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Abstract: In the current study, a questionnaire survey was conducted on 72 teachers in charge of health education 
classes in order to elucidate the challenges of effectively conducting health education classes using Information and 
Communication Technology (ICT). The results showed that only 58% of the teachers used ICT in health education. 
The teachers who did not use ICT reported “undeveloped environment at work school,” “lack of experience 
with operations required for ICT,” “lack of understanding of scenes and timings for ICT use,” and “burden of 
preparation” as the reasons for not using it. Even those teachers who used ICT were unable to fully utilize it to 
encourage students’ thought and judgment. In addition, teachers did not perceive the class to be effective when 
the teaching materials had not been fully reviewed or when the lesson development did not correspond well with 
the use of ICT. Also, some teachers did not have confidence in teaching a health education class using ICT, and 
the reasons for that included “lack of ability regarding ICT operation,” “lack of understanding about how to utilize 
ICT in health education,” and “lack of class preparation time for ICT utilization.” The current study revealed that 
the main challenges for the effective use of ICT and the attitudes toward ICT use in teachers who teach health 
education classes included 1) undeveloped environment for ICT use in each school, 2) lack of teachers’ ability in 
operating ICT, and 3) lack of lesson development abilities and preparation time for the effective use of ICT.

Key words：Health education class, ICT, Teacher, Issues, Awareness
キーワード：保健授業，ICT，教師，課題，意識

Ⅰ．緒　言

　近年のインターネットの利用環境の拡大や，パソコ
ン，タブレット端末等の様々な情報通信機器の普及な
どに伴う情報化社会の進展の中で，我が国の学校教育
は，そのような情報通信技術（ICT：Information and 
Communication Technology）注１）を最大限に活用して
教育の質を高めるための「教育の情報化」を推進してい
る６,７,８）．2011年に文部科学省によって公表された「教
育の情報化ビジョン」７）では，こうした「教育の情報
化」に向けて学校で取り組む課題の一つとして，教科指
導におけるICTの活用を挙げている．また，同じく文部
科学省の「第2期教育振興基本計画」３），内閣府による
「日本再興戦略2016 ―第４次産業革命に向けて―」13）お
よび「世界最先端IT国家創造宣言」14）では，ICTの積
極的な活用による指導方法や指導体制の工夫改善を通じ

た協働型・双方向型の授業革新を推進すること，デジタ
ル教科書・教材の導入に向けた検討を踏まえ，制度面・
環境面を含めて必要な取組を推進することなどが示され
ている．
　これらの指針や方策を受けて，学校におけるICT環境
は年々整備が進んでいる．例えば，2016年に文部科学省
により実施された「学校における教育の情報化の実態
等に関する調査結果」４）によると，全国の公立学校に
おいて，「普通教室の校内LAN整備率」や「超高速イン
ターネット接続率」，「電子黒板のある学校の割合」は約
８割であり，また，学校が保有している「タブレット型
コンピュータの台数」は，2014年から2016年の２年間で
約７万台から約25万台へとおおよそ3.5倍に増加してい
ることなどが報告されている．授業場面におけるICTの
活用方法についても，文部科学省は「教育の情報化に関
する手引き」６）を発行し，「教師が児童生徒に学習内容
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を提示する場面において，教科書にある挿絵ではなくデ
ジタルコンテンツを活用すること」，「児童生徒がイン
ターネットを用いて情報収集を行ったり，プロジェクタ
を用いて自分の考えをわかりやすく説明したりするこ
と」などの詳細な具体例を示し，その普及や啓発に努め
ている．
　ここで，保健授業（小学校体育科「保健領域」，中学
校保健体育科「保健分野」，高等学校保健体育科「科目
保健」）におけるICTの活用に着目すると，平成20，21
年改訂の中学校および高等学校の現行の学習指導要領の
解説５, 11）では，「必要に応じてコンピュータ等を活用す
ること」や「課題学習等における情報通信ネットワーク
等の活用や学習に関連する統計図表等の作成などが考え
られる」の文言が記されている．また，平成29年に改
訂された小学校および中学校の学習指導要領の解説10, 12）

では，「コンピュータや情報通信ネットワークなどの情
報手段を積極的に活用すること」や「健康情報の収集，
健康課題の発見や解決方法の選択における情報通信ネッ
トワーク等の活用」が記されている．このように，保
健授業においてもICTの活用については重要視されてお
り，昨今のICT環境等の充実も踏まえるならば，今後さ
らに授業内での位置づけも高まることが予想される．例
えば，保健授業では発育発達，疾病予防，傷害の防止な
ど，健康や安全を軸とした様々な指導内容が位置づけら
れており，それらの内容に関わる児童生徒の「基礎的な
知識・技能」の習得，「思考力・判断力・表現力等」の
育成，「主体的に学習に取り組む態度」の育成などの学
力向上を図っていくためにはICTの活用が効果的である
と考える．また，情報化社会の進展により，健康・安全
に関する様々な情報が溢れている社会環境の中で，ICT
を活用した保健授業により，児童生徒が健康・安全に関
わる適切な情報を収集・選択し，正しく判断する能力を
一層高めることなども必要である．
　ところで，保健授業でのICTの活用状況は，どのよう
な実態となっているのであろうか．2015年に公益財団法
人日本学校保健会が実施した保健授業の実態に関する全
国調査２）の結果をみると，保健授業の指導方法の工夫
として，「コンピュータを活用した」教師の割合は，小
学校23.1％，中学校25.2％，高等学校 26.7％と，いずれ
の学校種も低率であったことが報告されている．ICTに
ついては様々な機器が存在するが，その代表ともいえる
コンピュータの活用者の割合が３割未満にとどまってい
たことから，ICTを活用した保健授業の実践状況は低調
であることがうかがえる．全国調査に基づく上記の結果
は貴重である一方で，同調査は，保健授業におけるICT
の活用場面やそのねらい，活用されているICTの種類，
ICT活用に対する教師の意識等については把握していな
い．今後の保健授業でのICT活用の推進を図る上で，こ

れらの点の現状と課題を明らかにしておくことが，具体
的な授業展開や教材レベル等での詳細な検討を可能にす
ると考える．ただし，現時点でそのような点に着目した
研究は見当たらない．
　そこで本研究では，小学校，中学校，高等学校におけ
る保健授業の担当教師を対象に，保健授業におけるICT
の活用状況や活用に向けた意識等についての質問紙調査
を実施することにより，今後，ICTを活用した保健授業
を効果的に実践していく上で検討すべき課題を明らかに
することを目的とした．

Ⅱ．方　法

１．対象者および調査手順
　2015年８月から10月に，T県内の小学校，中学校，高
等学校の保健授業担当教師を対象とした無記名自記式の
質問紙調査を，集合調査法および郵送法により実施し
た．具体的には，保健教育をテーマとした教員研修会に
参加した教師に対し，研修会終了後に調査票への回答を
依頼した．時間内に回答できなかった教師には後日，回
答済みの調査票を郵送するよう依頼した．解析対象者は
72人であり，有効回答率は100％であった． 
　倫理的配慮として，質問紙のフェイスシートに，無記
名調査であり回答者が特定されないこと，得られたデー
タは本研究の目的以外には使用しないことなど，プライ
バシーの保護やデータの適切な取り扱いについて明記
し，回答者の同意を得た上で実施した．
２．調査内容および分析項目
　著者および保健科教育を専門とする大学教員が，平成
20，21年改訂の小学校，中学校，高等学校の学習指導要
領解説５,９, 11）の内容，文部科学省による「教育の情報化
に関する手引き」６）や「教育の情報化ビジョン」７）の
内容を踏まえて，調査票の枠組みを検討し，それに基づ
いて項目，選択肢を作成した．作成した調査票について
は，現職の小学校教師および中学校教師により，調査内
容，ワーディング等についてのチェックを受け，適宜修
正を加えた上で完成させた．
　調査票の枠組は，「属性」，「保健授業の担当状況」，
「保健授業の指導に対する考え」，「保健授業でのICTの
活用状況」，「保健授業でのICTの活用による効果の主
観的評価」，「保健授業でのICTの活用に向けた意識」，
「ICT機器を活用して指導する能力の自己評価」の7領域
で構成されており，全51項目である．その中で本研究
では，「保健授業でのICTの活用状況」，「保健授業での
ICTの活用による効果の主観的評価」，「保健授業での
ICTの活用に向けた意識」についての状況を明らかにす
ることを優先課題として捉え，下記の４領域の26項目を
分析に用いた． 
１）対象者の属性
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　「性別」，「教員職種」，「年齢区分」，「教職経験年数」
の４項目を用いた．
２）保健授業でのICTの活用状況
　調査の前年度における「ICT活用の有無」の１項目，
授業の①導入，②展開，③まとめの各場面におけるICT
の「活用経験」，「活用のねらい」，「活用した機器」の９
項目を用いた．また，保健授業においてICTを活用しな
かった教師に対する「ICTを活用しなかった理由」およ
び「今後のICTの活用意思」（４件法：考えている，ど
ちらかといえば考えている，どちらかといえば考えてい
ない，考えていない）の２項目も用いた．
３）保健授業でのICTの活用による効果の主観的評価
　ICTの活用により，児童生徒の「関心・意欲は高まっ
たか」，「思考・判断は促されたか」，「知識・理解は促さ
れたか」の３項目（４件法：そう思う，どちらかといえ
ばそう思う，どちらかといえばそう思わない，そう思わ
ない），自由記述の項目として設定した「担当した保健
授業でICTの活用が効果的であったと思われる具体的な
事例（成功例）」および「担当した保健授業でICTの活
用が効果的でなかったと思われる具体的な事例（失敗
例）」の２項目を用いた．
４）保健授業でのICTの活用に向けた意識
　「保健授業を充実させていく上で，ICTを積極的に活
用することは重要だと思うか」，「今後，保健授業におけ
るICTの効果的な活用法に関する研修会があれば，参加
したいと思うか」，「保健授業の予習や復習の場面におい
て，ICTを活用すること（動画視聴やインターネット検
索等）が有効と思うか」，「ICTを効果的に活用して保健
授業を実施する自信があるか」の４項目（４件法：前３
項目 そう思う，どちらかといえばそう思う，どちらか
といえばそう思わない，そう思わない／最後１項目 あ
る，どちらかといえばある，どちらかといえばない，な
い）と，自由記述の項目として設定した「ICTを活用し

た保健授業を実施する自信がない理由」の１項目を用い
た．
なお，上記の２）～４）の質問においては，具体的な
ICT機器をイメージした上での回答を得るための配慮と
して，質問文の前文において，文部科学省の「教育の情
報化に関する手引き」６）で例示されているICT機器の種
類を基に作成した「ICT機器の例」注２）を示した．
３．分析方法
　保健授業でのICTの活用状況，保健授業でのICTの活
用による効果の主観的評価，保健授業でのICTの活用に
向けた意識，の各項目の選択肢に対する回答について，
単純集計により割合や度数を算出した．なお，本研究で
は対象者数が多くなかったことから母集団との標本誤差
が大きくなることを避けるために，校種別や年齢区分別
での数量的な分析は実施しなかった．自由記述の質問に
対する回答については，著者と保健科教育を専門とする
大学教員との協議により，各記述内容の意味合いや共通
点，相違点を吟味しながらカテゴリー化を行った．その
際には，校種の情報も併せて示した．

Ⅲ．結　果

１．対象者の属性
　対象者の属性別の人数について，性別では男性が46
人，女性が25人，無回答1人であった．教員職種では小
学校教師が44人，中学校保健体育科教師が13人，高等学
校保健体育科教師が７人，養護教諭が8人であった．年
齢区分では20歳代が6人，30歳代が11人，40歳代が34人，
50歳代以上が21人であり，教職経験年数では５年未満が
６人，５年以上10年未満が５人，10年以上20年未満が20
人，20年以上が41人であった．
２．保健授業でのICTの活用状況
　対象者72人の中で，調査前年度の2014年度に担当した
保健授業においてICTを活用した者の割合は58.3％（42

① 児童生徒の知識・理解を促すため 50.0% 86.5% 55.5%

② 児童生徒の思考・判断を促すため 18.8% 43.2% 22.2%

③ 児童生徒の関心・意欲を高めるため 93.8% 54.1% 11.1%

④ 児童生徒に授業のねらいを示すため 18.8% 0.0% 0.0%

⑤ 児童生徒に情報の収集や選択を行わせるため 0.0% 8.1% 0.0%

⑥ 児童生徒に授業のふりかえりを行わせるため 0.0% 0.0% 88.9%

⑦ その他※ 3.1% 2.7% 11.1%
a  「導入」場面でICTを活用した32人を母数として算出．
b  「展開」場面でICTを活用した37人を母数として算出．
c  「まとめ」場面でICTを活用した9人を母数として算出．

「展開」場面 b 「まとめ」場面 c　「導入」場面 a

表１　各授業場面におけるICTの活用のねらい（各場面で複数回答方式）
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人）であった．このICTを活用した42人の教師におい
て，授業内での活用場面について複数回答形式で尋ね
たところ，「導入」場面で活用した者は76.2％（32人），
「展開」場面は88.1％（37人），「まとめ」場面は21.4％
（９人）であった．
　次に，各場面においてICTを活用した者における，
ICTの活用のねらいを表1に，活用されたICTの機器を
表2に示す．「導入」場面におけるICTの活用のねらい
は，「児童生徒の関心・意欲を高めるため」が93.8％で
あり，「児童生徒の知識・理解を促すため」が50.0％，
「児童生徒の思考・判断を促すため」が18.8％，「児童生
徒に授業のねらいを示すため」が18.8％，「その他」が
3.1％であった．また，活用されたICTの機器のうち，半
数以上の回答がみられたのは「パーソナルコンピュー
タ」（59.4％），「ビデオ教材」（53.1％）であった．
　「展開」場面におけるICTの活用のねらいは，「児童
生徒の知識・理解を促すため」が86.5％であり，「児童
生徒の関心・意欲を高めるため」が54.1％，「児童生徒
の思考・判断を促すため」が43.2％，「児童生徒に情報
の収集や選択を行わせるため」が8.1％，「その他」が
2.7％であった．また，活用されたICTの機器のうち，半
数以上の回答がみられたのは「ビデオ教材」（56.8％），
「パーソナルコンピュータ」（54.1％）であった．
　「まとめ」場面におけるICTの活用のねらいは，「児
童生徒に授業のふりかえりを行わせるため」が88.9％で

あり，「児童生徒の知識・理解を促すため」が55.5％，
「児童生徒の思考・判断を促すため」が22.2％，「児童生
徒の関心・意欲を高めるため」が11.1％，「その他」が
11.1％であった．また，活用されたICTの機器のうち，
半数以上の回答がみられたのは「パーソナルコンピュー
タ」（66.7％），「プロジェクタ」（55.6％），「テレビ」
（55.6％）であった．
　続いて，保健授業においてICTを活用しなかった30人
の教師に対して，保健授業にICTを用いなかった理由を
複数回答形式でたずねた結果を図１に示す．「ICTの操
作に慣れていないから」が40.0％，「勤務校にICTが十分
に整備されていないから」が33.3％，「ICTを用いる適切
な場面やタイミングがわからないから」が33.3％，「ICT
を用いるための事前準備が面倒であるから」が23.3％，
「ICTを用いなくても，授業の質を高めることができる
から」が16.7％であった．なお，「その他」と回答した
13.3％においては，具体的に「適切な教材がない」や
「保健の内容に適したICT教材を準備できない」等が挙
げられていた．
　なお，ICTを活用しなかった教師に対して今後，保健
授業においてICTを活用しようと考えているかをたず
ねたところ，「考えている」もしくは「どちらかといえ
ば考えている」の肯定的回答をした者の割合が73.3％，
「どちらかといえば考えていない」もしくは「考えてい
ない」の否定的回答をした者の割合は20.0％，無回答が

① パーソナルコンピュータ 59.4% 54.1% 66.7%

② プロジェクタ 28.1% 24.3% 55.6%

③ 実物投影機 18.8% 16.2% 0.0%

④ ビデオカメラ 6.3% 5.4% 0.0%

⑤ デジタルカメラ 15.6% 8.1% 0.0%

⑥ タブレット端末 31.3% 10.8% 22.2%

⑦ 電子黒板 9.4% 5.4% 22.2%

⑧ テレビ 37.5% 45.9% 55.6%

⑨ ビデオ教材 53.1% 56.8% 11.1%

⑩ クリッカー 0.0% 0.0% 0.0%

⑪ デジタル教科書 9.4% 5.4% 0.0%

⑫ その他の機器 3.1% 0.0% 0.0%
a
「導入」場面でICTを活用した32人を母数として算出．

b 
「展開」場面でICTを活用した37人を母数として算出．

c
「まとめ」場面でICTを活用した9人を母数として算出．

「展開」場面 b 「まとめ」場面 c　「導入」場面 a

表２　各授業場面において活用されたICTの機器（各場面で複数回答方式）
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6.7％であった．
３．保健授業でのICTの活用による効果の主観的評価
　保健授業においてICTを活用した42人における，そ
の効果の主観的評価を図２に示す．まず，「保健授業で
ICTを活用したことで，児童生徒の関心・意欲は高まっ
たと思いますか」の質問に対して，「そう思う」もしく
は「どちらかといえばそう思う」の肯定的な回答をした
者の割合は97.6％（「そう思う」50.0％，「どちらかとい
えばそう思う」47.6％）であった．同様に，「児童生徒の
思考・判断は促されたと思いますか」への肯定的回答は
83.3％（「そう思う」21.4％，「どちらかといえばそう思
う」61.9％），「児童生徒の知識・理解は促されたと思い
ますか」への肯定的回答は88.1％（「そう思う」31.0％，
「どちらかといえばそう思う」57.1％）であった．
　次に，ICTの活用が効果的であったと思われる具体的
な事例（成功例）と，効果的でなかったと思われる具体
的な事例（失敗例）を自由記述方式でたずねた結果を表
３に示す．成功例では，①教室全体に共有する場面での
活用，②導入場面での活用，③各学習内容の特性に応じ

た活用，④多様な授業展開への対応，の４つにカテゴ
リー化された．具体的な記述内容としては，①につい
て「実物投影機を用いてワークシートと同様のイラスト
を映し出しながら話し合うことで，全体での理解を深め
ることができた」（小学校），②について「導入で内容に
関する画像を見せてから授業を行ったところ，反応が良
く，最後まで意欲的に授業に取り組む生徒が多かった」
（高等学校），③について「喫煙の恐さを児童に知っても
らうために，ビデオ教材を使用し，肺が黒い映像や血流
が少なくなる映像を見せ，子どもたちはくいいるように
見ていた」（小学校），「AED講習で実際のやり方を見せ
たり，AEDを使って命が助かった映像を放映したりし
たら，生徒の興味を引いた」（中学校），④について「パ
ワーポイント等でクイズをしたり，ビデオで体の成長の
部分を，繰り返し子どもたちに伝えるたりすることが出
来た」（小学校）等がみられた．
　失敗例では，①操作の不慣れ，②教材としての吟味の
不十分さ，③授業展開との非対応，の３つにカテゴリー
化された．具体的には，①について「使用しようとした

※
「適切な教材がない」 や 「保健の内容に適したICT教材を準備できない」 などの回答がみられた．

パーセンテージは，保健授業にICTを「活用しなかった」を選んだ30名を母数として算出．

13.3%

16.7%

23.3%

33.3%

33.3%

40.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

その他※

ICTを用いなくても，授業の質を高めることができるから

ICTを用いるための事前準備が面倒であるから

ICTを用いる適切な場面やタイミングがわからないから

勤務校にICTが十分に整備されていないから

ICTの操作に慣れていないから

その他※

図１　保健授業でICTを活用しなかった理由（複数回答方式）

パーセンテージは，保健授業にICTを 「活用した」 を選んだ42人を母数として算出．

31.0%

21.4%

50.0%

57.1%

61.9%

47.6%

9.5%

14.3%

2.4%

2.4%

2.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

児童生徒の知識・理解が促された

児童生徒の思考・判断が促された

児童生徒の関心･意欲が高まった

そう思う どちらかといえばそう思う どちらかといえばそう思わない そう思わない NA

図２　保健授業でのICTの活用による効果の主観的評価
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分類 記述内容

【小学校】

　・ 教科書の図や写真を映し出して一斉に説明できた．

　・ 画像が大きく映るので，席がうしろの子にもよく見える．

　・ 実物投影機を用いてワークシートと同様のイラストを映し出しながら話し合うことで，全体での理解を深める
     こと ができた．

【中学校】

　・ 導入部分で身近な動画を見せた．最新の情報を提示することができた．（教科書に載っているデータ等）

【高等学校】

　・ 導入で内容に関する画像を見せてから授業を行ったところ，反応が良く，最後まで意欲的に授業に取り
　　 組む生徒が多かった．

【小学校】

　・ 手洗い，体のよごれの時の写真掲示をパワーポイントで流しました．きれいだったものが，どんどん汚く
     なる写真を出しました．

　・ 児童の成長の様子，身長や体重の増え方などをグラフ化することにより視覚的にとらえることができた．

　・ 4年生の性教育に関する内容で，男女の絵や部位の図，言葉などデジタル教科書より読みこんで印刷

　   し提示しま したが，言葉や仕組みを理解する上で効果的だったと思います．

　・ 赤ちゃんのお腹の中での様子など，言葉や文字ではうまく伝えられないことを一瞬で伝えられた．

　・ たばこの害について箱に書いてある文を見せた．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　・ 喫煙の恐さを児童に知ってもらうために，ビデオ教材を使用し，肺が黒い映像や血流が少なくなる映像を
     見せ，子どもたちはくいいるように見ていた．

　・ 双子の女性で，一人は20年間ほど吸い続けた．もう一人は全く吸わなかった2人が，顔を寄せ合ってとっ

     たアップの写真．肌が全然違う！！

　・ 薬物による害を教えるために，害を紹介するVTRを視聴させた結果，理解をより深めることにつながった．

　・ 6年の疾病に関する指導，薬物乱用防止等の資料としてICTはかなり有効だと思います．

　・ 「病気の予防」における，喫煙，飲酒，薬物乱用と健康の学習におけるDVD教材の活用．

【中学校】

　・ 実物投影機でHIV患者の本を映して紹介するものを授業で見ました．

　 ・薬物の説明や，応急手当などの手順．

　・ AED講習で実際のやり方を見せたり，AEDを使って命が助かった映像を放映したりしたら，生徒の興味を

     引いた．

【小学校】

　・ パワーポイント等でクイズをしたり，ビデオで体の成長の部分を，繰り返し子どもたちに伝えたりすることが
     出来た．

【中学校】

　・ 生徒が疑問に思ったことを，その場でインターネットを利用して調べ，大型テレビで見せられた時．

【高等学校】

　・ ビデオと教科書とを平行して使用した時．

【小学校】

　・ 使用しようとしたらフリーズしてしまい使えなかった．授業全体をICTで実施する予定だったため焦った．

【高等学校】

　・ パソコンの操作がうまくいかない．

【小学校】

　・ 衛生で目に見えないバイキンを見せたら気持ち悪いと感じて頭にやきついてしまった．

【中学校】

　・ ただ用語説明だけのビデオ教材は，生徒があきてしまう．

【小学校】

　・ パワーポイントの時，掲示する用をつくっていなかったので，ふりかえってその写真を出したりそこのページ
     まで戻ったり，時間がかかりました．

【中学校】

　・ 動画を多く使用しすぎたら，生徒から意見を聞き出せなかった．

回答のあった記述内容の全てを分類した．

効
果
的
で
な
か

た
事
例

失
敗
例

① 操作の不慣れ

② 教材としての吟味の
　　不十分さ

③ 授業展開との非対応

効
果
的
で
あ

た
事
例

成
功
例

① 教室全体に共有する
　　場面での活用

② 導入場面での活用

③ 各学習内容の特性に
　　応じた活用

④ 多様な授業展開への
　　対応

表３　保健授業でのICTの活用による成功例と失敗例（自由記述方式）
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らフリーズしてしまい使えなかった，授業全体をICTで
実施する予定だったため焦った」（小学校），②につい
て「ただ用語説明だけのビデオ教材は，生徒があきてし
まう」（中学校），③について「動画を多く使用しすぎた
ら，生徒から意見を聞き出せなかった」（中学校）等が
みられた．
４．保健授業でのICTの活用に向けた意識

　全解析対象者72人に対して，「保健授業を充実させて
いく上で，ICTを積極的に活用することは重要だと思い
ますか」と質問したところ，「そう思う」もしくは「ど
ちらかといえばそう思う」の肯定的な回答をした者の割
合は94.4％であった．同様に，「保健授業の予習や復習
の場面において，ICTを活用すること（動画視聴やイン
ターネット検索等）が有効だと思いますか」の質問へ

容内述記類分

【小学校】

　・ 正直，機械は苦手で，簡単な操作しかできません．

　・ 操作に不慣れだから．

　・ 操作が難しそう．

　・ 機器の操作方法を理解し，使いこなせるのか不安．

　・ 機器が苦手で，使用できなくなったりした時に授業が進まなくなるのが怖いから．

　・ 機器を自分自身が使いこなす技術が足りないため．

　 ・ICT機器操作に不安があるため．

　・ ICT機器の操作に慣れていなく，45分間の中で，内容を終わらせることが難しそうだから．

　・ それなりの資料準備や機器操作に不安があるため．

　・ 準備に時間がかかる　操作方法がよくわからない．

　・ デジカメやDVD視聴など，従来のものは活用できると思うが，電子黒板やタブレットなど，自分も

　　 取り扱い方がわからず使えないと思う．

　・ 授業経験が少ない中でICT機器を使用する技術がついていない．ICT機器を使用する授業展開

　　 に関する研修等を受けてから実践したい．

【中学校】

　・ 機器の操作が不得手であるため．

　・ もっとPCの使い方に慣れておきたい．

   ・ ICT機器の研修等に参加する機会がなく，十分扱えないため．

【高等学校】

　・ 電子黒板，タブレット等のスムーズな操作がまだできない．

　・ まず，機械を操るまでの講習が必要．

【小学校】

　・ あまりそういう授業を見たことがない．自分で教材開発するのは難しい．

　・ 今までICT機器を活用した授業実践を見たことがないので，イメージがわかない．

　・ 学習内容に適している，または，効果的な教材を作成することは難しいから．

【中学校】

　・ 機器についての活用法がわからない．機器が限られた場所でしか使用できない．

　・ 教材の選定と指導ポイントに合った素材の選定に自信がない．

　・ どんなものが必要で，どんなものが活用できるのかが分かっていないから．

【小学校】

　・ その他の教科（特に現場での，その年次に中心となって行う課題教科）についての対応で手一杯

     である．

　・ 保健用の授業研究をする時間がなく，資料を作成できない．

【中学校】

　・ 操作方法を確認している時間がなかなかとれない．

回答のあった記述内容の全てを分類した．

① ICTの操作能力の不足

② ICTの活用方法の

　　 理解不足

③ 授業準備の時間不足

表４　ICTを活用した保健授業を実施する自信がない理由（自由記述方式）



佐藤，久保26

の肯定的な回答の割合は90.3％であり，「今後，保健授
業におけるICTの効果的な活用法に関する研修会があれ
ば，参加したいと思いますか」の質問への肯定的な回答
の割合は79.2％であった．
　加えて，「あなたは，ICTを効果的に活用して保健授
業を実施する自信がありますか」の質問に対して，「と
てもある」もしくは「どちらかといえばある」の肯定
的な回答をした者の割合は65.3％であった．ここで，本
質問に対し「どちらかといえばない」もしくは「ない」
の否定的な回答をした33.3％（24人）の教師を対象に，
ICTを活用した保健授業を実施する自信がない理由につ
いて自由記述形式で回答を求めた．その結果，記述内容
は，①ICTの操作能力の不足，②ICTの活用方法の理解
不足，③授業準備の時間不足，の３つにカテゴリー化さ
れた（表４）．具体的な記述内容としては，①について
「正直，機械は苦手で，簡単な操作しかできません」（小
学校），②について「どんなものが必要で，どんなもの
が活用できるのかが分かっていないから」（中学校），③
について「保健用の授業研究をする時間がなく，資料を
作成できない」（小学校）等がみられた．

Ⅳ．考　察

１．保健授業の担当教師におけるICTの活用状況
　本調査の結果より，2014年度に保健授業を担当した
教師において，ICTを１回でも活用したことのある者の
割合は58.3％であった．公益財団法人日本学校保健会が
2015年に保健授業の担当教師を対象に実施した全国調査
では，保健授業の指導方法の工夫として，「コンピュー
タを活用した」教師の割合は，小学校23.1％，中学校
25.2％，高校26.7％であったことが報告されている２）．
本研究では，対象者数が72人と限られていたことから校
種別での割合を算出しておらず，直接的な比較はできな
いが，調査時にICTの種類として，「コンピュータ」の
他にも10種類の機器を例示したこともあり，日本学校保
健会による調査の結果に比しては高い傾向がみられた．
しかしながら，我が国の教育の情報化の下でICTの環境
整備が進み，学習指導要領の解説においてもその活用の
促進が明示されている中で，保健授業におけるICTの活
用者が６割に満たないという状況は，未だ不十分である
と言える．
　ICTを活用した教師に対して，「導入」，「展開」，「ま
とめ」の各場面におけるICT活用のねらいについてたず
ねた結果，「導入」場面では「児童生徒の関心・意欲を
高めるため」，「展開」場面では「児童生徒の知識・理解
を促すため」，「まとめ」場面では「児童生徒に授業のふ
りかえりを行わせるため」が，それぞれ９割前後を示し
ていた．つまり，教師は１授業時間の流れに応じたICT
の活用方法を意識していると推察した．他方で，各場面

において「児童生徒の思考・判断を促すため」と回答し
た者は約２～４割にとどまった．「主体的･対話的で深い
学び」の実現を目指す授業改善が求められている昨今の
教育改革の視点10, 12）を踏まえるならば，児童生徒の思
考・判断を促すことをねらいとしたICTの活用方法につ
いても更に検討していく必要があると考える．なお，本
研究では授業でのICTの活用のねらいとして児童生徒の
思考・判断の促進に着目したが，思考・判断した結果や
過程・根拠などの表現を促すことも可能と考える．例え
ば，小学校および中学校の理科の授業実践研究では，学
習者が持つ概念を表現するコンセプトマップの作成にコ
ンピュータを活用したことによって，学習者が画面上の
マップに表示された思考過程を内省したり，それを基に
学習者同士の対話を促進したりすることなどに効果がみ
られたこと１, 15）が報告されている．このような実践例
を参考にしながら，今後，保健授業においてもICTを媒
体として児童生徒の思考力，判断力，表現力等の育成を
促す取組を更に推進していくことも重要と思われる． 
　また，本調査結果では，「児童生徒に情報の収集や選
択を行わせること」をねらいとした教師は，授業の「展
開」場面において約８％しか見られなかった．平成29
年改訂の小学校および中学校の学習指導要領の解説10, 12）

では，「保健の見方・考え方」として，「個人及び社会生
活における課題や情報を，健康や安全に関する原則や概
念に着目して捉え，疾病等のリスクの軽減や生活の質の
向上，健康を支える環境づくりと関連付けること」と記
されており，健康や安全に関する情報を捉え，解釈する
力を育成することが，重要な学びの視点の一つとして示
されている．この点を踏まえるならば，ICTを活用した
健康・安全に関する情報収集や，適切な解釈に基づく情
報の取捨選択などを行うような学習活動を保健授業に取
り入れていくことも，今後の重要な課題となろう．
　活用されたICTの機器については，各授業場面におい
て差がみられるものの，概して「パーソナルコンピュー
タ」，「テレビ」，「ビデオ教材」，「プロジェクタ」といっ
た従来から普及している機器は，場面によって50％を超
えるなど目立った．一方で，それ以外の機器の活用状況
は各場面で０～30％程度と十分とは言えなかった．情報
化社会が進展する中で，ICT機器も多様化しており，今
後は，タブレット端末や電子黒板等の環境整備の推進が
求められていることからも８），それらの機器の積極的な
活用や，既存の機器との併用などによって，さらに多様
な学習形態を実現できる可能性があると考える．
　保健授業において教師がICTを活用しなかった理由を
みると，ICT活用に関する「操作の不慣れ」や「勤務校
での環境の未整備」，「ICTを用いる場面やタイミングの
未理解」，「事前準備の負担」が挙げられていた．各学
校でのICT利用の環境の更なる整備に加え，教師自身の
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ICTの操作能力や，授業のねらいに応じた効果的なICT
活用能力についても高めるような機会も必要であるこ
とが示唆された．なお，学校におけるICT環境について
は，文部科学省による全国調査によって，LAN，イン
ターネット接続，電子黒板，タブレット型コンピュータ
などについて年々整備が進んできていることが報告され
ている４）．それにもかかわらず，ICTを活用しなかった
理由として「勤務校での環境の未整備」が挙がっている
ことの理由としては，そうしたICT環境の整備が未だ進
んでいない学校があったり，ICT環境の整備が進んでい
ても，そのことを各校の教師が十分に認知していない，
もしくは授業場面で使用できる状態となっていない学校
があったりする可能性も考えられる．各学校における
ICT環境の整備の方策としては，予算の確保と機器の導
入と併せて，自校のICT環境の整備状況を所属する教師
に周知しておくこと，それらを授業場面で支障なく活用
できる状態にまで整えておくことも不可欠であろう．一
方で，「ICTを用いなくても，授業の質を高めることが
できるから」の回答もみられた．保健授業でのICT機器
の効果的な導入の在り方に関する議論を深める上では，
こうした意識を持つ教師におけるICT活用の是非に関す
る考えを把握しておくことも有益であると思われる．な
お，ICTを活用しなかった教師の約７割が，今後の保健
授業においてICTを活用しようとする意思を有してい
た．現職研修などにおいて，すべての教師がICTの効果
的な活用方法等について学んだり，具体的な実践例を検
討したりするような機会を設定することが望まれる．
２．保健授業でのICTの活用による授業効果の主観的評価
　児童生徒の「関心・意欲は高まったと思いますか」，
「思考・判断は促されたと思いますか」，「知識・理解は
促されたと思いますか」の各項目に対して，「そう思う」
もしくは「どちらかと言えばそう思う」の肯定的回答を
した者の割合が８割以上であった．このことから，教師
は保健授業でのICTの活用により，児童生徒の保健の学
習状況への効果も実感していることがうかがえる．ただ
し，「そう思う」の回答割合について着目すると，「思
考・判断」においては21.4％と，他の２項目に比してや
や低率であった．前述したように，児童生徒の思考・判
断を促すようなICTの活用方法については，改善の余地
が大きいことが示された．
　自由記述による「ICT活用が効果的であったと思われ
る具体的な事例（成功例）」をみると，ICTを活用する
ことで，教室全体で情報を共有するのに役立ったり，導
入場面で児童生徒の学習意欲を喚起したり，各学習内容
についての児童生徒の理解を助けたり，多様な授業展開
が可能となったりすることなどが教師に実感されてい
た．その一方で，「ICT活用が効果的でなかったと思わ
れる具体的な事例（失敗例）」をみると，教師がパソコ

ンなどの機器の操作に不慣れであったり，ICTにおいて
用いる教材の吟味が不十分であったり，授業展開がICT
の活用と十分に対応していなかったりしたことに関わっ
て，いくつかの問題が生じていたことが示されていた．
保健授業においてICTを効果的に活用するためには，教
師によるICTの機器の操作の慣れと併せて，授業のねら
いや内容，児童生徒の発達段階等を考慮した事前の教材
研究が不可欠であることが改めて確認された．
３．保健授業でのICTの有効活用に向けた意識の状況
　「保健授業を充実させていく上で，ICTを積極的に活
用することは重要だと思いますか」，「保健授業の予習や
復習の場面において，ICTを活用すること（動画視聴や
インターネット検索等）が有効だと思いますか」，「今
後，保健授業におけるICTの効果的な活用法に関する研
修会があれば，参加したいと思いますか」の各質問項目
に対する肯定的回答の割合は，いずれも約８～９割の高
率であり，「ICTを効果的に活用して保健授業を実施す
る自信がありますか」の肯定的回答の割合については約
７割弱であった．つまり，保健授業でICTを活用するこ
とに対する教師の意識は高く，授業内外での多様な活用
方法の工夫やICTに関する研修への参加意欲なども含め
て，積極的な姿勢が見受けられた．ただし，ICTを活用
した保健授業の実施に自信を持つ教師の割合について
は，他の項目に比して若干低率であったことから，その
要因について着目することも重要と考えられた．
　そこで本研究では，「ICTを効果的に活用して保健授
業を実施する自信がありますか」の質問に対して，「な
い」もしくは「どちらかといえばない」の否定的な回答
をした教師を対象に，その理由を自由記述形式により回
答を求めた.その結果，ICTの操作能力が不足しているこ
とや，保健授業でのICTの活用方法がわからないこと，
ICTの活用を行うための授業準備の時間が不足している
ことなど，人的要因および環境的要因の両方が挙げられ
ていた．櫻井ら16）は，小学校の教師において，ICTへの
苦手意識が低い教員ほどICT活用の頻度が高いという関
連がみられる一方で，そうした苦手意識を含むICTの活
用態度には男女差や年代差がみられることを報告してい
る．保健授業の担当教師がICTを活用した授業を実施す
る自信を持ったり，ICT活用の苦手意識を克服したりす
るために必要な人的・環境的要因を更に探究し，それら
の要因の枠組みについて構造的に明らかにすることに
よって，今後の効果的な授業実践に向けた提言が可能に
なると思われる．
４．本研究の限界および今後の課題
　本研究で調査対象とした教師は，T県内の保健授業の
担当教師72人であり，サンプルが限定的であった．よっ
て，校種別での数量的分析など詳細な検討は実施できて
いない．加えて，保健教育に関する研修に参加した教師
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であったことから，本調査結果については，保健授業に
対して比較的関心の高い教師の集団における状況と捉え
られるかもしれない．学校におけるICTの整備状況につ
いては地域格差がみられること４），教師におけるICTの
活用状況には男女差や年代差もみられること16）も報告
されているため，今後，対象とする地域を広げるのと同
時に，対象とする教師の属性（性，年代，経験年数等）
別での分析にも十分に耐えられるようなサンプル数で調
査を実施する必要がある．
　また，質問内容について，本研究では保健授業内で
の教師のICTの活用状況や活用に関する意識を中心に設
定した．文部科学省６）は，ICT活用指導力チェックリス
トとして「教材研究・指導の準備・評価などにICTを活
用する能力」，「授業中にICTを活用して指導する能力」，
「児童生徒のICT 活用を指導する能力」，「情報モラルな
どを指導する能力」，「校務に ICT を活用する能力」の
５領域を提示している．これを踏まえ，今後は，保健授
業でのICTの活用に関わり，児童生徒によるICTの活用
の支援，授業前の準備段階や評価場面でのICTの活用な
どの各状況についても併せて調査することによって，そ
の課題をより多面的に把握することも必要であると考え
る．
　さらに，本研究では保健授業でのICT活用状況等を調
査したが，特に小学校の教師においては，保健以外の教
科の授業での活用状況も調査して比較することで，保健
授業におけるICT活用の特徴をより明確に捉えることも
重要である．

Ⅴ．結　語

　本研究では，T県内における保健授業の担当教師72人
を対象に，ICTを活用した保健授業を効果的に実践して
いく上での課題を明らかにするための質問紙調査を実施
した．
　その結果，保健授業においてICTを活用した教師は６
割に満たず，ICTを活用しなかった教師は，操作の不慣
れ，勤務校での環境の未整備，ICTを用いる場面やタイ
ミングの未理解，事前準備の負担などを理由として挙げ
ていた．ICTを活用した教師は，「導入」，「展開」，「ま
とめ」の各場面でのねらいを意識して活用していたもの
の，各場面で児童生徒の思考・判断を促すことをねらい
とした活用は不十分であった．また，ICTを活用した教
師でも，教材の吟味が不十分であったり，授業展開が
ICTの活用と十分に対応していなかったりした場合は，
授業の効果を実感していなかった．さらに，ICTを効果
的に活用して保健授業を実施する自信がない教師も一部
でみられ，その理由として，ICTの操作能力の不足，保
健授業でのICTの活用方法がわからないこと，ICTの活
用に向けた授業準備の時間の不足などを挙げていた．

　以上より，保健授業の担当教師におけるICTの活用状
況および効果的な活用に向けた意識について，１）各学
校でのICTの環境の未整備，２）教師のICTの操作能力
の不足，３）ICTを効果的に活用するための授業構想力
やそのための準備時間の不足，が概ね共通した課題と
なっていることが明らかとなった．これらの課題が背景
にあることによって，教師が具体的な保健授業づくりの
場面において，児童生徒の思考力や判断力等の育成のた
めにICTを十分に活用することができなかったり，ICT
を活用しても授業効果を実感できなかったりする事態を
生じさせているものと考えられる．こうした状況を改善
するためには，国や自治体による教育の情報化に向けた
環境整備を引き続き推進していくことに加え，保健授業
に関する教員研修や教員養成段階において，ICTの操作
能力の向上やICTを効果的に活用した授業づくりに関す
る実践的な取組を，より積極的に取り入れていくことが
望まれる．

付　記

　本研究の実施にあたり，調査にご協力いただきました
小学校，中学校，高等学校の先生方に深く感謝申し上げ
ます．本研究の一部は，北関東体育学会第3回大会（宇
都宮大学）において発表した．

注

注１）ICT（Information and Communication Technology）
とは，コンピュータや情報通信ネットワークなどの
情報通信技術を指す用語．

注２）ICT機器の例として，パーソナルコンピュータ，
プロジェクタ，実物投影機（書画カメラ等），ビデ
オカメラ，デジタルカメラ，タブレット端末，電子
黒板，テレビ，ビデオ教材（VHS，DVD，ブルー
レイ等），クリッカー，デジタル教科書が挙げられ
る．
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