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［要約］小学校５年「雪国のくらし」の学習において，同期型 CSCL である Kneading Board
（略称，ＫＢ）を導入し新潟県と茨城県の学校で遠隔学習を行った。ＫＢを導入することで，
遠隔地の学習者と感じる「心理的距離感」は縮まり，非同期型の交流よりも同期型の交流の
方が「心理的距離感」は縮まっていた。同期型の交流では，遠隔地の学習者の反応をリアル
タイムで感じながら，班の話し合いも活発に行われ，協同で学習する姿が見られた。ＫＢは
全ての学習者が遠隔地の相手と交流するツールとして有効に利用されていた。
［キーワード］同期型ＣＳＣＬ，遠隔学習，心理的距離感，小学校社会
Ⅰ はじめに
インターネットの発達により，ネットワークを
活用した遠隔学習が活発になっている。特に電子
掲示板とテレビ電話での遠隔学習は多く実践され
てきた。
電子掲示板の実践は，非同期型の交流なので時
間的制約がないために時間にゆとりをもって学習
を進めることができるという成果が報告されてい
る。ただ非同期型であるために相手が見えにくく，
孤独感をもちやすくなったり，学習に行き詰まっ
たときの解決が困難であったりするという課題が
あった（堀田 2000）
。
同期型であるテレビ電話の実践では，協同的で
楽しい学びが生じやすいという報告がされてい
る。しかし，１グループの人数が多いために学習
意欲がなくなり退屈する学習者がみられたことも
課題としている（沢井ら 1999，宮城ら 2000）。テ
レビ電話では，コミュニティが代表者だけのため
に代表者でない外側の学習者との会話ができない
という短所がある。外側の学習者が会話できない
のは，映像と音声がオンラインでつながっている
ために代表者を邪魔してしまうことへの不安が原
因であると考えられる。また原田(1993)は，同期
型対話の中で，「テレビ電話」は対面対話に比べ
て「話しにくい」という評価がなされたのに対し
て，「テキスト対話」では対面対話よりも「話し
やすい」という評価がされたことを明らかにした。
その要因について松尾(1999)は，テレビ電話は中
途半端な視覚情報しか与えられないので相手の情
報が把握できないのではないかと述べている。
そこで本実践では，電子掲示板とテレビ電話を
活用した遠隔学習の課題を解決するために「テキ

スト対話」を同期型で可能にする同期型 CSCL
（Kneading Board：略称，ＫＢ)を導入する。
ＫＢを導入することで，学習者の心理的距離感
がどのように変容していくのか。またその要因は
何なのかを新潟県の小学校の学習者の学習中の文
脈から明らかにすることを本研究の目的とした。
分析するための「心理的距離感」について，吉
井(1993）は「学習者同士が物理的に離れていたと
きに感じる相手との心理的距離」と定義している
ので，本研究でもその定義を用いることにした。
Ⅱ 調査の概要
１ 調査の対象
調査の対象は，新潟県の公立Ｋ小学校の５学年
１学級（35 人）である。遠隔学習の相手は茨城
県の公立Ｙ小学校の５学年１学級（21 人）。実践
は平成 19 年１月～３月に行った。
２ 学習活動の流れ
本実践の単元は社会「雪国のくらし」(全８時
間)である。学習活動の流れを表１に示す。
ＫＢは，すべての時間で使用した。コンピュー
タは新潟の小学校が５～６人の班で１台ずつ，茨
城の小学校は３～４人の班で１台ずつ使用した。
表１ 本実践「雪国のくらし」の学習の流れ
（新潟県Ｋ小学校側の学習の流れ）
●第０次 「自己紹介」をしよう。（非同期）
・ ＫＢに自己紹介をする。各学級とも６ 班で学習を行い，各
班１台のコンピュータを 利用して非同期で交流をする。

●第１次 「雪国のくらし」のクイズを考え よう
（非同期）
①「雪国の暮らし」について，班ごとに実 際に地域に出て調
べ雪国ならではの「生活の 知恵」や「施設の工夫」をまと
めていく。
②まとめたことを効果的に茨城県の小学校 ５年生に伝えるた
めに，班ごとでデジタルカ メラの映像や，インタビューで
わかったキー ワードを使いながらＫＢ上に「雪国のくらし

クイズ」を作成する。

●第２次

クイズ「雪国のくらし」で交流 しよう
（同期）

③④ KB を使って，班ごとにクイズ「雪国 のくらし」で新潟
県と茨城県の交流を行う。 各学級とも６班で学習を行い，
各班１台のコ ンピュータを利用して同期で交流をする。

●第３次 「生活や遊び」で交流しよう。（同 期）
⑤⑥茨城の子どもたちが感じた「雪国の暮 らし」の疑問や遊
びについて KB で自由交流 する。各学級とも６班で学習を
行い，各班１ 台のコンピュータを利用して同期で交流。

●第４次 「雪国のくらし」についてまとめ よう。
（非同期）
⑦茨城県の小学生が交流を通してまとめた 「雪国新聞」
（ Web-Com 利用）と「茨城ニュ ース」（KB 利用）を読ん
で感想をＫＢに書く。 自分たちの学習をふり返る。

調査方法
記録は各班に設置したボイスレコーダー及び
教室に設置した３台のビデオカメラで行った。
この記録に加え，児童が記入したワークシート
や各学習終了後に行った質問紙調査も分析の対
象とした。
Ⅲ 結果と考察
各学習後に「相手の小学校の友だちとは，気
持ちの上でどれくらいの距離だと思いますか」
の質問紙調査を行った。10 段階評価（10 が「と
っても近い」1 が「とっても遠い」）で回答を求
め，平均値を算出した。その結果を図１に示す。

したクイズで遠隔地の学習者たちが活発に交流
をしている様子が見て取れる。
事例１
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新潟県Ｋ小学校 ４班

4B-1

「これがあると便利ですか。いつ使いますか」だって。

4E-1

命にかかわります。

4C-1

ねえ，みんなで考えよう。

4F-1

いつ使うんですか。（の答えは）冬です。

4C-2

Ｙ小（の動き）が止まっている。あっ書いてきた。

4E-2

ピロティーには雪がありません。

「もう少しヒントください」だって。

３
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２次終了後

３次終了後

４次終了後

質問紙調査による心理的距離感の推移

同期型で交流した２次，３次後に心理的距離
感が近くなっていることがわかる。距離感が縮
まった理由として学習者は「前よりも雪国のこ
とを知ってもらった感じがした。」「この前と違
って，くわしい質問をしたり，されたりしたか
ら。」「いろいろなやりとりをしたから。」と述べ
ている。同期型ならではのリアルタイムでのや
りとりが心理的距離感を縮めていたといえる。
事例１は第２次での学習者の様子である。4B-1
や 4C-2 の会話から茨城県Ｙ小学校の反応をリア
ルタイムで楽しみながら，協同で学習している
様子がわかる。また，班全員が意見を出し合っ
て交流している様子もわかる。図２は授業終了
後の４班のＫＢ全体画面である。写真をもとに

図２

第２次終了後の４班のＫＢ全体画面

Ⅳ

まとめ
ＫＢを遠隔地学習に導入することで，遠隔地
の学習者と感じる「心理的距離」は縮まり，非
同期型の交流よりも同期型の交流の方が「心理
的距離感」は縮まっていた。同期型で交流する
際は，遠隔地の学習者の反応をリアルタイムで
楽しみながら，班の話し合いも活発に行われ，
協同で学習する姿が見られた。
ＫＢは全ての学習者が遠隔地の相手と交流す
るツールとして有効に利用されていた。
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