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多人数インタラクティブ型教材の開発 – タブレット世代の
ための協調学習 –
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概要：タブレット端末の特徴を活かした協調学習のための教材を検討する。今回は、例として、タブレッ
ト上で開発している協調学習のための統計教材について報告する。特にタブレットの特徴を生かした「鍋
共食型学習」の可能性について議論する。
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Abstract: We study learning materials with a tablet such as iPad for the collaborative leaning. Here we
consider how to employ the advantage of tablet in a university class. As an example we report a content for
the statistics on the iPad. Surrounding a casserole (Japanese Nabe) type learning will be discussed.
Keywords: Tablet, Collaboartive learning, Statistic teaching

1. はじめに

中学校での導入も始まっている。今後、タブレットは最も
日常的に使われる ICT 端末となっていくと思われる。

近年、タブレット型情報端末 (以下、タブレット) が急速

タブレット端末は、パソコンとスマートフォンの間を埋

に普及し、現在の大学生の世代ではパーソナルコンピュー

める情報機器として登場したが、近年のタブレットに搭載

タ (以下、PC) に代わって日常の道具となりつつある。全

されている液晶パネルの視野角の広さを積極的に活かし、

学生にタブレットの必携化が行われている大学もあり、小

広い机の上に置いて複数人で画面を共有し、インタラク
ティブに操作するための機器としても利用が可能である。
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この利点は、グループでの協調学習を行うための強力な道
具となりうる可能性を示している *1 。
また必要に応じて教室内を持って移動することも容易で
あり、さらにネットワーク環境がある場合は、全ての端末
*1

広島大学では、協調学習の実験教室を構築している。そこでは、
各テーブルの横に簡単に立てることにできるプロジェクター、
ネットワークに繋がる PC、表面がホワイトボードになっている
テーブルが用意されている。最後のテーブルは導入した時はそれ
ほど大きな期待を持っていたわけではないが、実際には学生のグ
ループ内ディスカッションに非常によく使われている。
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図 2 ネットワークを通じたデータ集計

図 1 作成したアプリのスクリーンショット。

2. 協調学習支援アプリケーション

に同じ情報を共有したり、ある端末の情報を教師の PC へ

本論文で報告する教材開発の最終目標は、タブレットの

転送し、プロジェクターや電子黒板に写して皆で結果を

利点を活かし、楽しいグループ活動を通して学ぶことので

比較する等も可能となる。タブレットによっては、外部の

きる基礎統計学の教材を開発することである。今回はその

ネットワークインフラを必要としない端末間通信が可能で

最初の一歩として、タブレットの利点を生かして、グルー

あり、教室内という限られた空間においては、ネットワー

プでの実験・ディスカッションによる、平均を学習するた

ク環境も必須ではなくなってきている。

めの教材を開発することにし、そのためのアプリを開発

ICT を活用した教育は長年にわたる多くの蓄積、実績が
あるが、今後プラットフォームとしてタブレットを使った
教材の開発の重要性は高まっていくと予想される。
教育利用として考えた時に、PC と比較したタブレット
の利点は

• タッチパネルによる直接的・直感的な操作が可能

した。
協調学習支援アプリケーションとして、統計学を題材
に、以下のアプリケーションを作成した。実装したデバイ
スは、Apple 社の iPad2 である。画面サイズは 9.7 インチ
（対角）である [2]。
画面をタッチすることで操作できるという利点を生か

• 軽くて可搬性に優れ、設置場所の制約も少ない

し、指でタッチした２点間の距離を測るプログラムを作成

• 利用前に特別な訓練が必要無い

した。親指と小指の間隔を測る場合、親指と小指で画面を

• カメラなどのインターフェイスが豊富

タッチするだけで、直感的かつ直接的にその間隔が測定で

• 取り囲んで使いやすい（鍋共食型）

きる。

等が挙げられる。これらの特徴を生かせば、協調学習の場
が自然に構築できる。
次章で、協調学習に使えるタブレット教材の具体例を提

具体的な実装としては、二つの指の座標をそれぞれ取得
し、三平方の定理を用いて、二点間の距離を算出する。求
められた距離のデータは、iPad2 の PPI（Pixel Per Inch、

案する。この教材は、統計学の基本概念を学ぶ授業で使わ

画面解像度）をもとに、センチメートル単位に変換するこ

れることを想定している。基礎的な統計学の知識は、情報

とができる。

化社会を生きるために必須である。しかし、大学生は平均

測定した結果は、画面上の黒いボタンを押すことで、端

の意味すら正確に理解できていない。その理由の一つに、

末上に保存することができる。この測定結果は、測定を行

授業で学んだ知識と実体験・実生活が結びついていないこ

うごとに、テーブルの末尾へ追加保存される。そのため、

とがあげられる。また、数学に興味がない学生には、興味

iPad2 をグループ内で回し、何人かの学生の測定結果を集

がわくような教育方法が必要である。

めることによって、統計的なデータを集めることができる。

PC の普及に伴い、情報機器は、教育の道具として多方

また、保存されたデータをリアルタイムで集計し、HTML5

面に活用されてきた。現在、情報端末として、タブレット

を用いてヒストグラムとして表示する機能も実装した。こ

やスマートフォンが台頭してきているが、スマートフォン

のヒストグラムは、必要に応じて横軸の範囲（最大値と最

が PC よりもパーソナルな端末である一方で、タブレット

小値）とビンの数を変更できるようになっている。これら

は、PC よりも大人数のグループでの共同作業に適した端

のパラメータを変えることで、ヒストグラムの形状が変化

末であると言える。

することを実感できる。

このタブレットを導入し、高い教育効果を得るためには、

以上の作業はオフライン環境のタブレットのみで実施で

これまでの汎用 PC アプリケーションではなく、タブレッ

きる。さらに、インターネットに接続できる場合は、端末

トとグループ学習に特化した教育ソフトウエアの開発研究

ごとに保存されたデータをサーバーにアップロードするこ

が必要とされている。

とにより、すべてのグループのデータを集計することがで
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図 3 手の指をタッチすることでその距離を示し記録していく。

きる。この機能により、標本の数が大きい場合（全体）と
小さい場合（グループ）の分布を比較することができる。
いずれの場合も、１つの鍋を皆でつつくことでコミュニ
ケーションが自然にはかられるように、タブレットを囲ん

図 4 タブレット上にヒストグラムで図示された測定の結果を見な
がら議論。

で皆で議論をすることで協調学習におけるアイスブレーキ
ングの役割を果たす。

3. タブレットを活用した授業の提案
統計の基礎を学ぶ授業を考える。
日本数学会「大学生数学基本調査」[1] では、
「平均の定
義と基本的な性質の認識」を調査するため、いくつかの基
本的な問題に対する大学生の理解度を調査した。以下の問
題は、その中の平均に関するものである。
ある中学校の三年生の生徒 100 人の身長を測り、
その平均を計算すると 163.5 cm になりました。
この結果から確実に正しいと言えることには○を、
そうでないものには×を、左側の空欄に記入して
ください。

( 1 ) 身長が 163.5 cm よりも高い生徒と低い生徒
は、それぞれ 50 人ずついる。

( 2 ) 100 人の生徒全員の身長をたすと、163.5 cm
× 100 = 16350 cm になる。

( 3 ) 身長を 10 cm ごとに「130 cm 以上で 140 cm
未満の生徒」
「140 cm 以上で 150 cm 未満の
生徒」
・・・というように区分けすると、
「160

cm 以上で 170 cm 未満の生徒」が最も多い。
このの問題に対し、大学生の正答率は 76%であった。すな
わち、大学生の４人に１人は、平均の意味をきちんと理解
できていない。
統計学は、理工系だけでなく社会科学や教育学でも必須
の基礎学力であり、その基礎となる「平均」、
「標準偏差」
を単に記憶するだけではなく、実際の作業を通じて真に身
に付いた知識とするような教育が重要である。また、広い

図 5 タブレットを囲んだ議論は、鍋を囲んで皆でコミュニケーショ
ンをはかるような環境を創出する

分野で必須の学力であるということは、興味がわかずに教
室に来ている学生も少なくない。このような学生も楽しく
学べるような場を創出できることが望ましい。そこで、以
下のような授業計画を構築した。
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で並べ、図示し、そして平均を計算するという作業を体験

画面に物体をタッチすることで 2 つの接触点間の距離を測

することより、教科書や教師の板書による説明のみの場合

り、そのデータを蓄積して、ヒストグラムを作成し、平均

と比べ、はるかに理解が深まると考えられる。

値・標準偏差を表示する、ヒストグラムのパラメータを変
化させることができるというアプリの概要を簡単に示す。
クラスを５人前後のグループに分ける。各グループで以

4. まとめと今後
本研究では、タブレットを使い、長さの測定、入力を行

下のような作業を行う。

い、そのデータをテーブル化、可視化するシステムを構築

( 1 ) 各グループ内で、タブレットを利用して各人の人差し

した。そして、タブレットの特徴（タッチパネルによる入

指と中指の距離を測る (親指と薬指でもよいが、タブ

力、複数人の同時観察、持ち運びの簡便さ、ネットワーク

レットの画面をはみ出す場合がある）

機能）を使って協調学習を行う可能性について議論した。

( 2 ) その値はタブレット上に表示、記録される
( 3 ) 各人がこの作業を行うと、そのデータはタブレット上
で表になる

( 4 ) この表をヒストグラムにして表示させる。このとき、
学生はヒストグラムの横軸の最大値、最小値、ビンの
数を指定する

( 5 ) 教師は、学生にビンの数をいろいろ変えさせて、結果
がどうなるかを調べさせる

( 6 ) 次に、代表がタブレットを持って他のグループを訪問
し、同じようにデータを入力してもらい、データ数を

今後の展望としては、タブレットに付いているカメラを
利用して、撮影した写真から長さを推定する機能も実装
したい。さらに、インターネットに接続されていないタブ
レット間でデータのやりとりができるように、アドホック
通信にも対応する予定である。
また、実際の授業で実験的に使用して、使いやすさ、学
生の反応、教育効果等を測定する予定である。
謝辞
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増やす。増えたデータを、上と同様な作業でヒストグ
ラムにする

( 7 ) データが増えるに従ってヒストグラムの形が変化する
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親指と人差し指を使って他の物体の長さ（校庭の木の葉の
長さ、チョークの長さ、皆の口の幅など）を測りとり、それ
をタブレット上にタッチすることでも同じ作業ができる。
またネットワーク環境が利用できるなら、各グループの
タブレットから、教師の PC や電子黒板にデータを転送し
て集計することも考えられる。
さらに発展的な学習としては

• いろいろなものの長さを測り、その分布の違いを見る
（指の幅は正規分布に近づくと思われるが、教室の黒板
のチョークの長さは異なる分布になるかもしれない）

• 平均だけでなく、標準偏差を予想させ、タブレット上
で計算して正解を示す

• 指の幅を男女別にヒストグラムにして、それが違うか
どうか議論させる

• まれに、大きく値が外れるデータに遭遇することもあ
るが、その処理をどうするべきか議論させる
などが考えられる。
測定するものを工夫することで、統計学に対し興味が湧
かなかった学生たちにも、楽しんで作業してもらえると期
待している。
いずれにしても、実際にデータを集め、それをまず数字
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