大型モニターに例示して授業を進める「A教師の活用知識」の習得に

影響を与えたと考えられる(図15)． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表５ 担任教員が習得したICTに関する教授知識の具体と習得に影響を与えた要因 

 

TT１回目　　授業者：推進教員　　支援者：担任

ICTに関する知識領域 結果：教授知識の具体【質問紙・授業記録・インタビュー(対象)】 考察：教授知識の習得に影響を与えた要因

A教師の活用知識 ・大型モニターに例示しながら進めていく【授業記録(担任A)】 ・担任が支援者として推進教員の指導を観察したこと

B児童実態の知識
・得意不得意【インタビュー(担任A・B・C)】
・児童の情意面【インタビュー(担任A・B・C)】

・担任が支援者として児童実態を観察したこと

C学習設計・指導の知識
・授業全体のイメージ，授業展開，授業アイデア【インタビュー(担任A・B)】
・勝手に操作している児童への指導や対応【質問紙(担任B)】

・担任が支援者として推進教員の指導を観察したこと

D機器操作・対処の知識 ・トラブル対応【質問紙(担任A・C)】【インタビュー(担任A・B・C)】 ・担任が支援者として推進教員のトラブル対応を観察したこと

TT２回目　　授業者：担任　　支援者：推進教員

ICTに関する知識領域 結果：教授知識の具体【質問紙・授業記録・インタビュー(対象)】 考察：教授知識の習得に影響を与えた要因

A教師の活用知識 ・画面共有するための事前の操作【質問紙(担任A・B・C)】 ・事前の打ち合わせ

B児童実態の知識
・得意不得意【質問紙(担任A)】 　 ・操作技能【質問紙(担任C)】
・操作上達度【質問紙(担任B)】

・担任が授業者として児童実態を観察したこと

C学習設計・指導の知識
・展開の手順【質問紙(担任B)】　　・少数意見の取り上げ【質問紙(担任A)】
・時間設定【質問紙(担任C)】

・推進教員に機器操作について即座に質問できること

D機器操作・対処の知識
・機器操作の全般【授業記録(担任A・B・C)】
・児童の癖【質問紙(担任A)】

・推進教員に機器操作について即座に質問できること

図15  TT２回目において大型モニターに例示して授業を進める2年生担任 
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3.4.2.2 B児童実態の知識についての考察 

TT２回目において児童実態の知識を習得している様子を図16に示す． 

インタビュー質問「動画や他の学級の授業参観ではなく，この学級でTTをやるよさ」に対

して，「(自分の学級の)子どもの操作ミスがわかった．K君は得意，Sさんは話を聞いていな

いなどが客観視できる．（担任A）」，「いつも観ている児童の姿を観ることがいい．（担

任B）」「次に授業をするときに計画しやすい（担任C）」と各担任は回答した．これらの回

答から，担任は児童を観察する中で，操作が得意・不得意な児童を特定し，次の授業に生か

そうとしていたと考えられる． 

また，質問紙記述「児童実態から学んだこと」に対して，「友達の書いたものを見たいと

いう気持ちが強い（担任A）」「友達の考えを知りたいという姿が見られた（担任B）」「ど

んどん見てみたいと積極的であった（担任C）」と回答した．担任は児童を観察し，意欲・

態度などの児童の情意面を捉えていると考えられる． 

さらに，インタビュー質問で，担任Bは「自分が授業者だったら，授業の進行に頭がいっ

てしまって，児童の様子まで頭が回らない」と回答していた． 

以上から，TT１回目において，担任が支援者として児童実態を観察したことが，児童の得

意・不得意や情意面などの「B児童実態の知識」の習得に影響を与えたと考えられる．  

 

 

 

 

 

 

 

 

図16  TT２回目において児童実態の知識を習得している様子 
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3.1.2.3 C学習設計・指導の知識についての考察 

インタビュー質問「TTを一緒にやってみてよかったこと」に対して，「授業がイメージでき

る（担任A）」，「次の展開やアイデアイメージが沸く（担任B）」と回答した．質問紙記述

では「どうすればよいかイメージできる（担任C）」と回答した．このことから，TT１回目

において，担任が支援者として推進教員の指導を観察したことが，授業展開や指導に関する

「C学習設計・指導の知識」の習得に影響を与えたと考えられる． 

 

 

3.4.2.4 D機器操作・対処の知識 

 TT２回目において担任が機器操作・対処の知識を習得している様子を図17に示す． 

インタビューの中で担任A，B，Cともに機器操作のトラブルについての話があった．質問

紙記述では，担任Aは「一人だったらお手上げトラブルが結構ある」と回答した．生田・丸

野（2004）は，質問行動のプロセスが始まる前の状況として「新しく知覚されたものと既に

知覚されたものを区別する段階」を示している．TT１回目は授業中の機器トラブルを知覚

し，質問行動のプロセスが始まる前の状況を担ったと言える．このことから，TT１回目にお

いて，担任が支援者として推進教員のトラブル対応を観察したことが，「D機器操作・対処

の知識」の習得に影響を与えたと考えられる． 

 

 

 

 

 

 

 

図17  TT２回目において担任が機器操作・対処の知識を習得している様子 
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3.4.3 TT２回目における総合考察 

TT２回目において推進教員への質問している様子を図18に示す．TT２回目において，各

担任は推進教員に対して，それぞれ15回，７回，２回の質問をしていた（表６）．各担任に

よって，質問回数には個人差があったが，合計は「D機器操作・対処の知識」による質問が

最多で，次に「C学習設計・指導の知識」であった． 

また，インタビュー「TTを一緒にやってみてよかったこと」に対して，「(教師が)体験的に

やりながらできる（担任A）」「トラブル対応がありがたい（教師B）」「スムーズに授業を

進めたいときに聞くことができてありがたい（教師C）」と回答した． 

以上のことから，TT２回目において担任は，機器トラブルが授業中に発生しても対処できな

いことに不安を感じ，質問をしながら進めていることがわかる．生田・丸野（2004）の質問

行動のプロセス「質問したい気持ちの芽生え→言葉にまとめる(質問生成)→質問する（質問

表出）→方法（探索行動）→答えを得る」のに当てはめれば，授業中に質問が生成された際

も，即座に答えを得ることがTT２回目では保障されている．よって，TT２回目において，担

任が授業者として推進教員に機器操作や指導について即座に質問できることが，「D機器操

作・対処の知識」や「C学習設計・指導の知識」に影響を与えたと考えられる（表５）． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表６  TT２回目の推進教員への質問数

 

担任A 担任B 担任C 合計

A教師の活用知識 0 0 0 0

B児童実態の知識 0 1 0 1

C学習設計・指導の知識 3 4 1 8

D機器操作・対処の知識 12 2 1 15

分類合計 15 7 2 24

図18  TT２回目において推進教員への質問している様子 

 



35 

 

3.5 結論 

調査１回目では，小学校で１人１台の情報端末を活用した授業において，校内の情報教育

係の推進教員と担任教員とのティーム・ティーチングにより，ICTに関する教授知識の習得

を目指した研修を行った．そして，研修の効果および担任教員のICTに関する教授知識の習

得に影響を与える要因を検討することを目的として質問紙調査，授業記録，半構造化インタ

ビューを実施した．その結果， TT１回目（観察研修）では，担任が支援者として推進教員

の指導・対応や児童実態を観察すること（図19）， TT２回目（体験研修）では，担任が授

業者として推進教員に機器操作や指導について即座に質問できること（図20）が，ICTに関

する教授知識の習得に影響を与える要因であることが示唆された． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図19  TT１回目において担任が児童実態を観察している様子 

 

図20  TT２回目において担任が機器操作について即座に質問している様子 
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４.ティーム・ティーチングによる研修の遅延効果とICT研修プログラム(調査２回目) 

4.1 背景 

調査１回目において，短期的な研修の効果が示唆されたが，それが長期的に担任にどのよ

うに影響を与えているのかは明らかになっていない．また，担任が単独で１人１台の情報端

末を活用した授業を実施するための条件やそれに至る過程を見出すことができていないた

め，プログラム全体の流れや類型の順番が設計されていない．そこで，以下の目的のもと調

査２を実施した． 

 

 

4.2 目的 

TTを用いた研修実施後６カ月後における研修の遅延効果の検討，および，担任への半構造

化インタビューを実施し，担任が単独で１人１台の情報端末を活用した授業を実施するため

の条件やそれに至る過程を見出し，ICT研修プログラムを設計することを目的とする． 

 

 

4.3 方法 

調査１の担任３名の中で，継続して調査が可能であった２名を対象に実施した(表６)．半

年間で研修内容を実践した頻度，児童が日常的に情報端末を使い始めた理由について半構造

化インタビューを行った．インタビュー内容は，文字化，要約，カテゴリー化を行い，両担

任の共通点を見出し，行動変容を支える条件とした．その条件を加え，担任がピア・コーチ

ングによる研修内容を単独で活用する過程(仮説)を図式化した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表６ 対象教師の属性 

 

教師 推進教員 担任A 担任B

学年・立場 教職大学院生 前1年生 前2年生

教職経験 12年 38年 33年

１人１台端末の活用経験 14カ月 7カ月 7カ月

TT実施前の活用頻度 毎時間 週1回程度 週1回程度

TT実施前の主な活用場面 協働学習 個別学習 個別学習
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4.4 結果および考察 

以下，インタビューでの発言内容を斜体で，生成されたカテゴリーを【 】で，著者によ

る補足を（ ）で示す．内容の実施頻度「TT後，ICTを活用した協働学習に何回取り組みま

したか？」に対して，担任Aは「３回程度」，担任Bは「実施していない」と回答した．その

理由について担任Aは「３年生K先生や音楽専科W先生から事例の話を聞いてやろうと思っ

た．T先生（推進教員）が配付している通信で他のクラスが実施している様子や借りた本も

見て，やってみたいと思った．」と回答した．また，子供たちの経験の積み上げ，慣れにつ

いても言及していた．担任Bは「必要感がなかった」と回答した．両担任ともに回答のカテ

ゴリーに違いが見られたが「どんな手立てがあればもっと活用するようになりますか？」と

いう質問に対して，担任Aは【事例の提供】，【好奇心】，担任Bは簡単で手軽な【事例の提

供】について回答した．担任Aが研修内容を実施できた理由にも同僚と事例を共有する状況

があったことから，【事例の提供】がICT活用の促進要因の一つになっていたと考えられ

る．このことから，１人１台の情報端末を活用した授業を担任が単独で実施するための条件

の１つとして，【事例の提供】が示唆された． 

また，担任AはTT研修後1カ月，担任Bは４カ月後，毎朝，児童は情報端末を使って学習を

するようになっていた．今まで，イベント的に週1回程度しか使ってこなかった両担任に，

変化の理由を尋ねたところ，担任Aは個別学習ドリルの効果といった【端末活用のよさ】，

【児童の好反応】，【児童の慣れ】といったカテゴリーについて回答した．担任Bは「端末

が本と同じ感覚になった」などと述べ，児童が自分で取り組んでいけるといった【端末活用

のよさ】，【生活スタイルの変容】，【児童の慣れ】といったカテゴリーについて回答し

た． 

両担任ともに，研修から端末を日常的に使い始めるまでの経過時間はそれぞれ異なるが，

【端末活用のよさ】，【児童の慣れ】などを担任が感じる段階を経ていたことは共通してい

た．このことから，担任が単独で１人１台の情報端末を活用して，研修で学んだ方法を実施

するための過程として，【端末活用のよさ】による担任の意識の変化，【児童の慣れ】を担

任が実感するという過程を踏むことが示唆された．これらのことから，TT２回目（体験型）

の研修後に１人１台の情報端末を活用した授業を担任が単独で実施する条件の１つとして，

「事例の提供」が必要であることが示唆された．その条件を加え，仮のICT研修プログラム

(図21)として図式化した(滝沢2022b)． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図21 仮のICT研修プログラム 
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4.5 結論 

 調査２回目では，小学校で１人１台の情報端末を活用した授業において，校内で情報教育

を推進する立場の教員と担任教員とのTTによる ICT 活用指導力の向上を目指した研修を実

施６カ月後，実践頻度，児童が日常的に情報端末を使い始めた理由について半構造化インタ

ビューを実施した．その結果，研修で学んだ内容を担任教員が自身の授業で実践するために

は，具体的な事例の提供が重要であり，端末活用のよさによる意識の変化，児童の慣れを実 

感する過程を経る必要があることが示唆された． 
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５．ICT研修プログラムのエキスパートレビュー  (調査３回目) 

5.1 背景 

調査２回目においてICT研修プログラムが設計された，それについて，研修の専門家であ

る第３者からの客観的な評価が必要である．そこで，以下の目的を設定する． 

 

 

5.2 目的 

ICT研修プログラムの優れた点や改善点を指摘してもらうこと，および，その評価を受け

てプログラムを改善することを目的とする． 

 

 

5.3 方法 

 ICTに関する研修の専門家である研究者１名にエキスパートレビューを依頼した．エキス

パートレビューは，同期オンライン形式で，上記研究者と第一著者の２名で質問と応答の対

話をしながら30分程度実施した．エキスパートレビューの内容を基に， TTを活用したICT研

修プログラムに必要な構成要素を共著者で検討し，ICT研修プログラムの修正を行った． 

 

 

5.4 調査３回目の結果および考察 

ICT研修プログラム（仮）の優れた点や改善点を指摘してもらうために，ICTに関する研修

の専門家である研究者１名にエキスパートレビューを依頼した．得られた内容を基に，類型

や前提を検討し，研修プログラムを図22に修正した． 

エキスパートレビューにおいて妥当性が評価された点は２点である．１点目は，各ステッ

プが認知的徒弟制のモデルに沿った設計である点である．学習者の支援方法の理論である認

知的徒弟制モデルは，モデリング，コーチング，スキャフォールディング，フェーディング

の４段階からなり，学習効果を向上させる上で重要な段階とされる（宮内ほか 2019）．こ

の学習者の支援方法の理論である認知的徒弟制のモデルとICT研修プログラムが同型である

点が評価された．ICT研修プログラムの各ステップを認知的徒弟制のモデルに置き換えるな

ら，TT１回目の観察型研修はモデリング，TT２回目の体験型研修はコーチング，事例の提供

はスキャフォールディングに当たる．そして，推進教員が支援を減らして自立に導く段階は

フェーディングであり，認知的徒弟制のモデルと一致している． 

２点目は，同一学級で研修としての授業を実施している点である．TT１回目の観察型研修

において，担任は児童の実態や授業の進め方を観察し，TT２回目の体験型研修に生かすこと

ができる．また，TT２回目をTT１回目と同じ学級で実施することで，児童が機器操作に慣れ

た環境でできる．以上から，「認知的徒弟制に準じたシステム」「同一学級で実施する研修

形態」が前提として必要だと示唆された． 
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一方で，「双方向性」や「選択制」を取り入れ，担任の要望に応じてプログラムが実施さ

れる指摘事項も挙げられた．例えば，体験型研修の後に事例の提供に進むのではなく，観察

型の研修にもどる「双方向性」や観察型の研修後に体験型研修を飛ばして事例の提供へ進む

といった「選択制」も必要である(滝沢2022c)．以上の指摘事項を踏まえ，担任の要望に応

じて前のステップへ戻ることも可能とした(図22)． 

 

 

5.5 結論 

 ティーム・ティーチングを活用したICT研修プログラムについて専門家のレビューを行っ

た．その結果，認知的徒弟制のモデルに沿った順序，同一学級で連続した実施が評価され，

ICT研修プログラムとしての妥当性が確認された．一方で，研修過程における修正点も指摘

され，各教員の教授知識に応じた選択制・双方向性を含んだICT研修のプログラムに改善す

る必要性が示唆された．以上を踏まえてICT研修プログラムを改善した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図22 ティーム・ティーチングを活用したICT研修プログラム 
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６．ICT研修プログラムの実践と評価 (調査４回目) 

6.1 背景 

調査３回目において，ICT研修プログラムの妥当性や改善点を踏まえて修正したプログラ

ムであるが，実際に実践して評価を行うことが課題であった．そこで，以下の目的を設定す

る． 

 

 

6.2 目的 

ICT研修プログラムをもとにTTを実施し，評価を行い，教員同士の連携を改善し，授業を

通した教員の学びをより促す方策を見出すことを目的とする． 

 

 

6.3 方法 

調査対象はH小学校所属でICTを授業で活用したいと感じているが実際の授業で活用するこ

とには不安を抱えている６学年の担任１名（以下，担任M）とした．推進教員も担任と同小

学校所属の第一著者であり，校内では情報教育を推進する立場の教員である．担任Mは以

前，推進教員との体験型TTおよび事例の提供により，協働学習用アプリ「ミライシード・オ

クリンク」を担任単独で活用できるようになっていた．また，推進教員が教科担任として実

施したGoogleスライドを活用した授業を５回以上観察したり，実際に学習者として３回程度

一緒に参加したりした経験があった．対象の担任のように「授業でやりたいけど，知識や技

能がなくて実施できない」という教員は今後もいることが予想される．本研究では，そのよ

うな「取り組みたいけどできない」という悩みを抱えている教員を取り上げた． 

 2022年9月にどのような学習を行いたいか，どのようなICTツール活用するかについて担任M

にヒアリングを行った (図23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図23 担任にヒアリングする様子 
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ヒアリングにおいて，学習内容としては「修学旅行のまとめを行いたい」という話があっ

た．そこで，推進教員が授業者で担任は授業支援者であるTT（観察型研修），担任が授業者

で推進教員が授業支援者であるTT（体験型研修）のどちらがいいかの希望を担任Mに聞いた

ところ，そこで，Googleスライドを活用して，新聞を作る情報を提供したところ「児童の機

器操作は何度も推進教員が授業に入ってくれているので心配ないが写真の挿入について不安

なので一緒にやってほしい．」という相談があった．そこで，授業全体の進行は担任が，

「写真の閲覧や挿入」の部分に関しては推進教員が授業を進めることとした．そのため，図

24における部分的に役割を交代する体験型TTで行うこととした．単元の残りの第２～４時の

授業については，担任Mのみで行うこととした．なお，本実践の学級は推進教員が以前から

教科担任制の授業で授業を実施している学級であり，Googleスライドの「写真の閲覧や挿

入」以外の使い方には十分慣れている児童であり，「図の挿入」については経験済みの児童

であった． 

2022年9月に授業を実施した．授業は，「修学旅行のまとめ新聞づくり」で４時間単元で

ある．研修としてのTTの授業は第1時に実施した．ヒアリングに基づいた計画通りに，授業

の導入は担任が行い，修学旅行のまとめの趣旨や学習内容についての説明を行った．その後

に，写真を選ぶ場面，写真を挿入する場面で推進教員が授業を進行した．写真挿入後の記事

の記入については，担任と推進教員がともに児童の個別支援に入り，授業を終えた．授業後

も計画通りに担任Mが１人で授業を実施した． 

 単元実施後，授業を実施した担任Mの教室で形成的評価として半構造化インタビューを実

施した．  

形成的評価のインタビュー内容は，2つの内容群に分けて実施した．1つ目の質問群は，研

修としてのTTの効果を評価するものであった．ICT活用に関する教員研修の評価方法を述べ

ている小清水ほか（2014）の質問紙項目を参考に質問紙を作成した．質問は４件法で15問を

用意した．４件法は「とても当てはまる：４点」「どちらかというと当てはまる：３点」

「どちらかというと当てはまらない：２点」「まったくあてはまらない：１点」で点数をつ

けてもらった．２つ目の質問群は，ICT研修プログラム自体を評価してもらうものであっ

た．ICT研修プログラムを実施するにあたって，特徴的な担任の行為についての２問とICT研

修プログラムそのものについての質問１問を用意した． 

 半構造化インタビューを文字化し，特徴的な評価や改善点を共著者と検討し，ICT研修プ

ログラムの評価およびTTにおける教員同士の連携改善の視点を考察した． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図24  調査４の方法 
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6.4 調査４回目の結果および考察 

 １つ目の質問群の内容およびその結果を表７に示す．研修の評価としては，全体的に肯定

的な評価となっていた．質問１「積極的に授業に取り組めた」という質問に関しての理由を

尋ねたところ「T先生（推進教員）が一緒に支援に入ってくれて，使い方トラブルがあった

とき，私が対応できなかったときに対応できる状況ができたので，積極的にやろうと思え

た．」と回答し，推進教員の存在が１人１台の情報端末を活用した授業への意欲を向上する

ことに寄与していたと考えられる． 

一方で，「自分のICTスキルと授業内容が合っていた」という質問に関しては，評価が２

となっていたため，理由を尋ねたところ，「自分のスキルだけでは無理だけど，補助に入っ

てもらって，子どもが操作の仕方に困ったときに，それを100％返してやれないし，教えて

やれないし，確実にやってもらえるT先生（推進教員）がいるとできるというそのバラン

ス．一緒にいると安心感がある．」と回答した．このことから，取り組みたいけれど教授知

識の不足による不安から挑戦できなかった授業方法にも，推進教員がいることで安心して取

り組めたと考えられる． 

また，「困ったときに，この操作でできるのだなと，俺が聴いていて，次に聞かれた時に

それを伝えられるから助かります．全てオール1人でやれと言われるとできない．１回目に

一緒にやって，自分自身もスキルを身につけて，２回目に一人でやってみようと思える．」

と回答した．２つ目の質問群の参観型TTにおいて，学習者として一緒に参加することの質問

に対しては「見て回るのと実際に体験することの両方のよさがある．はじめは見て回ったけ

ど，子どもの使い方も見て学べるし，実際に（クラスに）入ることで触ってみるとわかる．

自分でやってみてわかる．支援者で両方のよさを体験できる」と回答した．担任Mは授業観

察に加え，児童の立場でやってみる体験にも価値があると捉えている．さらに，「見て学ん

で，こういう風に使えるなと覚えて，例えばT先生（推進教員）からクラスルームの課題の

書き方もこういう風に指示を出してという授業の進め方が学べる．このやり方はどうすれば

いいのかなという意欲を掻き立てられる．」と回答した．担任Mにとって教授知識と意欲に

は強い関係があり，ICTに関する教授知識を得ることが授業への実施意欲につながっている

ことがわかる．これらのことから，担任教員が学習者となって児童と一緒に授業に参加する

観察型TTで，八木澤・堀田（2021）における「ICT機器やソフト，ネットワークの特徴や操

作トラブルについての知識」，「ICT機器やソフト，ネットワークを児童が活用するために

必要な指導や学習活動の設計についての知識」の理解が深まり，授業実施の意欲が高まるこ

とが示唆された． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表７ 質問群１ 研修としてのTTの評価(4件法) 

 

評価レベル 質問項目 評価

１　反応　 Googleスライドを使った授業に積極的に取り組めた 4

２　反応 授業支援者の教師と一体となって授業ができた 4

３　反応 総合的に考えて満足いく授業ができた 4

４　反応  Googleスライドを使った授業を授業者として今後もやってみたい 3

５　学習 TTで取り組むことでGoogleスライドを使った授業に自信が持てた(意欲) 4

６　学習 Googleスライドを使った授業への意欲を喚起された(意欲) 4

７　学習 授業におけるGoogleスライドの活用の考え方がわかった (知識) 4

８　学習 授業中の情報交換により，Googleスライドに関する新たな視点が得られた(知識) 4

９　学習 Googleスライドを活用する必要性がわかった(知識) 4

10　学習 Googleスライドを活用する手立てを得ることができた(知識) 4

11　学習 自分の学習指導上における課題を踏まえていた（スキル・問題把握） 4

12　学習　 Googleスライドに取り組むよさや意図がわかった（スキル・推進意図） 4

13　学習 自分のICTスキルと授業内容が合っていた(スキル・整合性) 2

14　学習 Googleスライドに関する授業での学びを具体的に説明できる（スキル・具体性） 4

15　学習 Googleスライドの活用は自分の授業改善につながる（スキル・改善） 4
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２つ目の質問群の「体験型TTにおいて，授業全体の推進は担任，不安な部分は推進教員と

いうTT授業についてどう考えるか」という質問に対して，「いずれ自分でやっていかないと

いけない．1人でやっていくワンクッションがほしい」と回答していた．授業中に一時的に

推進教員と役割を交代する体験型TTは，授業全体を一人で請け負う担任の不安を払拭する効

果もあると言える．このことから，授業中に一時的に推進教員と役割を交代する体験型TTに

より，担任のICTに関する教授知識の理解が深まり，授業実施の意欲も高まることが示唆さ

れた． 

以上のことから，TTを活用したICT研修プログラムにおいて，以下の拡張性も検討するこ

とで運用ができることが明らかとなった． 

・授業者が推進教員，支援者が担任という観察型TTに，担任教員が学習者となって児童と一

緒に授業に参加する形態も含めた観察型TTに類型を拡張して実施する形態（図25） 

・担任が授業中に一時的に推進教員と役割を交代して実施する形態（図26） 

また，上記の形態により，担任教員のICTに関する教授知識の理解が深まり，授業実施の

意欲が高まる事例も明らかとなった(滝沢2022d)． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 結論 

ICT研修プログラムを実施し，評価として半構造化インタビューを行った．その結果，テ

ィーム・ティーチングにおける教員同士の連携のあり方として，担任教員が学習者となって

児童と一緒に授業に参加する観察型TT，授業中に一時的に推進教員と役割を交代する体験型

TTといった形態を取り入れることで，担任教員のICTに関する教授知識の理解が深まり，授

業実施の意欲が高まることが示唆された． 

 

 

 

 

 

 

図25 観察型TTの類型の拡張 

 

図26 体験型TTの類型の拡張 
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７．結論 

 全４回の調査を通して，TTを活用したICT研修プログラムの開発と評価を繰り返し，以下

の結論を得た(図27)． 

研修の類型として以下の３つが必要である． 

①担任が指導や児童実態を観察したり，児童の立場で機器操作をしたりできる観察型研修 

②授業中に即座に質問をしたり，授業進行を任せたりできる体験型研修 

③担任のみでも実施できる事例提供 

 

上記の類型が実施されるプログラム全体に関する前提は以下の３つが必要である． 

④認知的徒弟制の理論に準じたシステム 

⑤同一学級で実施する研修形態 

⑥選択制・双方向性 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図27 ティーム・ティーチングを活用したICT研修プログラム 
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８．残された課題 

本研究では２年間にわたるTTを行って，学級担任のICTに関する教授知識の習得に努めて

きた．１人１台の情報端末を活用した授業への不安の解消と，授業で使う教授知識の習得，

さらに指導手順を自動化するなどの応用方法を学んだ上で，実際にTTを繰り返すことが重要

であると分かった．そのため，本研究の知見を取り入れたTTや教員研修を作成することで，

１人１台の情報端末を活用した授業の準備が可能になるであろう．今回開発したICT研修モ

デルは，より多くの現場の小学校教員が活用できることを念頭に開発・修正をした．この研

修モデルを組み入れることで，例えば，推進教員の持ち授業時数を減らし，他のクラスの授

業にTTとして支援するようにするなど，校内で学び合う体制を作ることもできる．実際にN

市の学校では，このような体制を取っている学校もすでに存在している．本研修モデルの強

みは，推進教員を一律に増やすのではなく，段階的・拡散的に増やしていくことにある．そ

れは，推進教員がTTにより，別の推進教員を増やしていく転移と考えることもできる．個別

支援は遠回りに見えるが，長い目で見れば，段階的・拡散的に推進教員を増やしていくため

には，大事な手立てであると考える．また，平山（2021）では，１人１台の情報端末を活用

した授業の促進要因として，前向きな職場環境を挙げ，自身の活用体験を促す働きがあるこ

とを示している．前向きな職場環境が，失敗への恐れを減らし，積極的な活用，つまり，自

身の活用体験や経験を促すことになると考えられる． 

より良い授業をするために，教師は研鑽を続けなければならない．Brown（2007）が主張

するように，一晩で「マスター・ティーチャー」になることなどできない．この研修モデル

はケーススタディに依拠しているため，一般化は難しく，人的コストが大きい．各学校にTT

という体制を作ること自体が難しいことは確かである．その意味では各教員の授業が急激に

改善されることはないかもしれない．しかし，変わるきっかけを与えてくれるICT研修プロ

グラムであると確信している．日本の教育は１人１台の情報端末が整備されて大きく変わろ

うとしている．デジタル化・クラウド化・個性化などが進む今日の社会で，児童・生徒の情

報活用能力の向上は彼らが激動の社会を生き抜いていくための成功の鍵だといえる．それを

支える教員，特に各小学校において1人1台の情報端末を活用した教育を進める立場の推進教

員が指導に対する関わり方を変えることで，児童の情報活用能力を伸ばすだけでなく，TTで

一緒に授業を行っている教員の意識も変える可能性がある．そのきっかけとして，本研究モ

デルを活用していきたい．２年間，推進教員として１人１台の情報端末を活用した授業の校

内推進を図ってきたが，知識の提供や経験の保障だけでは日常的に普及しない葛藤があっ

た．各担任に徹底的に寄り添う推進教員（自分自身）の姿勢こそが最重要であると気づけた

ことは自分自身の成長であった．本研究は教職歴30年以上の少数の教員からの評価および事

例をもとに分析であり，本研究によって得られた知見は限定的である．しかし，本研究の成

果は各学校現場において情報教育係が推進教員となり，各学級に出向いて授業をしつつ，担

任もTTの支援者として授業を参観したり，授業を部分的に担当したりする際の一助となる点

で意義があると考える．また，教師の専門的能力を検討する際，本研究によって得られたIC

Tに関する教授知識に関しての知見は，教員養成や教員研修等への応用の可能性がある．今

後は，推進教員に求められる資質・能力といった各要素の中身を具体的に精緻化し，さらに

プログラムを改善していくことである． 
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