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1．背景・⽬的 文部科学省 （2019）

Society5.0に向けた技術革新・人材育成

・各教科の本質的理解を通じた基盤となる資質・能⼒の育成
・協働学習・学び合いによる課題解決，価値創造の⽀援
ICTを基盤とした先端技術や教育ビッグデータの効果的な活⽤

学校・教師の役割

共通して求められる⼒
・⽂章や情報を正確に読み解き対話する⼒
・科学的に思考・吟味し活⽤する⼒
・価値を⾒つけ⽣み出す感性と⼒、好奇⼼・探求⼒

新たな社会を牽引する⼈材
・技術⾰新や価値創造の源となる⾶躍知を発⾒・創造する⼈材
・技術⾰新と社会課題をつなげ、プラットフォームを創造する⼈材
・様々な分野においてAIやデータの⼒を最⼤限活⽤し展開できる⼈材



1．背景・⽬的 先端技術の活用と課題

・理科の天⽂分野での授業実践（⽮野，2008）
・中学校美術科の鑑賞での実践（⾅井ら，2018）

教育現場での利⽤

学習者の興味や意欲の向上・理解の促進を⽀援

学習者の没⼊感を⾼め，バーチャル環境での擬似体験を提供
VR（Virtual Reality）

VRの課題
HMD（Head Mounted Display）の使⽤，⼤型スクリーンの設置

→機材の数によるコストや設置による負担

・⼯学的専⾨知識を持たない教師のVRカリキュラム構築は難しい
・バーチャル環境は現場への実装例が少ない

⼭本（2019）

VIVE（HTC）



1．背景・⽬的 先端技術の活用と課題

全天球カメラ(佐藤・⽵中 2014)の⽐較的安価な販売
全天球画像を活⽤した教材開発や教育実践の報告

全天球パノラマ画像の表⽰
→没⼊感は損なわれるものの，簡易的なVRコンテンツを提⽰可能

令和5年度までに1⼈1台タブレット含む教育⽤コンピュータ端末の普及
GIGAスクール構想（⽂部科学省 2020）

タブレット端末の可能性

タブレット端末を⽤いた全天球 パノラマ教材による平和学習
直観的な操作による擬似体験を提⽰

瀬⼾崎・佐藤（2017）

今後の教育現場における
活⽤が期待



持続可能な開発のための教育（ESD）

2002年の世界⾸脳会議（ヨハネスブルグ・サミット）
「持続可能な開発のための教育（ESD）の10年」提案

中学校技術分野

持続可能な社会に向けて⾏動するための能⼒・態度の育成
→グループ活動や，体験的な活動が推進

体験学習の機会減少
新たな学びの場を！COVID-19の影響

危険をともなう発電所⾒学

1．背景・⽬的

エネルギー変換の技術を評価し，適切に選択，管理する能⼒
新たな発想に基づいて改良，応⽤したりする⼒ などを育成

新学習指導要領（⽂部科学省 2018）



本研究の目的

九州における発送電システムの基礎的な理解を深める
全天球型発電所探索アプリを開発

ESDの視点を取り⼊れたエネルギー学習において実践・評価

本アプリの有⽤性や改善点を明らかにする

1．背景・⽬的
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2．本アプリの概要

開発環境ツール
Unity2018.3.6f1(64bit) 
Android Build Support ，Android Studio，JDK

・アイコンの設置
・発電所概要で表⽰されるボタンの設置
・動画⼀覧の表⽰
・資料を表⽰

2Dシーンの開発

・パノラマ画像の設置
・移動タグの設置
・イメージタグの設置
・⾳声タグの設置
・動画タグの設置

全天球シーンの開発
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技術・家庭科 技術分野
題材「発電⽅法とエネルギーミックス」

3．実践⽅法 長崎県内中学校2年生4クラス 138名に実践

本アプリを資料の⼀部として1グループ2〜6名で使⽤

⽕⼒，⽔⼒，原⼦⼒，地熱，太陽光，⾵⼒，バイオマスの
7グループに分かれ，グループごとで特徴をレポートにまとめる

前時までの⽣徒

もし⾃分が担当した発電所の種類だけで九州全⼟の電気を
供給することになったら，どんなことが考えられるか

問い

発送電システムとエネルギーミックスに関わる理解を深め，
持続可能な社会を実現しようとする態度を育成すること

本時のねらい

実践の様⼦
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4．評価⽅法
参加者138名を対象
アンケート調査を実施
4件法 全10項⽬
「とてもそう思う」
「ややそう思う」

「あまりそう思わない」
「まったくそう思わない」

⾃由記述 3項⽬

肯定回答と否定回答を算出し
直接確率計算（両側検定）

カテゴリごとに分類し，集計
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5．結果・考察
有効回答 138名中135名

全ての質問項⽬において有意差あり（p<.01）

特に電気を「作る」仕組みについての理解を促す
更なるコンテンツ充実の必要性も⽰唆

試⾏錯誤を繰り返しながら直感的にタブレット端末を
扱う様⼦も⾒受けられた

実際に発電所を⾒学しているような実感
発電量や設備容量のデータ表⽰などの⼯夫が必要

学習者の学習意欲や関⼼を⾼め，主体的な学びを促す
興味・関⼼・意欲

理解の深まり

有⽤性

操作性

アンケート調査（4件法）

121
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5．結果・考察

学習者に発電所内の様⼦や雰囲気を伝える上で有⽤
画像・映像・機械⾳→臨場感のあるシーンを提供

全天球シーンにおける発電所内外の様⼦

理解の深まりに関する自由記述

発電の仕組みの理解を深める教材として有⽤
資料・動画を⽤いることで学習者の理解を促進

発電・発電所の仕組み

俯瞰的に九州の発電所の所在を認識しながら学習
発電所同⼠の繋がりを考える様⼦

発電所の分布・関わり

⾃分の担当外の発電⽅法，難しい内容の知識を補填
知識の補填

安全性への興味，発電所の⽴地条件，歴史に関する記述
→発展的な思考を獲得する可能性も⽰唆
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5．結果・考察

動画・資料，各シーンの説明の追加，
⾵⼒発電等の全天球シーン拡充

コンテンツ拡充

改善点に関する自由記述

拡⼤機能，字幕機能，クイズ機能の追加，
シーン遷移⽅法の検討

機能の追加

タブレット操作⽅法の説明，マニュアル作成の検討
（操作性に関する肯定回答89％）

操作性・効果⾳

Unityの仕様上，完全には実現不可なものも…
代替案等を考案しながら改善に努める必要性
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6．まとめ

アンケートをもとにコンテンツの追加・改善
本アプリによる学習効果を明らかにすること

先端技術を⽤いた実践事例としての知⾒を蓄積すること

今後の課題

本アプリの有⽤性や改善点を明らかにする

⽬的
・九州における発送電システムの基礎的な理解を深める
全天球型発電所探索アプリの開発

・開発したアプリを⽤いたエネルギー学習の実践・評価

結果・考察
・学習者の興味や意欲を⾼め，発電の仕組みに関する理解を促すことが⽰唆
・全天球シーンを通して，学習者に体験的な学びを提供する可能性

改善点…さらなるコンテンツの拡充や機能の追加，画質の向上


