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＜あらまし＞ 本研究の目的は，写真撮影の経験（以下，
「撮影経験」とする）頻度と写真撮影の知識
や技能の関係について検討することである．小学校高学年の児童への質問調査と写真撮影の活動を取
り入れた授業を実施した．その結果，
「写真撮影に関する知識」において，撮影経験の多い群が撮影経
験の少ない群より高い傾向にあった．「目的に応じた写真の読み取りに関する知識」は，撮影経験の
少ない群が撮影経験の多い群より有意に得点が高いことが示唆された．撮影経験が少ない群は，写真
の撮り方を指導された経験がある児童が多かったことから，撮影経験ではなく，指導された経験が関
係していると考えられる．また，「写真撮影に関する技能」において撮影経験の多少による差は見ら
れなかった．
「手ぶれがない」
「背景に余計なものが写りこんでいない」という評価項目に関して撮影
の経験にかかわらず評価が低かった．写真撮影に関する技能については，指導することで写真撮影の
技能の向上につながると考えられる．
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1．はじめに
「メディア定点調査」(メディア環境研究所 2018）
によると，2018年のメディア総接触時間は，過去最
高の396.0分であった．また，デジタルメディア（
「パ
ソコン」
「携帯電話／スマートフォン」
「タブレット端
末」の合計）が全体に占めるシェアは50.4％と調査開
始以来，初めて1/2を超えて，過半数に達した．中で
もモバイル（
「携帯電話／スマートフォン」と「タブ
レット端末」の合計）のシェアは年々拡大しており，
モバイルが全体に占める割合は33.6％と，1/3を超え
た．年代問わずデジタルメディアが日常にあふれて
おり，身近に存在する．
初等教育現場では，子どもが写真撮影をしたり，鑑
賞したりする機会が従来に比べてより一層増えてい
る．文部科学省（2017a）は，平成29年公示学習指導
要領解説国語編の第5学年及び第6学年の内容で，表
現，共有（話すこと）の「ウ 資料を活用するなどし
て，自分の考えが伝わるように表現を工夫すること」
に「例えば，必要な文言や数値などを引用したり，実
物や画像，映像などを用いたり，図解したものや重要
な語句の定義付けなどを明示したりすることが考え
られる」と記載されている．つまり，児童が自分の意
見を伝える際，写真等の資料を用いて表現を工夫す

ることが求められていることが示されている．
カメラ機能を用いた実践では，田上（2004）は「小
中学校におけるデジタルカメラ活用に関する一考察」
において，デジタル映像が生徒個々の表現力を向上
させ，撮影後に印刷やテレビにモニターでき，即時性
を活かした授業効率の向上があげられると述べてい
る．尾澤（2006）は，
「カメラ付携帯電話を用いた情
報デザイン教育の試み」で大学生を対象に授業実践
を行っている．情報デザイン教育と情報教育との関
連性を高めカメラ付携帯電話の教育利用を図り，日
常的に接しているメディアを利用することで情報の
収集が容易になり効果的であったと述べている．
以上より，携帯電話やデジタルカメラなどのカメ
ラ機能のあるICTを活用した実践が行われており，
表
現力や思考力の向上が示されている．
「学校における教育の情報化の実態等に関する調
査結果」
（文部科学省 2017b）では，教育用コンピュ
ータのうちタブレット型コンピュータの割合が増加
している．平成26年から3年間で5.1倍に増加してお
り，今後もタブレット型コンピュータの導入が増加
すると考えられる．また，文部科学省（2018）は，
平成29年公示学習指導要領の実施を見据え，ICT環
境整備について整備方針を取りまとめている．
「平成

30年度以降の学校におけるICT環境の整備方針につ
いて」
（文部科学省 2018）では，学習者コンピュー
タ（児童生徒用）の機能の考え方として，
「⑥観察等
の際に写真撮影ができるよう『カメラ機能』があるこ
とが望ましいこと．
」としている．これらのことから，
学習者が写真撮影できる機能や環境が求められてい
る．
広瀬（2014）は，ある小学校での調査より，グル
ープに1台のタブレット端末を活用した活動では，
「画像・映像・音声情報の収集・記録印刷」が多く，
タブレット端末をカメラと映像ブラウザとして活用
し，体験活動や観察などの記録と，それをもとにした
話し合い活動が多く行われていたと述べている．以
上より，タブレット端末を用いた授業では，カメラ機
能や写真の閲覧などでの活動が多く行われているこ
とが示唆される．
タブレット端末を使用した授業実践では，片岡
（2014）は，人を楽しませる目的をもったアニメー
ション作りの授業において，児童がタブレットのカ
メラ機能を活用した事例を挙げている．山中（2014）
は，低学年の児童にタブレット端末でその日に起き
た出来事を写真や動画で記録させるという実践を行
っている．タブレット端末を使用した授業では，カメ
ラ機能を用いた実践も多く存在する．
小林（2012）は，小学校理科における授業では，
タブレット端末のカメラ機能を利用してアルコール
脱色法による葉の色の変化を記録し，変化の様子を
比較したり，他の班の結果と比較したりして、事実に
基づいて考えたり，根拠を明確にして話し合ったり
する姿が見られたと述べている．タブレット端末を
用いて実験前の画像を提示し，実物投影機を用いて
実験後の様子を提示するなど，仲間に分かりやすく
説明しようとする姿が多くみられ，聞く側も具体物
を提示され，実験前後の違いも明確なため，理解しや
すくなった．これらのことから，タブレット端末のカ
メラ機能の活用により，児童の表現力の向上が示さ
れている．カメラ機能を用いて撮影，写真の提示を行
うことで人に伝えやすい工夫や伝わる写真を撮影す
るといった表現力が身につくことが考えられる．
成家（2016）は，国語科の授業で動画編集機能や
写真機能がついており，持ち運びができるという特
長をもつタブレット端末を用いて児童が学校のコマ
ーシャルを作るという実践を行っている．伝えたい
内容に合わせて児童が写真を撮影し，それらを用い
てグループで話し合いをしながらコマーシャルを作

成しており，カメラ機能や写真編集を用いた実践が
行われている．このようにカメラ機能を用いた実践
も多く，タブレット端末を使う授業では，タブレット
端末の普及に伴い，児童が写真を撮影する機会が増
えていくことが考えられる．
2．研究の目的
タブレット端末を用いた授業が増加していくと考
えられる中で，児童のタブレット端末を用いた撮影
経験が写真撮影に関する知識・技能に及ぼす影響に
ついては明らかになっていない．そこで，本研究は児
童の撮影経験と写真撮影に関する知識・技能の関係
性を明らかにすることを目的とする．
3．研究の方法
3.1.調査対象
東京都内の公立A小学校第6学年の児童29名，東京
都内の公立B小学校第5学年の児童30名を対象に行
った．
3.2.調査時期
平成30年9月中旬から10月下旬を調査の実施期間
とした．
3.4．調査内容
本研究では，児童の撮影経験の頻度と写真撮影や
写真に関する意識を明らかにするために，事前意識
調査アンケートを行った．次に，児童の写真撮影に関
する技能を図るため，児童がタブレット端末を用い
て写真を撮影する活動を取り入れた授業を実施した．
さらに，児童の写真撮影に関する知識の実態を調査
するために，実践授業後，写真に関するテストを行っ
た．
3.4.1.事前意識調査アンケート
事前意識調査アンケートでは，
Q１：あなたの性別はどちらですか．
Q２：普段どの程度写真を撮影しますか．
Q３：何を使って写真を撮影していますか．
Q４：写真を撮影することは好きですか．また、何を
撮影することが好きですか．
Q５：写真を見ることは好きですか．また、どのよう
な写真を見ることが好きですか．
Q６：写真を上手に撮影する自信がありますか．
Q７：写真をきれいに撮影する自信がありますか．

表１ 事前意識調査アンケートの項目

意識調査アンケートの内容
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q 10

あなたの性別はどちらですか。
普段どの程度写真を撮影しますか。
何を使って写真を撮影していますか。
写真を撮影することは好きですか。また、何を撮影することが好きですか。
写真を見ることは好きですか。また、どのような写真を見ることが好きですか。
写真を上手に撮影する自信がありますか。
写真をきれいに撮影する自信がありますか。
学校の教科書にのっている写真を見ていますか。
学校の授業の中で写真が使われることは好きですか。
写真の撮り方について教わったことがありますか。

Q８：学校の教科書にのっている写真を見ていますか．
Q９：学校の授業の中で写真が使われることは好きで
すか．
Q１０：写真の撮り方について教わったことがありま
すか．
という項目に対して〔1．とても好き，2．少し好き，
3．どちらとも言えない，4．あまり好きではない，5．
まったく好きではない〕のように5件法で質問紙調査
を行った（表１）
．最後に写真に対して考えているこ
と，知っていること，知りたいことなどを自由記述さ
せ，写真に対する意識調査を行った．

３「被写体がまっすぐである」
，評価４「逆光でない」
ものとしている．また，カメラやビデオなどの映像機
器等を製造する大手電機機器メーカーであるCanon
は，写真撮影の技能として，撮りたいもの以外すなわ
ち余計なものを写真のフレーム内に入れないことを
挙げている．そこで，本研究の写真の分析においても
「背景に余計なものが写っていない」ことを評価の
一つとし上記の４点に加え，計５つの条件を写真の
分析の評価とした．写真の条件に基づいて児童の撮
影した写真の分析を行った（表２）
．
表２

3.4.2. 児童による写真撮影の評価
本実践授業の校種は小学校，対象学年は5・6年生，
タブレットのカメラ機能は撮影を用いて第一著者が
指導案を作成した．
実践授業は，
(1) タブレット端末（iPad）の操作を説明する．
(2) タブレット端末で係活動を紹介する写真を撮る
ことを説明する．
(3) どのような写真を撮るかを話し合う．
(4) グループごとにテーマに合った写真を撮影する．
(5) 撮影した写真の中から係活動を紹介する写真と
して最も適していると思う写真を選択する．
(6) 写真を選んだ理由を発表する．
といった流れで行った．しかし，児童の実態に合わせ
るため細かな流れや手立てについては授業者に託し
た．
佐藤ほか（2015）によると伝わる写真を評価１「指
が写りこんでいない」
，評価２「手ぶれがない」
，評価

写真分析の評価項目

評価内容
評価１ 指が写りこんでいない
評価２ 手ぶれがない
評価３ 被写体がまっすぐである
評価４ 逆光でない
評価５ 背景に余計なものが写っていない
3.4.3.事後テスト
事後テストでは，写真撮影に関する知識を評価す
るため，授業後に事後テストを行い，撮影経験が多い
児童と撮影経験が少ない児童の写真に対する実践力
の定着度ついて４つの質問で確認をした．1・2問目
は，撮影技能の習得を確認する質問である（図１）．
使用意図にあった写真として適しているか，適して
いないかを選択させ，選んだ理由を記述させた．１つ
の問題に対し３つの写真を用意し，それぞれの写真

に対して適しているか適していないかを選択させた．
例えば問１は，①被写体が正面を向いて写っている
写真②被写体が斜めに映っている写真③写真全体が
ピンボケしている写真である．
３・４問目は目的に応じた写真の選択に関する問
題である（図２）
．１・２問目と同様に使用意図にあ
った写真として適しているか，適していないかを選
択させ，選んだ理由を記述させた．
4．結果と考察
4.1.撮影経験に関する調査の結果
対象となる児童59名に事前の調査で「普段どの程
度写真を撮影しますか」という質問に対し，６件法
（１．毎日，２．２日に一回程度，３．３日に一回程
度，４．１週間に一回程度，５．１か月に一回程度，
６．ほとんどない）で質問紙調査を行った．その結果，
有効回答が5年生27名，６年生30名，計57名得られた．
本研究では，質問に対し，１～３と回答した児童を
「撮影経験の多い群」とし，４～６と回答した児童を
「撮影経験の少ない群」とした．撮影経験の多い群は
20名，撮影経験の少ない群は37名であった．
4.2.撮影経験と意識調査の結果と考察
事前に行った意識調査のぞれぞれの問いに対する
有効回答数は，
「Q４：写真を撮影することは好きで
すか」が57名，
「Q５：写真を見ることは好きですか」
，
「Q６：写真を上手に撮影する自信がありますか」
，
「Q７：写真をきれいに撮影する自信がありますか」
，
「Q８：学校の教科書にのっている写真を見ています
か」
，
「Q９：学校の授業の中で写真が使われることは
好きですか」が58名であった．
撮影経験の多い群と撮影経験の少ない群のQ４～
Q９におけるそれぞれの意識調査を分散分析した結
果を示す．
「Q４：写真を撮影することが好きですか」という
質問では，撮影経験の多い群の平均が4.26（S.D.＝
1.01），撮影経験の少ない群の平均が3.63（ S.D.＝
1.13）であり，撮影経験の多い群が撮影経験の少ない
群より有意に高い傾向が見られた（F（1,55）＝4.06，
p<.10）．
「Q５：写真を見ることは好きですか」という質問
では，撮影経験の多い群の平均が4.25（S.D.＝0.94）
，
撮影経験の少ない群の平均が3.92（S.D.＝1.09）であ
り，有意差はなかった（F（1,56）＝1.27，n.s.）
．
「Q６：写真を上手に撮影する自信がありますか」

という質問では，撮影経験の多い群の平均が3.60
（ S.D. ＝1.11），撮影経験の少ない群の平均が3.21
（S.D.＝1.24）であり，有意差はなかった（F（1,56）

図１
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＝1.34，n.s.）
．
「Q７：写真をきれいに撮影する自信がありますか」
という質問では，撮影経験の多い群の平均が3.70
（ S.D.＝1.19），撮影経験の少ない群の平均が3.34
（S.D.＝1.08）であり，有意差はなかった（F（1,56）
＝1.29，n.s.）
．
「Q８：学校の教科書にのっている写真を見ていま
すか」という質問では，撮影経験の多い群の平均が
4.50（ S.D. ＝0.74），撮影経験の少ない群の平均が

4.50（S.D.＝0.85）であり，有意差はなかった（F（1,56）
＝0.00，n.s.）
．
「Q９：学校の授業の中で写真が使われることは好
きですか」という質問では，撮影経験の多い群の平均
が4.25（S.D.＝0.70）
，撮影経験の少ない群の平均が
3.92（S.D.＝0.93）であり，有意差はなかった（F（1,56）
＝1.87，n.s.）
．
また，
「Q３：何を使って写真を撮影していますか
（複数回答あり）
」という質問では，撮影経験の多い
群では，携帯電話（スマートフォンを含む）が13名，
デジタルカメラが５名，携帯型ゲーム機が３名，タブ
レット端末が５名，ないが０名，その他が５名であっ
た．
撮影経験の少ない群では，携帯電話（スマートフォ
ンを含む）が17名，デジタルカメラが６名，携帯型ゲ
ーム機が４名，タブレット端末が14名，ないが２名，
その他が６名であった．全体としても携帯電話での
写真撮影が最も多いという結果が得られた．撮影経
験の多少にかかわらず，スマートフォンを含む携帯
電話を用いた写真撮影を行っている人数が多かった．
「青少年のインターネット利用環境実態調査」
（内
閣府 2018）の結果では，平成29年度の小学生のスマ
ートフォン・携帯電話の所有・利用状況は，55.5%で
あった．このように，過半数の小学生は，自由に使用
できるスマートフォンや携帯電話が身近に存在する
ことから，Q３における回答の結果である写真を撮影

するツールとして，携帯電話が上位になったと考え
られる．
4.3.撮影経験と写真分析の結果と考察
全体の達成率は，評価１「指が写りこんでいない」
は100%，評価２「手ぶれがない」は71.7%，評価３
「被写体がまっすぐである」は94.0%，評価４「逆光
でない」は91.1%，評価５「背景に余計なものが写り
こんでいない」63.1%であった．次に撮影経験の多い
群と少ない群の達成率を示す（図３）
．
4.3.1.撮影経験の多い群の結果
撮影経験の多い群の分析結果は，評価１「指が写り
こんでいない」は100%，評価２「手ぶれがない」は
72.2%，評価３「被写体がまっすぐである」は93.2%，
評価４「逆光でない」は92.7%，評価５「背景に余計
なものが写りこんでいない」55.0%の達成率であった．
4.3.2.撮影経験の少ない群の結果
撮影経験の少ない群の分析結果は，評価１「指が写
りこんでいない」は100%，評価２「手ぶれがない」
は71.3%，評価３「被写体がまっすぐである」は94.8%，
評価４「逆光でない」は89.6%，評価５「背景に余計
なものが写りこんでいない」71.3%の達成率であった．
4.3.3.考察
撮影経験の多少による関係性はみられなかった．

図３ 写真分析の結果（撮影経験別）

図７ 事後テストの正答率（経験別）
しかし，評価２「手ぶれがない」評価５「背景に余計
なものが写りこんでいない」という評価項目に関し
て撮影経験の多少にかかわらず評価が低かったこと
から，経験では満たすことができない写真撮影に関
する技能だと考えられる．そのため，上記の２つの写
真撮影に関する技能については，指導することで写
真撮影に関する技能の向上につながると考えられる．
評価５「背景に余計なものが写りこんでいない」に
おいては，今回の撮影場所が各教室内，もしくはその
付近（廊下など）に限られており，密集した空間での
撮影であったため，背景に写したいもの以外が入っ
てしまうことが避けられなかった可能性も考えられ
る．しかし，児童の中では，余計なものが写ることを
避けるため，ホワイトボードの前で写真を撮影する
ことで背景に余計な情報となるものを入れない工夫
をしていたり，周りにいる児童に対して写真に入り
込まないように声をかけることで写らないようにし
たりといった児童が見られた（図４，図５，図６）．
4.4.撮影経験と事後テストの結果
理由を含め明確に記述，選択されていたものを正
答とした．全体の事後テストの結果を示す．１問目①
の正答率は91.1%，１問目②の正答率は83.9%，１問
目③の正答率は92.7%であった．２問目①の正答率は
87.5%，２問目②の正答率は85.7%，２問目③の正答

率は75.0%であった．３問目①の正答率は63.6%，３
問目②の正答率は67.3%，３問目③の正答率は70.9%
であった．４問目①の正答率は75.0%，４問目②の正
答率は64.3%，４問目③の正答率は76.8%であった．
１・２問目は主に写真撮影の技術に関する問題で
あり，比較的正答率の高い傾向が見られた．３・４問
目は目的に応じた写真の選択に関する問題であり，
写真撮影に関する技術の問題と比較すると正答率が
下がった（図７）
．
4.4.1.撮影経験の多い群の結果
１問目①の正答率は94.7%，１問目②の正答率は
89.5%，１問目③の正答率は94.4%であった．２問目
①の正答率は94.7%，２問目②の正答率は84.2%，２
問目③の正答率は78.9%であった．３問目①の正答率
は57.9%，３問目②の正答率は73.7%，３問目③の正
答率は73.7%であった．４問目①の正答率は57.9%，
４問目②の正答率は63.2%，４問目③の正答率は
68.4%であった．
4.4.2. 撮影経験が少ない群の結果
１問目①の正答率は91.4%，１問目②の正答率は
82.9%，１問目③の正答率は94.3%であった．２問目
①の正答率は85.7%，２問目②の正答率は88.6%，２
問目③の正答率は77.1%であった．３問目①の正答率

図４

児童が撮影した写真の例①

図５

児童が撮影した写真の例②

図６

児童が撮影した写真の例③

は67.6%，３問目②の正答率は64.7%，３問目③の正
答率は70.6%であった．４問目①の正答率は88.6%，
４問目②の正答率は68.6%，４問目③の正答率は
85.7%であった．

4.4.3.考察
問１，問２は写真撮影に関する知識についての問
題であった．撮影経験の多い群が高い傾向にあり，撮
影経験と写真撮影に関する知識には，撮影経験が多
いほど知識が得られることが示唆された．
一方，問３，問４は目的に応じた写真の選択に関す
る問題であった．これらの結果から，撮影経験の少な
い群の正答率が撮影経験の多い群より有意に高い傾
向であった．しかし，事前意識調査アンケート「Q10:
写真の撮り方について教わったことがありますか」
という質問との関係性を見ると，撮影経験の多い群
のうち写真の撮り方について指導された経験がある
児童の割合は20.0％であり，撮影経験の少ない群の
割合は32.4％であった．撮影経験の少ない群の方が
以前に写真の撮り方について指導された経験がある
ことが示された．したがって，目的に応じた写真の選
択に関する知識においては，撮影経験の多少との関
係性は少なく，指導された経験が関係していると考
えられる．
5．まとめと今後の課題
本研究では，写真撮影の経験と写真撮影の知識・技
能の関係性について検討した．
写真撮影の経験が多い群は，写真分析において「指
が写りこんでいない」
「被写体がまっすぐである」
「逆
光でない」の３つの評価項目で，写真撮影の経験が少
ない群より高い傾向が見られた．経験によって写真
撮影に関する知識・技能が身についていると考えら
れる．
写真撮影の経験が少ない群は，事後テストにおい
て，目的に応じた写真の選択に関する問題で写真撮
影の経験が多い群より有意に高い傾向が見られた．
写真撮影の経験が少ない群は，写真撮影について指
導された経験がある児童が多かったことから，経験
数ではなく，指導された経験が関係してくると考え
られる．
写真分析の「手ぶれがない」
「背景に余計なものが
写りこんでいない」の評価項目では，写真撮影の経験
がおおよそ写真撮影に関する知識・技能とは関係が
ないことが示唆された．そこで，写真撮影の経験では
なく，写真撮影の知識や技能に関して指導された経
験が関係していると考えられる．
「手ぶれがない」
「背
景に余計なものが写りこんでいない」という写真撮
影の知識・技能については，児童に指導することで写
真撮影の知識・技能を身に付けさせる必要があるこ

とが示唆される．
本研究では小学校５・６年生58名を対象に分析を
行ったが，対象の学年が絞られていることや対象数
が少ないことが考えられる．今後は，対象を増やし撮
影経験と写真撮影に関する知識・技能の関係につい
てさらに検討していきたい．
また，今回の結果では，写真撮影に関する知識・技
能を指導することの必要性が示唆された．そこで写
真撮影に必要な指導内容を検討する必要がある．
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