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■ 特集 1：中部支部会

■

GIGA スクール時代の天文教育
前田昌志（三重大学教育学部附属小学校）
社会教育施設、大学等が小中学校と連携す

1. はじめに
GIGA スクール構想により、令和 3 年度か

る際には、この教育の変容を認識しておかな

ら全国の小中学校に 1 人 1 台端末が整備され

いと、学校現場とのずれが生じてしまう。コ

た 。「 GIGA 」 は 「 Global and Innovation

ロナ禍で、学校現場との関わりが制限されて

Gateway for All（全ての児童・生徒のための

いる間に、日本の教育は大きな変化を遂げて

世界につながる革新的な扉）」を意味する。そ

いるのだ。

んな GIGA スクール構想下の学校は、一体ど
んな変容を遂げているのだろうか。
本校では、令和 3 年 4 月に iPad が整備さ

2. 端末を活用した実践①－GIGA スクールと
宇宙飛行士が連携した教育活動

れた。キーボードやタッチペンはないが、校

文部科学省と JAXA は、令和 3 年 7 月 6 日

内ネットワークが高速化され、ストレスなく

（火）に、GIGA スクールと宇宙飛行士が連

使用することができる環境が整えられた。令

携した教育活動「GIGA スクール特別講座～

和 3 年 6 月からは高学年で端末の自宅持ち帰

君も宇宙へ！～」を開催した。GIGA スクー

りを開始し、夏休みには全学年で持ち帰り学

ル構想の実現にともなう 1 人 1 台端末および

習を行った。令和 3 年 9 月の緊急事態宣言下

高速大容量通信環境の積極的な活用を推進す

では、全学年で Zoom やクラウドを活用した

るとともに、子どもたちの宇宙や科学に対す

同時双方向型のオンライン学習も行った。

る興味・関心を高めたり、夢や希望を育んだ

積極的な活用を通して、これまでの授業は
大きく変化している。子どもたちの学習プロ

りすることができる機会を提供することが目
的とされた企画である。

セスも大きく転換し、学校の日常も全く異な
るものになった。教育の DX（デジタルトラン
スフォーメーション／Digital Transformation）
が起こっているといえるだろう。子どもたち
は、
「文具として」タブレット端末を活用して
いるのである。

図2
図1

授業での活用（第 5 学年理科）

特別講座の案内チラシ

※文部科学省ホームページより
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内容は、
「 宇宙での水や食べ物の動き方と食

の意味」を児童・保護者ともに、実感できた

事の仕方」をテーマに、JAXA YouTube チャ

のではないだろうか。最後に、児童の自由記

ン ネ ル のラ イ ブ配 信 動 画 の 視 聴 と 、Google

述アンケートの一部を以下に記載する。

フォームを通じてアンケートへの回答、星出

・油井さんの講演会に行ったことがあって、その

宇宙飛行士への質問・メッセージの送信など

ときは小さかったからよく分からなかったけど、

があった。なお、この企画に参加した第 5 学

今 になっ て やっと 宇宙 飛行 士の大 切 さが分 か り

年児童を対象に、イベントの翌日に Google

ました！

フォームを活用してアンケート調査（n=75）

・地上といろいろなことが違って、見てても面白

を行った。結果を以下に示す。

かったです。コーヒー牛乳が宇宙では、私はくっ
ついても混ざらないと思っていたけど、混ざって
すごいと思いました。
・宇宙での無重力での実験で、地球とはまったく
違うふうになっておもしろかったです。
・宇宙にいる本人が実験してくれたからわかりや
すかった｡
・宇宙と地球での違いが知れて面白かった。クイ

図3

アンケート：動画を見ましたか

ズなどで参加形式だったので楽しかった。今後も
このようなイベントがあるなら、参加してみたい。
・宇宙というところからなので、重厚感があった。

3. 端末を活用した実践②－鬼滅の月は何が
おかしいか～第 6 学年理科「月と太陽」～
次に、天文分野の授業の中での端末活用に
ついて紹介をする。
図4

アンケート：誰と見ましたか

第 6 学年理科「月と太陽」の単元では、太

アンケート結果から、リアルタイムで視聴

陽と月、地球の位置関係によって、月の形が

した児童は 4 割を超えたことが分かる。塾や

変わって見えることを学習する。今回、単元

習い事があることを考慮すれば、この割合は

の導入で「鬼滅の月は何がおかしいか。」とい

多いと捉えている。また、一人で見た児童が

う課題を提示した。ここでは著作権の都合上

55%、家族と見た児童が 28%である。夕方の

画像の提示はできないが、アニメ「鬼滅の刃」

時間帯にもかかわらず、保護者の関心があっ

の一部シーンでは、月が正確に描かれていな

たことも伺える。

い。そこを取り上げ、子どもに月の形の見え

本校としてもこの企画を契機として、端末
の本格的な持ち帰り学習を進めていくことが

方について問いをもたせ、月の観察を始める
きっかけにすることを目的とした。

できた。
「家でうまく接続できなかった」とい

授業は、学習支援ツールである「ロイロノ

う児童もおり、夏休みの長期的な端末持ち帰

ート・スクール」を活用した。ロイロノート

りを進める前に、家庭のネットワーク環境が

は、自分の考えを紙のノートのようにスライ

確かめられたのも良い効果だった。また、夕

ドに書き込んだり、図示化したり、子どもど

方にあるイベントだからこそ、
「 端末持ち帰り

うしの意見や写真・動画を端末上で即座に共
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有できたりする、クラウドを活用したアプリ

なお、ここで留意したいのは、授業におい

ケーションである。GIGA スクール下の小学

て全員の意見は「共有されている前提」であ

校現場では、メジャーなツールの一つである。

る。つまり、従来の「意見を発表しましょう」

授業の中では、次のようにロイロノートの

と挙手をして進める授業は、ここでは必要な

活用を行う。まず課題は、教師が児童にロイ

いのである。具体的には、

ロノートで送信する（図 5）。そうすると、受

「友だちの意見を見てみましょう」

信した課題を見ながら、児童は自分の考えを

と促すと良いだろう。そして、

スライド上に図示をしながら書き込む（図 6）。 「①気になった考えはどれかな」
オンラインで提出したスライドは、一覧とな

「②ひっかかった考えはどれかな」

って即座に他者に共有される（図 7）。このこ

「③いいなと思った考えはどれかな」

とにより、児童一人一人の考えが顕在化され、

と問うことで、自分の考えと他者の考えを比

より多様な考えを基に、問題解決学習を進め

較し、思考する姿が生まれていく。実際に、

ることができるのだ。

子どもたちは共有された友だちの考えを必死
に理解しようとする姿が見られた。

図5

課題も教師がロイロノートで送る。
図8

図6

児童の多様な考え～光の当たり方～

児童が自分の考えを端末で書く
図9

児童の多様な考え～日食・月食～

その後は、グループで対話をする。4 人ほ
どで、先ほどの 3 点について議論をするのだ。
全員の考えを見た上で、自分の立場を表明す
るので、より深い議論になっているはずであ
る。何か意見の対立があるようであれば、
「そ
の子が考えを変えるように説得しに行こ
う！」と促しても面白いかもしれない。
図7

児童の考えは、一覧で表示される

そして最後は、全体交流を行う。ここでは
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「どのようなことを話題にしたのか」

ントし合っている子どもが多数いた（図 10）。

と問う。それぞれのグループで、議論した内

子どもたちにとって端末は、大切な学習ツー

容を表出させるのである。するとどうだろう

ル（文具）でもあり、連絡手段・コミュニケ

か。グループでブラッシュアップされている

ーションツール（ライフライン）でもあるの

分、これまで全体で共有していた意見とは、

だ。そう考えると、天文分野における GIGA

全く質の異なる意見が出てくるのである。

端末の利活用の可能性は、まだまだ無限に広

このような積極的な端末利用による「学習

がっているように思う。

プロセスの転換」は、すなわち「教育の DX
が起こっている」といえる。ここでは、これ
まで教師が「教具」として使っていた ICT 機
器が、児童が学習のための「文具」として扱
うようになっている。
「文具」になると、いつ
でも、どこでも、子どもたちが目的に応じて
ツールを選択し、自らのよりよい学習のため
に主体的に活用する姿が生まれるのだ。
ただ、児童が授業の中で効果的に使用する
ためには、日常から端末の積極的な利活用が
必要不可欠である。授業でピンポイントに、
効果的に端末が使えるのは普段使っているか
らである。教員も子どもも、ある程度経験が
なければ、スマートに使えないのは当然であ
図 10

る。その土台があって、従来の学習プロセス

自宅から月食についてやりとり

を大きく転換させるのである。
なお、全体の対話では、子どもたちからは
「球に光を当てて実験をしてみたい」
「 月の形
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時等について（周知）.

端末は、従来の学習プロセスを大きく転換さ
せるものとなっている。また、端末の持ち帰
りにより、学校での学びの続きが、家庭でも
行われるようになった。令和 3 年 11 月の部
分月食では、クラスメイトとオンラインでや
りとりができる Google Classroom を活用し
て、リアルタイムで観察結果を共有し、コメ
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