ICT 活用の第一歩
スマホを活用した授業展開
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ていくため，ある単元を教える時間は限られて

ることができ，習熟度の低い生徒への対応が容

いる。また，授業以外の校務に追われ，躓いて
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学校への許可申請

が続くと，“やっても無駄だ”という負の連鎖
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に陥って簡単にあきらめる習慣が身に付いてし

誤ると非常に危険なものとなるのは周知のこと
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め心配したが，幸いにも全員の保護者から同意
書が提出された。また，スマホを所有していな
い生徒がいる可能性もあったが，工業科 1 年生
は 100％所有していたため，貸出用のスマホを
用意する必要もなく，スムーズに導入できた。
⑶

図2

スマホ用問題作成ツール選定

分数の計算問題

6．生徒のスマホでの問題解答

稟議書を提出した段階で，スマホ用問題作成
ツールの候補は数点にしぼっていたが，有料，

いきなりスマホで解答させるとトラブルが起

無料とさまざまある。今回は無料で問題作成，

きる可能性があると考え，簡易マニュアルを作

解答集計，解答分析までしてくれる Googleform

成し，クラス担任にお願いし，朝のショートホ

を使用した。作成の詳細については後述する。

ームルームにおいて試験的にスマホで簡単な問

5．スマホ用の問題作成

題をしてもらった。iPhone にはもともと QR
コードを読むシステムが組み込まれていたが，

ここからは Googleform での問題作成手順に

一部の Android スマホはアプリをダウンロード

ついて説明する。

しなければならないようであった。

Googleform で問題を作成するにあたっては，
Google アカウントが必ず必要となる。試験で
あるので，生徒の解答を 1 回に制限したかった
が，それをするには生徒も Google アカウント
を持っている必要があり，断念した。今回は，
個々の基礎数学力を知るための問題を作成する
こととし，所属科と学籍番号の 2 つをキーに特
定することとした。
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プレテスト

本番でも問題用紙に web リンク QR コード
を貼付し，生徒自身のスマホで読み込ませて解
答させた。途中トラブル等で携帯が使用不可能
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になった者は，直接問題用紙に答えを記入させ

Googleform の入力画面

た。ほとんどの生徒はトラブルなく解答できた。

7．Googleform による採点

問題作成で注意しなければならないのは，ス
マホによる入力なので，全角，半角，―（マイ

生徒が解き終わった瞬間に採点が行われるた

ナス）と－（ハイフン）の区別等，採点時にミ

め，人の手による採点の手間がない。また，

スが起きないよう注意を払うことと，AI とは

Google が自動的に分析してくれるため，傾向

異なり，生徒がスマホで入力した値を正確に採

を分析しやすい。

点させるためには，図 2 のように分数の計算を

8．今後の課題と展望

答える場合，分母，分子をそれぞれ答えさせる

今回，学校設定科目「基礎教養」において，

必要があるなど，答え方に制限を設けなければ

Googleform で問題作成，集計を行ったが，改

ならないことである。

めてこのようなツールを活用した授業の必要性
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で図り，計算や考える力を問う問題，答えを導
き出す能力を評価したい場合などにおいては，
やはり紙に優位性があると感じた。さらにマン
ネリ化を防ぐ対応も必要だと感じた。有料のツ
ールにおいては，音声に対応した問題も作成で
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き，インターネットに接続されている状態であ

分析情報

れば，リスニングの問題も作成できる。今後は，
このようなツールの活用も検討していく必要が
ある。AI の発展が著しく，大手塾や予備校で
は受講生個々に応じた学習の提案がなされてお
り，成績アップの効果は絶大のようだ。個々の
成績を伸ばすにはこのようなシステムにアドバ
ンテージがあるのは間違いない。しかし，我々
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公教育に携わる者は，いかに生徒と向き合う時

誤答の多い問題を自動で提示

間を確保していくかが重要だと考える。今回は

を感じた。問題作成の手間は多いが，慣れれば

工業科 1 年で実験的に取り組んだが，こうした

その作成スピードも上がる。基本的にパソコン

取組が学校全体に広がれば，授業改善や学力向

を利用して Word ができるスキルがあれば，今

上につながるものと考えられる。結果として教

回私が活用した方法でスマホ問題の作成はでき

員が生徒に関わることのできる時間を増やせる

るので興味関心のある先生方を軸に横方向に展

のではないだろうか。

開していけたらと思う。また座学では興味を示

他にも働き方改革が推し進められる中，様々

さない生徒が，スマホに映し出された問題を真

なアンケートが行われ，その集計は担任や各分

剣に解く様子を見て，これこそが本来必要とさ

掌の責任者に委ねられている。アンケートを依

れる学びの姿だとも感じた。スマホ使用につい

頼する側も依頼される側も非常にストレスを感

ては賛否両論ある。新聞等でもスマホ依存の児

じている現状にある。今回のスマホを活用した

童・生徒の問題が取りざたされているが，その

回答スタイルに生徒が慣れてくれば，スマホで

ような中でも私はスマホを活用した授業により

のアンケートが実施でき，集計作業等もスムー

大きな将来性を感じた。

ズに行え，先生方の負担も減るのではないかと
思う。

ただ，スマホを活用した授業を通して改めて

次年度以降，学校全体に展開していけるよう，

感じたことがある。スマホを使った授業のみを
行うのではなく，紙媒体も効果的に利用すべき

さまざまな課題解決にスマホを活用できないか

ということである。生徒の進捗状況をいち早く

模索しながら，スマホを活用していけるよう働

知りたいとき，フィードバックを早く生徒に返

きかけをしていきたいと思う。

したいとき，家庭でも学習する習慣を身に付け
させたいときなどには，スマホの活用がうって
つけだと感じたが，紙媒体での授業とスマホで
の授業の併用に親和性を感じ取れた。
たとえば，
暗記系の授業においては，その理解度をスマホ
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