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電子黒板 を使 つた幼児参加型 デジタル紙芝居 の検討
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1.̀よ

じめに

知識 ・情報 ・技術 の価値 が非常 に高 い知識基盤社会 における生 きる力 の育成 として、学
校教育 における情報教育の重要性が高 まってお り、2011年 度か ら実施 され る初 等 中等教
育 の学習指導要領 で も、総則等 にお いてその旨が謳 われて い る。そんななか、近年、初等
史育 の現場 では ICT教 育普及 の一 環 として、 国や 自治体 の支援 の下 に電子黒板 の導
中等孝
入が広 く行 われて い る。2009年 の i」 apan戦 略 2015に は、電子黒板等 デ ジタル機器 の教
室 へ の普及 を進める といった文言が見 られる。 また、学校 の ICT環 境 につい ては、2010
年 の 『教育 の情報化 に関す る手引 き』 にその具体像が示 されたが、そ こで も学校 における
ハー ドウェア整備 として電子黒板が例示 されて い る。実際、2007年 度 には、小 学校
中学校 136%、 高等学校

15.4%、

145%で あ つた電子黒板 の保有率 は 2011年 度 には、小学校 7580/0、

中学校 6910/0、 高等学校 37.20/0と 急速 に増加 して い る (文 部科学省 )。
一 方 で、保育 の現場 では、 自然 との触れあ い な ど直接体験 を重視するため、幼児教育 ・
保育 の分野 ではパ ソ コンに代表 されるデジタル機器 は積極的 に活用 されて い ないのが現状
であ り、特 に小学校で急速 に導入が進 む電子黒板 については、取 り入れる幼稚園 。保育所
はほ とん どな く、当然の ことなが らその活用方法 も確 立 されて い ない。
そ こで本研究 では、就学前 の下準備 として幼児 たちが電子黒板 に親 しみなが ら楽 しめる
幼児参加型 デジタル紙芝居 を制作 ・実践 した。電子黒板 とデジタル紙芝居 を組み合 わせ 幼
児 も参加可能にする ことにより、強 い興味 。関心 をひ きつ け るとともに意欲 向上へつ なが
る。今 回制作 した電子黒板 を使 ったデジタル紙芝居 は、 これ までのパ ソ コンなどのデジタ
ル紙芝居 ・デ ジタル絵本 などと違 い、子 どもたちの意思 ・状況に応 じて物語 を展開で きる
点に新規性 がある。
第 2章 にお い て電子黒板 の特徴 につい て述べ 、第 3章 で保育現場 における コンピュー タ
活用 の現状 を整理する。その上で第 4章 で電子黒板 を使 った幼児参加型デ ジタル紙芝居 を
検討お よび制作 について、そ して第 5章 で制作 した コンテ ンツの実践 と評価 につい て、 さ
らに第 6章 にお い て結果 に基 づ く考察 をお こなう。
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2.電 子黒板 (Interactive WhnebOard)の 特徴
電子黒板 とは、拡大表示 した PCの 画面 に直接付属 のペ ンをつ ける ことで PCへ の入力
がで きるシス テ ムで ある。電子黒板 に教 科書 の説明文や図、問題 な どの他、画像や動画、
イ ンタラクテイブなデジタル教材、 さらには生徒 のノー トや作品などを簡単 に提示す るこ
とがで きる。 また、黒板 と同様 に生徒の解答や補足的な説明 を電子黒板 に映 し出 した コ ン
テ ンッ上 に豊富 な種類のペ ンを使 って直接書 き込む ことによって、即座 に視覚 化、教師 ・
生徒間で同一の情報 を同時に共有す ることがで きる。 また、ボー ド上か らコ ンピュー タを
操作す ることがで きるため、提示面のそばに立ったまま、パ ソコ ンの所 まで移動す ること
な く授業 を進めることがで きる。そのため生徒の視線 を機器 の操作 に振 り向ける ことを最
小限に し、授業の流れを妨げることな く集中させ ることがで きるため、教育的効果 を期待
で きる。教師にとって も、生徒 へ の 日配 りが十分 にで き、板書の労力 も減るため生徒 との
間で よ り多 くの コ ミュニケ ー シ ョンの機会が得 ることがで きる。 さらに、電子黒板 に書 い
た内容 を保存 し、授業内容 を再 活用する ことがで きる。 これは手書 き機能 と読み取 り機能
を利用 して電子黒板 に書かれた内容 を記 録す ることがで きるためで、理解が不十分であれ
ばその授業中に前の画面 に戻 って説明をす ることもで き、次回の授業の最初 に復 習 のため
に用 い ることもで きる。 また学習 の履歴 として残す ことによ り、欠席者 に対 してその授 業
を補習する際にも大 い に役 立 つ。
電子黒板 と従来 のプレゼ ンテー シ ョン機器 の一般的な特徴 と機能 を比較する と表 1の よ
つになる。
表1

電子黒板機能の比較
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こ うした メリッ トか ら高 い学習効果が期待 され、国の推進 を背景 に小学校 を中′
ヽ
と
に急激
に普及 して きた (図
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電子黒板 の整備状況

3.保 育現場 におけるコンピュー タ活用の現状 とデ ジタル紙芝居

3.1

保育現場 におけるコンピュー タ活用 の現状

小学校 にお いて情報化が進 むなか、幼児教育機関を取 り巻 く環境 も大 きく変化 し、保育
現場 にお い て も徐 々 にではあるが コンピュー タが導入 される よ うにな って きた。そ して、
園使 りの作成、子 どもの管理、広報活動 な ど主 に事務的な用途で利用が進みつつ ある。一
方、教育 ・朱育環境 へ の導入 とい う面 にお い ては、「手作 り」 を重視す る傾 向がある とと
もに、子 ども本来 の遊 びをしな くなる、 自然 との触 れあ いの機会 が減少す るなどの懸念 を
抱 く保育者 。保護者 が少 なか らず存在す ることもあ り、ほ とん ど進 んではい ない。
東京未来大学 が 2011年 に公表 した「幼児 ・児童 における未来型能力育成 システムな ら
びに指導者教育 システムの 開発」では、コンピュー タの教 育・保育利用に関 して、コンピュー
タを教育 ・保育 の手段 としての利用 して い るか どうか とい うアンケ ー トに対 し、利用 して
い ると答 えた ものは幼稚 園 302%、 保育所 で 120/0と な っている。利用 内容 は、卒業文集
作 り、 プロ ジェクタを使 い保育関係物 を映写、教材 、ライブ カメラで保護者 に保 育 の様子
を送信、スライ ド上映、担任 と一緒 にお絵描 きソフ トの使用、パズ ル などパ ソコンに触 れ
て楽 しむ などの活用が挙げ られて いる。
幼児期か らコンピュー タに興味 をもち、新 しい遊び として捉 えなが ら基本的な扱 い に慣
れる ことは決 して悪 い ことではない。表現力や創造力 を豊かに した り、直接体験 では得 ら
れない体験や知識 を得 られるケ ース もある。実際、パ ソ コンや タブ レット端末 を利用 して
デジタル紙芝居やデ ジタル絵本 を扱 う先進的な園 もわずかなが らある。 しか し、保育 ・教
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育現場 の現状 に即 したデジタル教材が不足 してお り、有効 な活用方 法 も確 立 されてい ない。
小学校 で普及 してい る電子黒板 の利用 を想定 したデジタル教材 についての検討 は、未着手
の状況 である。

3.2

デジタル紙芝居

紙芝思 は、紙 とい う素材に話 の流れを絵で描 き表 した ものであ り、物語 を祝 覚的に感 じ
と りなが ら聞 くことがで きる とい う楽 しさがある。 また、読み手が物語の内容や流れにあ
わせて声 を大 きく出 した り、ゆ っ くり読んだ りするなどの抑揚 をつ けた り、次 の場面 に移
るときに子 どもに大 きな期待 をもたせ る抜 きの効果な どによ り、物語 に広が りを見せ るこ
とがで きる。 この よ うな ことか ら、紙芝居 は保育 ・教育 の現場 で多 く活用 されて い る。
デジタル紙芝居 は、保育者が保育 に合 わせて保 育者 自身がパ ソコンで制作 または市販の
ものを活用 ・ア レンジ し、プロジェクタを使 って大画面 に投 影 しなが ら、保育者が読み聞
かせる ものである。従来の紙芝居の もつ特徴 は継承 しなが ら、パ ソコンな らではの音声や
アニ メー シ ョン・動画 を挿入す ることがで きる。 つ ま り、デ ジタル紙芝居 では、画面が静
止 したままの従来の紙芝居 と違 い、画面上にある 1つ 1つ のキャラクターや部品を動かす
ことがで きるため、視覚的 ・聴覚的な要素 を加 える ことによ り物語 のイメー ジを広 げる こ
とがで きる。 また、既存の紙芝居 に比 べ て大画面で迫 力があ り、幼児 に訴 える力が強 い。
また、双方向性やハ イパー リンクによ り、子 どもに問 いかけなが らス トー リー を分岐 させ
ることもで きる。 これ らの利 点に よ り、従来 の紙芝居 には無かった新 しいコンテ ンツが期
待 で きる。
保育者倒か らみれば、デジタル紙芝居 は保育者 自らが保育内容 に合 わせて、デジタル紙
芝居 を表現手段 として 自分 の想 い を自由に具現化 で き、保育 ・教育の幅が広がる。 また、
子 どもの周 りにある自然素材や、子 どもの書 い た絵や工作 の作品な どもスキャナやデジタ
ルカメラを使 って取 り込む ことによ り、身近な ものを コンテ ンッ として利用で きるため、
子 どもの興味 もひ きやす い。そのため、子 どもたちと一緒 に遊ぶ環境 を保育者 自身の手 で
つ くり、 デジタル紙芝居 を子 どもとコ ミュニ ケー シ ョンす る新 たな「場」 として活用する
ことがで きる。
デジタル紙芝居 には一般 的に以上 の よ うな特徴があるが、本研究 ではさらに電子黒板 を
使 うことにより、子 どもが直接物語 に参加で きる ことに着 目した。

4.電 子黒板 を使 つた幼児参加型デジタル紙芝居の制作

4,1 デジタル紙芝居の制作・動作環境
電子黒板にはユニ ッ ト型、ボー ド型、表示一体型な どの種類があるが、今回はボー ド型
の電子黒板 を利用 した。ボー ド型電子黒板は、ホワイ トボー ドにプロジェクタで Pc画 面
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を投影 し、専用のペ ンをポー ド (投 影)面 につ ける ことで PCへ の入力が行 える。ボー ド
型 の多 くは、専用ペ ンの先 にマ ウスのボタンに対応するス イッチが付 いてお り、ペ ン先 で
ボー ドを突 くとクリック (ペ ンタップ)、 ボー ドをなぞると ドラッグ (ベ ンライテ イ ング)
となる。 ペ ンの位置 はセ ンサで取得 される。プ ロジェ クタは人の影 で見づ ら くな らない よ
うに、単焦点型 プ ロジェ クタを電子黒板上部 に設置 した。

○ ハ ー ドウ ェ ア構 成
。電 子黒板 (Panasonicエ リー トパ ナボ ー ド)
。単 焦 点 プ ロ ジェ ク タ
・パ ー ソナ ル コ ンピュー タ (OS i Windows7)
・ イ メ ー ジス キ ャナ
・ タブ レッ ト
・マ イ ク ロ フ ォ ン

○ ソフ トウェア構成
・制作 ソフ ト

Adobe Flash

・画像作成 ・編集 ソフ ト

Adobe Photoshop Elements、 W[icrosoft Paint

・音声編集 ソフ ト

複 数 の フ リー ウ ェ ア

4.2

制作 プ ロセス

デジタル紙芝居 の制作 プロセス は、大 きく制作準備 フェーズ と制作 フェーズ に分けるこ
とがで きる⑤

○制作準備 フェーズ
①場面設定
まず、デジタル紙芝居 をどの よ うな状況 で活用す るのか、下記の ように場面設定 を した。
・対象 :幼 児
・形態 :保 育者 が進行する
。話 の流れ :問 いかける ことによ り、幼児 の意思 ・反応 を取 り入れなが ら話 を展開す る
。見せ方 :電 子黒板 を利用 して大人数に見せ る
。操作 :パ ソコンは保 育者 が操作 し、幼児が電子黒板 に絵 を描 く
。セ リフ :保 育者がその場 で読 みあげる
② シナ リオの決定
エ リックカー ル作 の「はらぺ こあおむ し」 を題材 に、電子黒板展開用に物語 をアレンジ
した。内容 は、
「 あおむ しが産 まれ、森 の 中で果物 を探 しなが ら、幼児が電子黒板 に描 く
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果物 をた くさん食べ なが ら成長 し、 さな ぎか らやがて綺麗 な喋 になる」、 といった幼児 に
とつてわか りやす く参加 しやす い もの とした。
③絵 コンテの作成
シナ リオを展開す る上で必要 となる場面や登場 キャラクター、子 どもの役害J。 参加場面、
アナ ログ素材の活用場面 を決定 し、画面の割 り振 り ,全 体構成 を考 えた。 さらに、語 りの
文章や セ リフ、アニ メー シ ョン・BGM・ 効果音 ・音声 ・文字 な どの挿入 の タイ ミングを
決定 し、絵 コンテを作成 した。
④描画方法 の決定
マ ウス ・ タブ レッ トを使 ってパ ソコ ンヘ 枯画する とともに、手描 きイラス トをス キャナ
で取 り込 んだ。

○制作 フェーズ
⑤描画
アニ メーシ ョンを考慮 に入れ、背景 とキャラクター ・パー ッを分離 しペ イ ン トで描画 し
た。必 要に応 じて画像編集 ソフ トで編 集 を加 えた。
③ アニ メー シ ョンの設定
キヤラクター・パー ツなどに対 し、アニ メー シ ョンを設定 した。 また、場面の切 り替 え
時にもアニ メー シ ョン効果 を付 けた。
②音声 の設定
展開に応 じて適切 な BGMを 選曲・挿入 した。 さらに、キャラクター などの動作時に効
果音 を付加 した。その際、必要 に応 じて音声作成 ・編集 ソフ トを活用 した。
③ アナ ログ素材の制作
あおむ し、1業 の羽 を制作 した (手 作 り)。

制作 したデジタル紙芝居は以下の ようである (図 2)。
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図2

制作 したデ ジタル紙芝居

制作 したデジタル紙芝居 の最大 の特徴 は、 タッチ機能 を使 って幼児が実際 に電子黒板上
に絵 を描 くことがで きるように した ことにある。幼児 に果物 を自由に描 い て もらい、イ
呆育
者が幼児 とた くさんの コ ミュニ ケ ー シ ョンを図 りなが ら物語 を展開させ る仕掛 けを作 るこ
とによ り、楽 しみなが ら物語 に集中させ ることを目指 した。 さらに、デジタルだけには特
イ
カ児 の描
化 せ ず、ペ ンの部分 にあおむ しの飾 りをつ ける (図 3)こ とで実際 にあおむ しがス
い た果物 を食べ て い るように見せ た り (消 しゴム機能 の利用 )、 最後 には人が大 きな蝶 を
演 じるな ど、 ところどころにアナ ロ グの要素 を盛 り込む ことによ り、親 しみやす くイ ンパ
ク トの ある もの とした。

図3

アナ ログ制作 したあおむ し
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5.実 践内容 と評価
幼児 に市1作 した コンテ ンツ を見て もらい (図 4〜

6)、

その様子や反応、 コンテ ンツの

内容 に関 して保護者や保 育者 に紺 しア ンケー トを実施 し、その結果 を得 ることに よリコン
テ ンツの必要性 ・有効性 を確認 した。
目的 ・・・保護者や保育者お よび保育者 を志す学生か ら制作 した コンテ ンツ に関す る評
価 を得 る
対象 ・・・保護者、保育士 ・幼稚園教諭、保育学生
人数 ・・・保護者 17人 、保育士 ・幼稚 園教諭 46人 、イ
呆育学生 15人
日時 ・・・2012年 11月

20、

21日 、 12月 8日

実践 の様子 を YouTubeで も公開
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図4

実践の様子

図5

実践の様子 2
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図6

実践 の様子 3

電子黒板 を使 ったデジタル紙芝居 について、88%の 保護者があ るとよい と回答 した (図
7)。

また、幼児 の反応 につい ては 100%の 保護者が参加 して楽 しんで い る と回答 した。

一方、保育士 ・幼稚 園教諭お よび保育学生 については、91%が 楽 しく参加 で きる と回答 し
た

(図 8)。

■Iま し亀
■い い 】
乏

図 7 保護者アンケー ト結果

(電 子黒板はあるとよいか)
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0%

■楽 しく多加できる
■多加できないが楽 しめる
■→加できるが楽 しくない
・ 今畑できず楽 しくない
図8

保育者ア ンケー ト結果

(電 子黒板 は幼児が楽

しく参加 できるか

)

自由記述 として得 た感想 としては、興味 を持 って活動 に参加で きる、電子黒板 にさまざ
まな機能があって子 どもが 楽 しめる、電子黒板が大 きいので子 どもの興味が惹 き付 け られ
る、電子黒板 は珍 しいので今後期待 で きる、ペ ンにつ けたあおむ しや最後 に登場す る蝶 な
ど手作 りの もの もあって親 しみが もてた、動 くものに興味 を持 つ ので本や紙芝屋 に比べ 集
中 して聞ける、落 ち着 きのない幼児 の視線 も電子黒板 に集める ことがで きる、幼児 の年齢・
発達に応 じて保 育 がで きる、活用の仕方によつては行事 にも利用で きる、ぜ ひ保育に活用
したい、など肯定的な意見が多かった。一方 で、 うま く使 いこなせ ない と費用 に対す る効
果が見合 わない、絵 を描 いた リアニ メー シ ョンをつ けた りす る準備が大変そ う、幼児全員
が参加で きるような内容 を考えるのが大変、バ リエー シ ョンが複数必要、幼児が飽 きない
ような工夫が必要、大人数 だ と全員電子黒板 に触れることが難 しい、保育者 の練習が必要、
など保育 ・教育 で活用す る懸念 の声 もあ った。

6.考 察
電子黒板 の特徴 を活か したアニ メーシ ョンについて、保護者お よび幼稚園教諭 ・保育士、
保育学生 よ り高 い評価 を得 ることがで きた。
普段落 ち着 きがない幼児 で も見入 っている様子か ら、音や動 きがあるデジタル紙芝居 を
電子黒板 で活用す ることは、幼児 の興味 をひきつ け集 中力 を高める ことがわかった。 さら
に、 自分 たちが参加 して絵 を描けることか ら、一 人ひ と りが描 きたい と意欲的になってい
ただけでな く、 自分 の順 番 を意識 した り描 いた ものに封する友達の反応 をみるな ど、子 ど
もたち同士で積極的に コ ミュニ ケー シ ョンを図 ることもわかった。 よって、電子黒板 を取
り入れる ことで、 タッチ機能 で絵 を自由に描かせ るなど子 どもに役割 を与 えなが ら臨機応
変に話 を展 開で き、子 どもを楽 しませなが ら保育者が理想 とする保育が可能 となる。そ し
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て、電子黒板 は遊びや教材 ・教具 としての有力 な選択肢 のひ とつ とな り得 る ものであ り、
保育 の幅 を広げる ものである と考 えられる。
以上の ことか ら、今後幼稚 園や保育所 に も普及が期待 される電子黒板 を活用 した幼児参
加型デ ジタル紙芝居 は、幼児 に興味 ・関心 をもたせ る ことがで き、幼児教育 ・保育にお い
て有効 であることが確認 で きた。
今後 の H果 題 としては、 コス トや設置場所 の問題 もさる ことなが ら、教育

。イ
呆育 の場 で有

効 に活用で きる コンテ ンツを検討 し、バ リエー シ ョンを増やす ことが挙 げ られる。そのた
めには、それ らをイ ンター ネッ トを使 って保育者同士で コンテ ンツを集積 し、具体的な活
用場面 ・イメー ジを共有 してい く仕組 みが必要 となると考 え られる。そのためには、それ
らを扱 う保育者 の情報活用能力 も一層求 め られる こととなるが、 日々多忙 な保育者のみの
力 では限界があ り、保育者 自らが 一 か らコンテ ンツをす ることは極 めて 困難 で あるため、
保育者 の要望 に応 える外部制作者 の協力が不可欠 となる。
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