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学校と家庭で同じコンピュータ環境で学習するための学童用モバイルシステム
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1. はじめに
本研究では，学習用の情報機器の機能と仕様を検討し
て，一つの提案と試作を行った[1]．これを用いること
によって，教室内学習に加えて，家庭学習による文章
作成能力の向上が期待できるかどうかを，教育的な見
地で検討している．

らも減少することはない．音声入力の実用化や，若者
たちがよく使っている携帯電話の親指キーボードの他，
PDA などに使われているペン入力などの入力機器もあ
るが，上記のような初等・中等教育における情報教育
でのきちんとした文章作成を考えると不十分であり，
フルサイズのキーボードが必要であると考えられる．

2. 初等・中等教育における情報教育
2.1 情報教育目標の段階化
永野[2]は，小学校低学年から中学校までの情報教育
の目標を詳しく整理して，
「総合的な学習の時間や学習
活動を軸とした情報教育の目標リスト」を発表してい
る．それを抜粋した表 1 に注目すると，きちんとした
文章作成能力と，その支援が重要であることがわかる．
きちんとした文章を作成するには，文章の校正・推敲
を何度も繰り返す必要があり，ノートや原稿用紙では
限界があるが，現今の情報技術はデジタルデータによ
ってその限界を大幅に延ばした．デジタルデータであ
れば容易に校正・推敲ができ，本格的な文章作成・校
正・推敲を小学生のうちから身につけることができる．

3. 学童用モバイルシステムの提案
3.1 学童用モバイルシステムの要求仕様
2 章で述べたような，情報教育でのきちんとした文章
作成をするためのフルサイズキーボードを備え，学校
と家庭で同じコンピュータ環境で学習するために，小
学生でも学校と家庭の間を持ち運ぶことのできる，学
童用モバイルシステムを提案する．
学童用モバイルシステムを提案するにあたり，求めら
れる仕様・特性を表 2 にまとめてみた．学校では生徒
の数だけ大型電子白板に出力するために接続する必要
があるので，大型電子白板やディジタルテレビには無
線で出力するのが望ましい．また，学童による使用の
ことを考えるとマルチメディア教材への対応も考慮し
なければならない．このように，学童用モバイルシス
テムはただ小さくて軽ければいいというものではなく，
多機能で小学生の使用に対応する耐久力を備えていな
ければならない．

表1

情報教育の目標からの抜粋リスト(永野[2]から作成)

表現

LEVEL3

･相手に効果的に伝わるように，順序を整えて表すことが
できる

表2

･相手に伝えるためにメディアを使って効果的に資料を

OS
入力

作成する
発信･伝達

学童用モバイルシステムに求められる仕様・特性

LEVEL3

出力

･自分の考えをはっきりさせて，正確に伝える
･順序を考えて，相手にわかりやすく整理して発信する
情報手段の適切な利用

LEVEL3

ネット
ワーク
その他

･文章をタッチタイピング出入力する
･文字(ワープロ)や画像や音声などを適切な表現方法を
選択する

2.2 フルサイズキーボードの必要性
きちんとした文章作成をする際，大岩[3]が主張して
いるように，フルサイズキーボードの重要さはこれか
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3.2 学童用モバイルシステムの使用環境
学童用モバイルシステムの使用環境を図１に示す．学
校では大型電子白板に解答などを出力し，学内 LAN を
介して学習サーバ・インターネットへ接続する．家庭
ではディジタルテレビへ出力して宿題などをし，内蔵
の無線 LAN によりインターネットへ接続して，学校の
学習サーバへのアクセスも行える．
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図 1 学童用モバイルシステムの使用環境
4. 学童用モバイルシステムの試作機
試作機を図 2 に，実装状況を表 3 に示す．CPU ボー
ドの Flash ROM に組み込み Linux がプリロードされ
ており，コンパクトフラッシュの無線 LAN カードによ
りネットワークに接続でき，USB により丸められるフ
ルサイズのキーボードを接続してある．

図 2 学童用モバイルシステムの試作機
表 3 試作機の実装状況
OS
入力
出力

ネット
ワーク
その他

組み込み OS：◎
フルサイズキーボード：◎
マウス：○
学校：大型電子白板：△
家庭：ディジタルテレビ：△
小型モニタ：△
IEEE802.11 系：◎
IPv6：◎
落下・投下に対する耐久力：×
◎:実装済み,○:実装可,△:未実装,×;不備

5. 文章表現力から見た本提案の有効性と考察
本システムには，コンピュータが導入されることのメ
リットとモバイルシステムであることのメリットの 2
つが考えられる．これらのメリットの作文教育[4]に対
する有効性を表 4 に示す．本システムの教育的効果と
しては，従来の作文教育で言われている生徒の言語能
力，表現力，思考力の向上にとどまらず，生徒の学習
意欲の向上と，さらにコミュニケーション能力向上へ
の支援の可能性が期待できる．
しかしながらこのような効果の検討を行うには，現状
では次のような問題点がある．試作機に関しては，学
校・家庭での出力インターフェイスの接続は無線が望
ましいと考えられるが検討中であり，小型モニタが実
装されていない．また，落下・投下に対する耐久力も
十分ではない．さらに，小学生を対象とした実証実験
を行うためには実験機の数もそろえなければならない
ため，企業の協力を得る必要がある．
6. おわりに
本研究では，初等・中等教育における情報教育での文
章作成を支援するための，学童用モバイルシステムの
仕様・特性・使用環境を提案し，試作機を作成した．
試作機はフルサイズのキーボードを備えながら，学童
がランドセルに入れて気軽に持ち運びして，学校と家
庭を往復し両方の環境で学習に使用できる仕様となっ
ている．今後は，予備実験・実証実験を行い評価し，
試作機の改善・改良を行っていく．
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表 4 作文教育に対する本システムの有効性
作文教育

コンピュータの導入のメリット
(デジタルデータ)
言語能力の向上
用語検索や推敲の容易さにより
(文章作成能力)
言語能力が向上
表現力の向上
推敲の容易さにより，多彩な表現がとれ
表現力が向上
思考力の向上
推敲の容易さや，結果(完成形)を客観視
しやすいことにより，思考力の向上
個人の資質・能力の向上 自己表現への意欲関心の向上
↓
思考の支援
個人的学習
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モバイルシステムのメリット
(データの可搬性・ネットワーク)
他者への発信と受信の容易さにより
言語能力，コミュニケーション能力の向上
データが手元にあることにより
個性のある表現の追求ができ，表現力が向上
他者とのコミュニケーションによって
モニタリングが可能となり，思考力が向上
ネットワークコミュニティへの積極的参加
↓
コミュニケーション能力の支援
状況論的学習へ

