
- 1 - 

沖縄県立総合教育センター 1年長期研修員 第 63集 研究集録 2018年３月 

〈ＩＣＴ教育：高等学校 情報〉 

Unityによる３Ｄ及びＶＲゲーム制作教材の開発 
－ 興味・関心を引き出し、学習意欲を高める教材の研究 － 

 

沖縄県立名護商工高等学校教諭 前 城 静 二    

 

Ⅰ テーマ設定の理由 
日本のＩＴ産業は時代と共に発展を続け、現在では最も大きな産業分野の一つとなっている。近年でも、

ＩｏＴやＡＩ、ＶＲ等の情報技術が急速に発展し、社会のあらゆる場面で活用されており、情報技術は私

たちの生活に不可欠なものとなっている。その一方で、経済産業省が平成 28 年にまとめた調査結果によ

ると、現在ＩＴ人材は 17万人不足しており、ＩＴ人材の育成は重要な課題となっている。 

本校総合情報科は、全国でも 19校にのみ設置されている専門教科「情報」について学ぶ学科で、「シス

テム設計・管理分野」から「情報コンテンツの制作・発信分野」まで、専門教科「情報」に関する幅広い

学習を行っている。高等学校学習指導要領解説情報編において、専門教科情報科の目標の一つとして、「専

門教科情報科にかかわる各分野の学習を，現代社会を支え，発展させている情報産業の視点でとらえ，将

来のスペシャリストとして必要な基礎的・基本的な知識と技術を習得させること」と示されている。この

専門教科情報科の目標とＩＴ人材育成の観点から、本校総合情報科においても「情報に関する専門的な分

野で活躍できる情報技術者の育成」を目標としている。私は主に、「情報コンテンツの制作・発信分野」を

担当しており、情報コンテンツの制作に関する授業を行っている。学習指導要領における情報コンテンツ

実習の目標として、「情報コンテンツの開発に関する知識と技術を実際の作業を通して習得させ，総合的に

活用する能力と態度を育てる。」とあり、これを踏まえて、授業ではプログラミングやＣＧ制作の実習を通

して、情報コンテンツ制作における専門的な知識や技能を習得させることを目標としてきた。授業で扱う

教材として、プログラミングの実習ではゲーム制作を行う等、なるべく生徒の興味・関心を引きやすい題

材を選び、実際の作業を通してプログラミングやコンテンツ制作の基礎を身に付けさせるような指導を心

掛けてきた。また、学習内容を細かく分けた実習用のテキストを作成し、生徒が各自の進捗状況に合わせ

て自主的に作業が進められるような授業に取り組んできた。その結果、生徒からは「難しいが達成感があ

る」「完成したとき気持ちが良い」等の感想が聞かれるようになり、ある程度の効果を実感しつつある。 

しかしながら、授業で学んだ技術を応用して、発展的な作品制作等に積極的に取り組む生徒は少なく、

本学科の課題の一つとなっている。新学習指導要領では、主体的・対話的で深い学びの視点からの学習改

善が求められている。情報科における「主体的な学び」の例として、新学習指導要領に関する審議のまと

めによれば、「生徒に達成感を味わわせて学習に取り組む意欲を高めたり、個々の興味・関心や能力・適性

に応じてより進んだ課題に取り組んだりすることなど」と示されている。これまでの授業実践において、

生徒に達成感を感じさせることはできつつあるが、それを学習意欲の向上につなげ、より進んだ課題に取

り組ませるために、生徒の興味や関心に応じた新しい教材の開発が必要だと考える。 

昨年の１月に開催された、県内最大級のＩＴに関するイベントとされるＩＴ津梁まつり 2017 に本学科

の１、２年生を参加させた。このイベントでは近年、Unity*1による３ＤゲームやＶＲゲームを展示する企

業や学校が増えている。参加した本学科の生徒も、各展示ブースにおいて３ＤやＶＲゲーム体験を楽しん

でおり、「UnityやＶＲに取り組んでいる学校もあって、すごいと思った」といった感想が聞かれた。こう

した生徒の様子から、Unity による３ＤやＶＲ等の新しい技術に、強い興味・関心を持っていることが強

く感じられた。 

本研究では、Unityによる３Ｄ及びＶＲゲーム制作方法について研究し、「情報コンテンツ実習」で活用

する教材を作成する。この教材を活用した実習を通して、生徒の興味・関心を引き出し、専門教科に対す

る学習意欲を高めることで、将来の進路選択において本学科で学んだ情報技術の活用を意識するようにな

り、本学科の目標である「情報技術者の育成」につながると考え、本テーマを設定した。 

〈研究仮説〉 

Unity による３Ｄ及びＶＲゲーム制作方法に関する教材を開発し、情報コンテンツ実習の授業で活用す

ることで、情報コンテンツ制作に対する生徒の興味・関心をより一層引き出し、専門教科に対する学習意

欲を高めることができるであろう。 

 
*1 ３ＤやＶＲコンテンツ制作のための開発環境を提供するゲームエンジン。P.72の(2)を参照。 
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Ⅱ 研究内容 
１ 理論研究 

(1) 情報科における「主体的な学び」について  

   平成 28 年８月に文部科学省の中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会が取りまとめた

「次期学習指導要領等に向けたこれまでの審議のまとめについて（報告）」によると、情報科におけ

る「主体的な学び」とは、「見通しをもって試行錯誤することを通して自らの情報活用を振り返り、

評価・改善して、次の問題解決に取り組むことや、生徒に達成感を味わわせ学習に取り組む意欲を

高めたり、個々の興味・関心や能力・適性に応じてより進んだ課題に取り組んだりすることなどで

ある」とされている。このことから、「主体的な学び」を実現するためには、「達成感を味わわせ学

習意欲を高めること」や、「興味や関心を持たせること」は、重要な要素の一つだと考える。 

 (2) Unityについて 

Unity Technologies 社が開発した、３ＤゲームやＶＲゲーム等の立体的なコンテンツを開発する

ための環境を提供するゲームエンジン。ゲームエンジンとは、ゲームで使用する画像の描画や効果

音の再生、データの管理等の機能を備えたソフトウェアの総称である。Unityで開発したゲームは、

Windows、macOS、iOS、Android等の主なＯＳ*1に対応しているため、ほぼ全てのＰＣや、スマート

フォン、タブレット等で利用可能である。世界で最も利用されているゲームエンジンで、ゲームエ

ンジン市場における占有率は 45％と言われている。 

Unity は、オブジェクト同士の衝突後の反応や重力の計算といった物理演算機能を持っており、

ゲームだけでなく、医療や建築の分野におけるシミュレーションにも利用されている。医療におい

ては、人間の動きや形態を３Ｄで再現した人体解剖アプリケーションソフトウェアや、脳外科手術

のシミュレーション用ソフトウェアの作成において利用されている。建築においては、３Ｄソフト

ウェアで制作した建築物の内部を、キーボードやマウスの操作で通り抜けながら、建物の内観を見

ることができるインタラクティブウォークスルーコンテンツの制作等に利用されている。 

Unityによるゲームやコンテンツ開発における特徴として、「直観的な操作が可能」という点が挙

げられる。Unity では、編集画面に複数のオブジェクトを配置し、それぞれのオブジェクトに対し

て直接プログラミングを行うことができる。また、プレビューすることで、動作の確認も編集画面

上で同時に行える。一般的なプログラミングの学習では、複数行のコードを入力した後、ディスプ

レイに文字等を表示するところから始まることが多い。このような学習においては、視覚的な変化

が少なく、学習者が途中で飽きてしまうことが多い。それに対して、Unity ではオブジェクトの配

置とプログラミング、動作確認の作業が同時に行えるため、視覚的な変化を確認し易く、従来のプ

ログラミング学習よりも、学習者が興味を持ちやすいと考えられる。 

(3) 教育現場における Unity 

Unityには教育向けライセンスがあり、高校も含めた教育機関全般に無償提供されている。Unity

によって制作された作品を競う学生向けの大会として、「Unity インターハイ」が 2014 年から開催

されており、全国の高校生や高専生、および小・中学生によって制作されたゲームを審査する全国

大会となっている。１名から３名のチームで、Unity を使ったオリジナルゲームを制作、応募し、

予選を通過したチームは、本選においてプレゼンテーションを行う。参加校やチームは年々増加し

ており、県内の高校からも、Unityインターハイ 2017に幾つかのチームが参加している。 

(4) ＶＲ（Virtual Reality） 

   コンピュータ上に人工的な環境を作り出し、まるでその場にいるかのような感覚を体験できる情

報技術。日本語では「仮想現実」や「人工現実感」と呼ばれる。ＨＭＤ*2等の機器を身体に装着し、

コンピュータによる映像や音響等の効果によって、人工の３次元空間内への没入感を生じさせる。

近年、ＶＲ用のＨＭＤの高性能化、軽量化、低価格化が進んだことや、スマートフォンをＨＭＤの

代りにし、ＶＲコンテンツを視聴するためのＶＲゴーグルが安価で販売されるようになったことで、

急速に普及している。特に、2016年は、国際的なゲーム展示会においてＶＲ体験コーナーの新設や、

大規模なアミューズメントパークのアトラクションへのＶＲの導入等、従来よりもＶＲを身近に体

験できるようになったため、「ＶＲ元年」と呼ばれている。ＶＲの活用例として、現在はゲームやア

トラクションといったエンターテインメントの分野での事例が目立っているが、その他の分野でも

利用され始めている。例えば、医療における手術シミュレーションや飛行恐怖症、会話恐怖症など 

 
*1  Operating System の略。コンピュータを動かすための基本となるソフトウェア。 
*2 Head Mounted Display の略。ＶＲを視聴するために頭部に装着するディスプレイ。 
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の症状を持つ患者の治療に利用されている。自動車産業では、ディーラーの店舗におけるバーチャ

ルなモデルカーの展示や、バーチャルドライブ体験等で利用されている。教育の現場においても、

教室に居ながらピラミッドや砂漠、熱帯雨林といった、すぐに行くことが難しい場所を、ＶＲによ

って体験する「バーチャルトリップ」を授業に導入している事例がある。 

２ 実態調査 

本学科の３年次の選択科目として設定されている、「情報コンテンツ実習」を選択した 18名の生徒

を研究対象とし、アンケートによる調査を行った。情報コンテンツ実習は、専門教科「情報」の科目

の一つで、本学科の教育課程において２年次に必履修科目、３年次に自科選択科目として設置されて

いる。情報コンテンツ実習は、教科書が出版されていないため、主に教師が作成した自主教材をもと

にした実習中心の授業を行っており、ゲーム等を題材にしたプログラミングやＣＧソフトによる画像

処理の実習を通して、情報コンテンツ制作における知識や技能について学習している。このような授

業内容を踏まえて、情報コンテンツ実習で学習したい内容及び、学習意欲について調査した。次に、

本研究のテーマである３Ｄゲーム及びＶＲゲームに対する興味・関心について調査した。最後に、本

学科の目標及びＩＴ人材育成の観点から、本学科で学習した知識と技能を、卒業後の進路で活かした

いと考えているか調査した。 

(1) 情報コンテンツ実習で学習したいこと（図１） 

   情報コンテンツ実習では、これまで、生徒の興味・

関心を踏まえながら、３年次の課題研究等での作品

制作の参考になるような教材を、教師側で準備して

きた。本研究を行うにあたり、実際に生徒がどのよ

うなことを学びたいと考えているのか改めて調査し

た。「ゲーム制作」と回答した生徒が 50％（９人）と

なり、半数の生徒がゲーム制作に興味・関心を持っ

ていることがわかった。「ゲーム制作」と回答した生

徒の理由として、「好きだから」「楽しい」等の純粋

な興味や、「ゲームを作る際の基礎を学びたい」等の

学習意欲に繋がるような回答もあった。 

(2) 意欲的に学習に取り組んでいるか（図２） 

情報コンテンツ実習の学習に対して、意欲的に取

り組んでいるか調査するため、「情報コンテンツ実習

で行う実習（ゲーム制作、ＣＧ制作等）に、自分の

アイデアを加える等、意欲的に取り組んでいるか」

との質問をした。肯定的な回答をした生徒は半数の

50％（９人）で、その理由として、「アレンジするの

が楽しいから」「自分で想像した動きがつけられるか

ら」等、自分のアイデアをゲームやＣＧで表現する

ことに面白さを感じ、意欲的に取り組んでいるとす

る回答が多かった。否定的に回答した理由としては、

肯定的な回答とは逆に、「アレンジなどはめんどくさ

い」「あまりやる気が出てこない」といった興味・関

心の低さや、「作る技術がない」「アイデアを考える

ことができない」といった、技能や発想力に対する

自信の無さを感じさせるもの等があった。 

(3) ３Ｄゲーム制作への興味について（図３） 

   本学科の生徒が興味を持っている分野の一つと考

えられる３Ｄゲーム制作に対して、どの程度の生徒

が興味を持っているか調査した。「とても興味があ

る」が 22％（４人）、「どちらかと言えば興味がある」

が 44％（８人）で、両方を合わせると 66%（12人）

となり、３Ｄゲーム制作に興味を持っている生徒が

多いことが改めて確認できた。「興味がある」と回答

した理由として、「作っていて楽しい」「どんな風に

作っているかが知りたい」等、実際に作ることに対して強い興味を示す回答が多く、３Ｄゲーム制
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図１ 情報コンテンツ実習で受けたい実習は何か？ 
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図２ 情報コンテンツ実習で行う実習に、意欲的に

取り組んでいるか？ 
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図３ 「３Ｄゲーム制作」に興味はあるか？ 
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作は生徒の興味・関心を引き出し、学習意欲を高める上で、有効な教材になると考える。 

(4) ＶＲゲーム制作への興味について（図４） 

本研究では、３Ｄゲーム制作から引き続き、ＶＲ

ゲーム制作を行う。そこで、ＶＲゲーム制作に対す

る興味・関心について調査した。「とても興味があ

る」が 39％（７人）、「どちらかと言えば興味がある」

が 44％（８人）で、両方を合わせると 83％（15人）

となり、興味を持っている生徒は、３Ｄゲーム制作

よりも多いことが分かった。「興味がある」と回答し

た理由として、半数の生徒が「面白そう」「楽しそう」

といった興味・関心を示す回答をしている。また、

「どんな風に作っているか知りたい」といった作成

方法に対する興味や、「情報科でしかできないこと

だから」といった回答もあり、３Ｄゲーム制作と同様、有効な教材になると考える。 

(5) 卒業後の「情報」に関する専門知識の活用について（図５） 

   本学科の目標である「情報技術者の育成」及び、

日本の課題であるＩＴ人材育成の観点から、卒業後

の本学科で学んだ専門知識の活用について調査し

た。「総合情報科で『情報』について専門的な学習を

していますが、この知識を卒業後の進路で活かした

いですか？」との質問に対し、「はい」と回答した生

徒は 33％（６人）で、「いいえ」と回答した生徒が

33％（６人）、「未定」と回答した生徒も 33％（６人）

となっている。「はい」と回答した生徒は、情報系の

進学か就職を希望している。「いいえ」と回答した生

徒は、情報系以外の進路を希望しており、卒業後本

学科で学んだ情報に関する技術や知識を進学先で活

用することは、ほとんど無いと考えているようであ

る。「いいえ」「未定」と回答した生徒について、将来の進路において、本学科で学んだ技術や知識

を活用したいと考えるよう、教材の内容等について検討していく必要がある。 

３ 教材開発 

(1) Unityによる３Ｄ及びＶＲゲーム制作教材 

Unityには Unity Personal と Unity Proの２種類のライセンスがある。Unity Proは有償で、商

用アプリケーションの開発向け、Unity Personalは無償で、個人ユーザー向けとなっている。Unity 

Pro と Unity Personal では、機能面において大きな差は無いため、本研究での教材開発において

は、Unity Personalを利用する。Unityの基本的な使用方法、３Ｄモデルの配置とプログラミング

の方法や背景の作成方法等の３Ｄゲーム制作に関する基礎を学習するための教材及び、ＶＲゲーム

の制作方法について学習するための実習テキストを作成する。作成した実習テキストのタイトル及

び内容は、表１の通りである。 

 
No タイトル 内 容 ページ数 

１ 
Metasequoia ファイルを

Unityに読み込む方法 

３ＤＣＧソフトウェア「Metasequoia」で作成した３Ｄモデルを Unity にイン

ポートし、前進・旋回・ジャンプの操作をするためのプログラミングの手順につ

いて解説する。３Ｄゲーム制作の基礎を学習する際の導入として使用する。 
17 

２ 
Blender によるアニメー

ション作成方法 

アニメーション作成が可能な３ＤＣＧソフトウェア「Blender」で、３ＤＣＧモ

デルによる「歩くアニメーション」を作成する手順を解説する。３Ｄゲーム内を

３Ｄキャラクターの作成方法を学習する際に使用する。 
34 

３ 
Unity でのアニメーショ

ン設定 

 Blender で作成した「歩くアニメーション」を Unity にインポートし、キーボ

ード操作で３Ｄキャラクターに「歩く」動作をさせる設定とプログラミングの方

法を解説する。３Ｄゲーム内を３Ｄキャラクターの作成方法を学ぶ際に使用す

る。 

22 

４ 
『エアレース』ゲームの

作成 

プロペラ飛行機によるタイムレースである「エアレース」を再現する３Ｄゲー

ムの制作方法を解説する。３Ｄゲーム内でキャラクターを操作するためのプログ

ラミング方法、３Ｄオブジェクト同士の当たり判定の設定方法、地形の作成方法

等が学習できる。 

56 

表１ ３Ｄ及びＶＲゲーム制作実習テキスト一覧 

Ｎ=18 

39%

44%

17% とても興味がある

(7人)

どちらかと言えば

興味がある(8人)

どちらかと言えば

興味がない(3人)

全く興味がない

(0人)

Ｎ=18 

図４ 「ＶＲゲーム制作」に興味はあるか？ 

図５ 「情報」に関する専門的な知識を卒業後の進路

で活かしたいか？ 

34%

33%

33%
はい(6人)

いいえ(6人)

未定(6人)

Ｎ=18 

33% 
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５ 
Unity によるＶＲゲーム

制作 

 ＶＲゲームの基本的な制作方法について、Unity でのプログラミングからスマ

ートフォンへの書き出しまでの手順を解説する。３Ｄによるシューティング

(FPS)ゲーム制作の基礎とＶＲゲームアプリの作成方法を学習できる。 
54 

６ 
スマートフォンを開発者

モードにする方法 

 スマートフォン(Android 端末)側を開発者モードに変更する方法を解説する。

スマートフォンの設定を開発者モードに変更し、Unity で作成した３Ｄゲームや

ＶＲゲームをＰＣからスマートフォン用のアプリとして書き出す準備をする。 
３ 

７ 
スマートフォン（Android

端末）に書き出す準備 

 Android Studio（Android 端末に書き出すためのソフト）と JDK（Java 

Development Kitの略。Javaでソフトウェアを開発するためのツール）のインス

トール方法を解説する。Android Studioと JDKをインストールすることで、Unity

で制作したゲームをスマートフォン（Android端末）に書き出すことができる。 

７ 

(2) 教材作成で使用するＰＣ及び実習で使用する生徒用ＰＣ 

本研究における教材開発は、デスクトップＰＣで行い、開発した教材を活用する検証授業では、

生徒用ＰＣとしてノートＰＣを使用する（図６）。各ＰＣのＯＳとハードウェアの性能については、

表２の通りである。一般的に、３ＤＣＧを扱う場合、高性能なＰＣが必要とされることが多いが、

Unityによる３Ｄ及びＶＲゲーム制作では、高性能なＰＣが必ずしも必要とはされず、平均的な性

能のＰＣでも３ＤＣＧを扱った作品制作が可能である。 

   

 

(3) スマートフォン用ゴーグルと Bluetoothコントローラ（図７、８） 

    UnityによるＶＲゲーム制作では、最後

に完成したデータをＲアプリとしてスマ

ートフォンにＶ書き出しをする。スマート

フォンに書き出されたＶＲアプリの動作

確認をするために、ＶＲゴーグルと

Bluetoothコントローラを使用する。スマ

ートフォン用のＶＲコンテンツの普及に

伴い、様々な種類のＶＲゴーグルと

Bluetoothコントローラが販売されるようになり、安価なものは 1,000円前後で購入可能である。 

(4) Metasequoia（メタセコイア） 

  ３ＤＣＧモデルの作成（モデリング）を行うソフトウェアである。本学科では、２年生の総合情

報実習の授業で Metasequoia を使用した３ＤＣＧモデリング実習を行っている。Metasequoia で作

成した３ＤＣＧモデルは、Unity に直接読み込むことができないため、別の３ＤＣＧソフトウェア

である Blenderに読み込み、Unityで利用可能なファイル形式に変換する。 

(5) Blender（ブレンダ―） 

    オランダで開発された３ＤＣＧ作成ソフトウェアで、モデリングやアニメーション作成といった

３ＤＣＧアニメーション制作における一連の作業を行うことができる。Unity との連携も良く、

Blenderで作成、保存された３ＤＣＧファイルは、そのまま Unityにインポートすることができる。 

  (6) ＨＴＭＬ形式による実習テキスト 

ＨＴＭＬとは、「Hyper Text Markup 

Language」の略で、一般的に Web 上で閲

覧されている Web ページを作成する際に

使用される言語である。Microsoft Word

で作成した実習テキストをＰＤＦファイ

ルに変換し、Web ページの形式でまとめ

る。そして、コンピュータ教室の生徒用

ＰＣのデスクトップ上に、トップページ

のショートカットを配置し、全ての実習

テキストを、いつでも自由に閲覧できる

ようにする。ＨＴＭＬ形式による実習テキストの設置方法については、図９の通りである。実際の

 ＰＣの種類 ＯＳ ＣＰＵ メモリ グラフィックス 

教材 

開発用 
デスクトップＰＣ Windows10 Intel Core i7 8GB 

Intel HD 530 

（CPU内蔵） 

生徒用 ノートＰＣ Windows7 Intel Core i5 8GB 
Intel HD 4600 

（CPU内蔵） 

 

図９ ＨＴＭＬ形式の実習テキストの設置 

ショートカット

を配置。 

 

ファイル 

サーバ 

実習テキスト

のデータ等を

設置。 

生徒用 

ＰＣ 

生徒用 

ＰＣ 

生徒用 

ＰＣ 
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
教
室 

表２ 教材開発で使用するＰＣと生徒用ＰＣのＯＳと性能 

図７ ＶＲゴーグル 図８ コントローラ 

図６ 生徒用ＰＣ 
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ＨＴＭＬ実習テキストの各ページについては、図 10が全体のトップページ、図 11が検証授業で活

用する教材である「Unity によるＶＲゲーム制作」のページで、全体のトップページにリンクされ

ている。図 12は、ＰＤＦファイルの実習テキストの一部である。授業においては、このＨＴＭＬ形

式のテキストと、それぞれのＰＤＦファイルを印刷した紙のテキストの両方を使用する。 

  (7) Ｃ＃によるプログラミング 

Unity によるソフトウェア開発において、プログラミングを行う場合、Ｃ＃が使用されることが

多い。Ｃ＃の使用比率は８割以上と言われており、本研究でもプログラミングの際には、Ｃ＃を使

用する。また、市販されている Unity関連の書籍においても、ほとんどのものがＣ＃によるプログ

ラミングついて解説しているため、Ｃ＃を使用することで発展的な学習にも繋がりやすいと考える。 

(8) Unityの基本的な操作について 

  Unityの基本的な操作は、以下の①から⑤のような流れになる。 

① Unityの編集画面（エディタウインドウ）（図 13） 

     Unityを起動すると編集画面が表示され、この画面で３ＤＣＧオブジェクト等を配置する。 

   ② Game Object（ゲームオブジェクト）の選択と配置（図 14） 

     メニューバーの「Game Object」から基本的な図形を選択し、配置することができる。また、別

の３ＤＣＧモデリングソフトで作成したオブジェクトを取り込み、配置することもできる。 

③ シーンのプレビュー（図 15） 

Preview パネルの再生ボタンをクリックすると、現在編集中のシーンが再生され、実際のゲー

ムとして書き出された場合の動作を確認することができる。 

   ④ プログラミング（図 16） 

メニューバーの「Assets」からプログラミングで使用するＣ＃ファイルを作成する。プログラ

ミングの際には、通常「Mono Develop」という Unityに標準で付属しているプログラミング用エ

ディターが起動する。 

   ⑤ シーンとプロジェクトの保存 

オブジェクトの配置やプログラミング等の作業終了後、Sceneと Projectを保存する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 13 Unity の編集画面 

Cube(立方体)、Sphere(球体)、

Capsule(カプセル)等の基本的

な図形が選択できる。 

 

図 14 GameObject の選択と配置  

 

図 15 シーンのプレビュー  

 

図 16 プログラミング 

Previewパネル

で再生の操作。 

図 10 全体のトップページ 図 12 実習テキストの一部(PDF) 図 11 「ＶＲゲーム制作」トップ 
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Ⅲ 指導の実際 
 １ 検証前の事前学習 

ＶＲゲーム制作教材の検証を行う前に、Unityの基本

的な操作に慣れさせる目的から、検証前の事前学習と

して単元「Unityによる３Ｄゲームの制作」を設定し、

９月から 10月にかけて、本学科の３年生の選択科目「情

報コンテンツ実習」で実施した。この単元では、本研究

において作成した実習テキスト「『エアレース』ゲーム

の作成」を教材とする実習を、今年度の情報コンテンツ

実習の担当教諭が主に行い、私は授業の補助を４回行

った。ほとんどの生徒にとって、Unityによる３Ｄゲー

ム制作は初めての経験だったため、授業の進捗は当初

の予定よりも遅れたが、最終的には、６割の生徒が実習

テキストの内容を最後まで終えることができた。また、

残りの４割の生徒も、９割程度は終えることができて

おり、「Unity の基本的な操作に慣れる」という事前学

習の目的は達成できたと考える。図 17は、実際の授業

において、エアレースゲーム制作の課題に取り組む生

徒の様子である。実習テキストが綴られたファイルを

参照しながら、隣の生徒と実習内容について確認し合

う様子が見られる。図 18は、生徒が制作した作品のス

クリーンショットである。別の３ＤＣＧソフトで制作

した飛行機をゲーム内にインポートする等、実習テキ

ストに沿って制作したものを、更にアレンジしている。

生徒が制作した作品の中から３作品を選び、11 月に開

催された第 21回沖縄県産業教育フェアにおいて、本学

科の生徒作品の一つとして展示を行った。 

２ ＶＲゲーム制作教材の検証 

本学科３年生の選択授業である情報コンテンツ実習

において、単元「UnityによるＶＲゲーム制作の基礎」

を設定し、11 月からＶＲゲーム制作教材の検証を行っ

た。本研究において作成した実習テキスト「Unityによ

るＶＲゲーム制作」を教材として活用する実習中心の

授業を行った。検証計画の後半に自由課題作品制作を

設定し、作業内容をプログラミング、キャラクターデザ

イン、ステージデザインの３つに役割に分担した。この

３つの役割と、実際のソフトウェア開発においても、チ

ームによる作業が多いことから、３人一組のグループ

を組み、協力して作業を進めて行くよう指導した。授業

で行った作業内容についての振り返りや自己評価、進

捗状況の確認ができるよう、毎時間のまとめにおいて、

実習日誌（図 19）の入力を求め、ファイルサーバに提

出することとした。また、進捗状況の把握や今後の作業

内容の確認と、各グループの作業の状況をクラス全体

で共有することを目的として、毎週１回各グループに

よる進捗状況報告を行った。進捗状況報告では、

PowerPoint を使用し、作業画面のスクリーンショット

をスライドに貼って、進捗状況がより分かりやすくな

るよう指導した（図 20）。 

(1) 単元名 「UnityによるＶＲゲーム制作の基礎」 

  (2) 単元の目標 

ＶＲゲーム制作実習を通して、これまでに学んだ３ＤＣＧとプログラミングの知識と技術を総合

図 18 生徒の作品例 

図 19 実習日誌の入力例 

図 20 進捗状況報告用スライドの入力例 

図 17 授業中の生徒の様子 
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的に習得させるとともに、実際に活用できるようにする。 

  (3) 単元設定の理由 

   ① 教材観 

本単元では、ＶＲゲーム制作のための開発環境を提供するゲームエンジンである Unityを利用

したＶＲゲーム制作実習を行う。ＶＲは、現在ゲームの分野のみならず、建築や医療等の分野で

も活用されており、今後更に発展することが予想される情報技術であり、生徒に身に付けさせた

い技術の一つである。Unity は、３ＤＣＧの作成やプログラミング言語によるプログラミングの

実習を同時に行うことができるソフトウェアで、ＶＲゲーム制作に必要な一連の作業を、総合的

に習得させることが可能だと考える。この、Unity によるＶＲゲーム制作の手順や、プログラミ

ング方法等の一連の作業を分かりやすく解説した実習テキストを作成することで、情報コンテン

ツ制作に対する興味・関心をより一層引き出すことが期待できる。 

② 生徒観 

本校総合情報科３年生は、２年次の総合情報実習において３ＤＣＧ制作の基礎を学習し、１、

２年次の専門教科の各授業においてＣ＃を含めたプログラミング言語について学習している。ま

た、程度の差はあるが、全体的に情報系に興味を持っており、情報コンテンツ実習の授業等で、

ＣＧ制作やゲーム制作の実習を行った場合、真面目に取り組む生徒は多い。しかしながら、将来

の進路として情報系の進路を希望する生徒は少なく、授業で学んだ情報技術を活用して、応用的

な課題に積極的に取り組む生徒は少ない。実態調査のアンケートの結果から、パソコンを使った

作品制作について、多くの生徒が関心を持っているが、実際に自分で何かを創作しようとする意

欲は低いことが分かった。生徒の興味・関心をより一層引き出す教材を活用した実習を通して、

学習意欲の向上を目指す。 

   ③ 指導観 

本単元では、３Ｄオブジェクトの配置や３Ｄオブジェクトを操作するためのプログラミング方

法、３ＤからＶＲへ変換する方法、パソコンで制作したＶＲゲームをスマートフォンへ書き出す

方法について実習形式の授業を行う。実習の際には、３人一組のグループを組ませ、解らない箇

所はグループ内でお互い教え合う等、協力して学習を進めて行くよう指導する。表計算ソフトで

作成した実習日誌を毎時間記入させ、実習の進捗状況と次の課題、学習への意欲等を確認する。

また、２時間に１回、クラス全体の前でグループの進捗状況や今後の課題等を報告させる。こう

した実習を通して、学習意欲を高めながら、ＶＲゲーム制作の基礎が身に付くよう指導する。 

(4) 単元の評価規準 
 関心・意欲・態度 思考・判断・表現 技能 知識・理解 

単
元
の
評
価
規
準 

ＶＲゲーム制作実習を

通して、意欲的に実習に

取り組み、グループによ

る学習に積極的に参加

しようとしている。 

 

 

ＶＲゲーム制作実習を

通して、３ＤやＶＲへの

知識を深め、ゲーム制作

において適切に判断し、

表現している。 

ＶＲゲーム制作実習を

通して、３Ｄオブジェク

トの扱いや、プログラミ

ング技術を身に付け、適

切に活用している。 

ＶＲゲーム制作実習を

通して、使用する各ソフ

トウェアに関する基本

的な知識を身に付けて

いる。 

学
習
活
動
に
即
し
た
評
価
規
準 

①ＶＲゲーム制作に関

心を持ち、実習テキス

トの課題に意欲的に

取り組んでいる。 

②グループによる学習

に積極的に参加し、自

分の考えを、創作に取

り入れようとしてい

る。 

 

①グループによる創作

活動で、自分の役割に

応じて、プログラムや

３ＤＣＧ等を考え、表

現している。 

②作品のプレゼンテー

ションにおいて、制作

の意図等を適切に判

断し、表現している。 

①３Ｄオブジェクトの

配置、スケールの調

整、着色ができる。 

②Ｃ＃によるプログラ

ミングを正しく行い、

エラー等の修正や、オ

リジナルの要素を加

えることができる。 

①ＶＲ化の作業や、スマ

ートフォンをノート

ＰＣへ接続し、ソフト

ウェアの書き出しが

できる。 

②３ＤＣＧソフトウェ

アの使い方を理解し、

３Ｄオブジェクトを

Unityにインポートで

きる。 

(5) 単元の指導計画と評価計画 

時 学習内容 学習目標 
評価の観点 

準備する教材 
関 思 技 知 

１ 

オリエンテーション 

・Unityの動作確認 

・ＶＲゲーム制作教材に

ついて 

・実習日誌の説明 

・Unity の起動・終了等の基本的な操

作ができる。 

・ＶＲゲーム制作教材の内容について

理解する。 

・実習日誌の記入方法を理解する。 

   ① 

実習テキスト 

ノートＰＣ 
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２ 

実習テキストによる作業 

１.オブジェクトの表示 

２.オブジェクトの前進 

３.オブジェクトの後退 

進捗状況報告 

・オブジェクトを指定された場所に配

置できる。 

・オブジェクトを前進・後退させるプ

ログラムの作成ができる。 

①  
① 

② 
 

実習テキスト 

ノートＰＣ 

３ 

実習テキストによる作業 

４.左右への旋回 

５.ジャンプさせる 

・オブジェクトが左右に旋回するプ

ログラムが作成できる。 

・オブジェクトがジャンプするプロ

グラムが作成できる。 

①    

実習テキスト 

ノートＰＣ 

４ 

実習テキストによる作業 

６.Playerを追いかける

敵の作成 

７.自機弾の発射 

進捗状況報告 

・敵の配置と敵が Player を追跡する

設定ができる。 

・Playerから弾を発射する設定と弾

の動きのプログラムが作成でき

る。 

①  ②  

実習テキスト 

ノートＰＣ 

５ 

実習テキストによる作業 

８.自機弾と敵の当たり

判定 

９.爆破エフェクト設定 

・自機弾と敵との当たり判定を行う

ためのプログラムが作成できる。 

・エフェクトの設定方法について理

解し、敵に自機弾が当たった際の

爆破エフェクトを設定できる。 

①    

実習テキスト 

ノートＰＣ 

６ 

実習テキストによる作業 

10.爆破音の設定 

11.敵をランダムな位置

に再生させる 

進捗状況報告 

・敵が爆破する際の音源をフリー音

源サイトから探して設定できる。 

・敵をランダムな位置に再生させる

プログラムが作成できる。 

①  ②  

実習テキスト 

ノートＰＣ 

７ 

実習テキストによる作業 

12.障害物の配置 

・障害物を配置し、敵に障害物を回

り込ませる設定ができる。 

 

①    

実習テキスト 

ノートＰＣ 

８ 

実習テキストによる作業 

13.ＶＲ化する 

14.スマートフォンへ書

き出す 

進捗状況報告 

・UnityのプロジェクトにＶＲ化に必

要なファイルをインポートし、Ｖ

Ｒ化の設定ができる。 

・Unityのプロジェクトをスマートフ

ォンに書き出す事ができる。 

①   ① 

実習テキスト 

ノートＰＣ 

Android端末 

９ 

自由課題１ 

・ブレインストーミング

によるアイデア出し 

・役割決め 

・企画書の作成 

・企画書についての発表 

・ブレインストーミングによって、

グループで協力して意見を出す事

ができる。 

・グループで出されたアイデアをま

とめ、文書化する事ができる。 

・文書化したアイデアを、分かりや

すく表現する事ができる。 

②    

実習テキスト 

ノートＰＣ 

10 

自由課題２ 

・企画書をもとにした 

３Ｄ・ＶＲゲーム制作 

・グループ内での役割に応じて作業

を進め、協力して３Ｄ・ＶＲゲー

ム制作を行う事ができる。 

②    

実習テキスト 

ノートＰＣ 

11 

自由課題３ 

・企画書をもとにした 

３Ｄ・ＶＲゲーム制作 

・グループ内での役割に応じて作業

を進め、協力して３Ｄ・ＶＲゲー

ム制作を行う事ができる。 

②   ② 

実習テキスト 

ノートＰＣ 

12 

自由課題４ 

・企画書をもとにした 

３Ｄ・ＶＲゲーム制作 

進捗状況報告 

・グループ内での役割に応じて作業

を進め、協力して３Ｄ・ＶＲゲー

ム制作を行う事ができる。 
② ①   

実習テキスト 

ノートＰＣ 

13 

自由課題５ 

・企画書をもとにした 

３Ｄ・ＶＲゲーム制作 

・グループ内での役割に応じて作業

を進め、協力して３Ｄ・ＶＲゲー

ム制作を行う事ができる。 

②   ② 

実習テキスト 

ノートＰＣ 

14 

自由課題６ 

・企画書をもとにした 

３Ｄ・ＶＲゲーム制作 

進捗状況報告 

・グループ内での役割に応じて作業

を進め、協力して３Ｄ・ＶＲゲー

ム制作を行う事ができる。 
② ①   

実習テキスト 

ノートＰＣ 

15 

自由課題作品についての

発表の準備 

・自由課題で制作した３Ｄ・ＶＲゲ

ームと、各自の役割における作業

内容をスライドにまとめる事がで

きる。 

 

 ②   

実習テキスト 

ノートＰＣ 
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16 

自由課題作品についての

発表と相互評価 

・自由課題で制作した３Ｄ・ 

ＶＲゲームと、グループ内におけ

る各自の作業内容について、簡潔

にまとめて発表できる。 

・各グループが制作した３Ｄ・ＶＲ

ゲームについて、相互評価を行

い、評価シートに記入する。 

 ② 
① 

② 
 

実習テキスト 

ノートＰＣ 

  (6) 本時の学習指導（９/16時間） 

   ① 日  時 平成 29年 12月 13日（水） ４校時 

   ② 対  象 沖縄県立名護商工高等学校 総合情報科３年３組 情報コンテンツ実習（18名） 

   ③ 指導目標 

    ・ブレインストーミングによって、グループで協力して意見を出すことができる。 

    ・グループで出されたアイデアをまとめ、企画書を作成することができる。 

    ・企画書にまとめたゲームのアイデアを、分かりやすく表現することができる。 

   ④ 評価基準 

単元の評価規準 
学習活動に即した評価基準 

Ａ 十分に満足できる Ｂ 概ね満足できる Ｃ 努力を要する 

【関心・意欲・態度】 

ＶＲゲーム制作実習を

通して、意欲的に実習

に取り組み、グループ

による学習活動に積極

的に参加しようとして

いる。 

グループによる学習活動 

に積極的に参加し、自らの

考えやアイデアを、作品に

取り入れようとしている。 

 

グループによる学習活動に

おいて、自らの考えやアイ

デアを、作品に取り入れよ

うとしている。 

 

グループによる学習活動

に参加せず、自らのアイデ

アを、作品に取り入れよう

としていない。 

   ⑤ 本時の展開 
展開 生徒の学習活動 教師の活動・支援 指導上の留意点 評価方法 

導入 

(５分) 

・授業開始の挨拶をする 

・ノートＰＣを各グルー

プ 1台準備する 

・本時の内容について説 

明を聞く 

 

 

 

 

 

 

 

・授業開始の挨拶の指示をする 

・ノートＰＣを各グループ 1 台準

備するよう指示する 

・本時の内容の説明をする 

＜本時の学習活動について＞ 

①ブレインストーミング 

②ＶＲゲーム企画書 

③企画書の発表 

＜自由課題について＞ 

①５時間で完成 

②アレンジ作業について 

③役割の分担について 

・挨拶の際に身なり

を整えさせる 

・スライドで説明す

る際は、全員が前を

向いているか確認

する 

 

 

展開 

(35分) 

・ブレインストーミング

の用紙と付箋紙、マジ

ックを受け取る 

 

 

・ブレインストーミング

を始める 

 

 

 

 

 

 

・ブレインストーミング

を終了する 

 

 

・ブレインストーミング

で出されたアイデアを

まとめる 

 

・ブレインストーミングの用紙と

付箋紙、マジック等を各グルー

プに配る 

・カウントダウンのタイマーをセ

ットする（10分） 

・ブレインストーミングを始める

よう指示する 

＜考える内容＞ 

①ゲームのジャンル 

②ゲームの内容 

③登場するキャラクターや 

アイテム 

④その他の設定等 

・タイマーが鳴ったら、終了の指

示をする 

・カウントダウンのタイマーをセ

ットする（３分） 

・ブレインストーミングで出され

たアイデアをまとめるよう指示

する（３分） 

・カウントダウンのタイマーをセ

 

 

 

 

 

・自由にアイデアを

出すよう指示する 

・机間指導を行い、各

グループの状況を

確認する 

・指示の際には、全員

が手を止めて前を

向いているか確認

する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブレインス

トーミング

の用紙 
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・ＶＲゲーム企画書を入

力する 

・企画書の入力を終了す

る 

・企画書をファイルサー

バに提出する 

 

 

・ＶＲゲーム企画書の内

容について発表を行う 

ットする（10分） 

・ＶＲゲーム企画書を入力するよ

う指示する 

・タイマーが鳴ったら、終了の指

示をする 

・企画書をファイルサーバに提出

するよう指示する 

 

 

・ＶＲゲーム企画書の内容につい

て発表するよう指示する 

（12分） 

 

・企画書のテンプレ

ートをワードで作

成し、ファイルサー

バに事前に用意し

ておく 

 

 

 

・各グループの持ち

時間は 2分程度。発

表がテンポよく進

むよう促す 

 

 

行動観察 

 

 

 

 

 

 

 

行動観察 

 

 

まとめ 

(５分) 

・ＶＲゲーム企画書の内

容について、見直しと

修正を行い、ファイル

サーバに提出する 

・ＶＲゲーム企画書の内容につい

て、各グループで見直しと修正

を行い、ファイルサーバに提出

するよう指示する 

 ＶＲゲーム

の企画書 

(7) 検証授業の様子 

① 自由課題作品制作のための企画書作成（12月 13日の授業） 

「(6)本時の学習指導」に基づき、ブレインストーミング及び企画書の作成と発表を行った。各

グループで、自由課題で制作するゲームの内容に関するブレインストーミングを行い（図 21）、

出されたアイデアを付箋紙に書き、とりのこ用紙に貼り、まとめた（図 22）。その後、まとめた

意見を基に、ＶＲゲーム企画書を Wordで作成し、企画書の内容をクラス全体に発表した(図 23)。

１時間の授業の中で、ブレインストーミング、企画書作成、発表までを予定していたため、ブレ

インストーミングは時間を制限して、10分間で行った。10分間という短い時間であったが、最も

多いグループでは 30 以上のアイデアを出すことができていた。また、生徒個人で見ても、全員が

アイデアを出しており、ＶＲゲーム制作に対する興味・関心や、自由課題作品制作への意欲の高

まりが感じられた。 

    

 

 

 

 

 

 

 

② 自由課題作品の発表会（１月 18日の授業） 

12月 13日の授業の後、自由課題作品の制作を５時間行い、１月 18日の授業で各グループの作

品の発表会を実施した。発表では、制作したゲームの内容及び自由課題作品制作における各自の

作業内容についての説明と、ゲームのデモプレイを行った（図 24）。発表後、各グループの作品

を自由に体験する時間を設け、生徒同士で作品の相互評価を行った（図 25、26）。制作時間が限

られていたこともあり、作品の完成度に関してはまだ足りない部分も見られたが、各グループの

個性が反映された、ユニークな発表会となった。授業後の感想で、「各グループの特徴が出ていて

面白かった」「自分の作品にも活かせるアイデアがいっぱいあった」等があり、生徒にとっても興

味深く、有意義な発表会になったようである。自由課題作品の中から２作品を選び、１月後半に

開催されたＩＴ津梁まつり 2018にて展示した。 

 

 

 

 

 

 

 

図 22 意見をまとめたとりのこ用紙 図 21 ブレインストーミングの様子 図 23 企画の発表 

図 24 自由課題作品の発表 図 25 相互評価用シートの記入 図 26 作品の体験 
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Ⅳ 仮説の検証 
Unity によるＶＲゲーム制作実習を通して、情報コンテンツ制作に対する興味・関心を引き出し、学

習意欲を高めることができたか検証するため、検証後のアンケート調査を実施した。また、本学科で学

んだ専門的な知識を卒業後の進路で活かしたいと考えているか調査し、情報技術の活用に対する生徒の

意識の変容について調査した。 

１ 「興味・関心を引き出し、学習意欲を高めることができたか」の検証 

(1) ＶＲゲーム制作実習に対する興味・関心について（図 27） 

「Unity によるＶＲゲーム制作実習は面白かった

ですか？」との質問に対して、83％（15人）の生徒

が肯定的な回答をしている。その理由として、「自分

で考えたものを作れたから」「自分で作ったものを

動かすことができた時が楽しかったから」等の自ら

のアイデアが実際の形になった事に対する面白さ

や、「ＶＲになる仕組みを知ることができた」「ＶＲ

コンテンツを実際に作ることができて楽しかった」

「ＶＲに期待しているから」等のＶＲに対する興

味・関心を感じさせる回答等があった。また、「新鮮

な体験だった」「今まで作ったことがなかったから」

等の回答もあり、初めて学ぶ技術に興味・関心を持った生徒もいたようである。実際の授業におい

ても、同じグループの生徒同士で対話的な活動をしながら、集中して課題に取り組む姿が多く見ら

れたことから、生徒の興味・関心を引き出すことはできたのではないかと考える。 

  (2) 意欲的に学習に取り組んでいるか（図 28） 

「情報コンテンツ実習で行う実

習に、意欲的に取り組んでいるか」

との質問に対して、89％(16 人)の

生徒が肯定的な回答をしている。

検証前と比較すると、39 ポイント

（７人）増加している。肯定的に回

答した理由として、「やっていて面

白いから」「飽きないから」等のＶ

Ｒゲーム制作教材への興味・関心

と関係しているものが多かった。

また、「しっかり学んで、自分で扱えるようになりたい」「情報コンテンツ実習を選んだからには成

長したい」等の専門教科の学習に対して意欲的な回答もあった。 

 (1)と(2)のアンケート結果から、本研究で開発した３Ｄ及びＶＲゲーム制作教材によって、生徒

の興味・関心を引き出し、学習意欲を高めることができたと考える。 

本研究では、生徒一人一人の作業内容の確認と対話的

な活動を活発にするために、実習日誌を毎時間入力す

るよう指導し、毎週１回クラス全体への進捗状況報告

を行った（図 29）。検証後に「実習日誌」についての感

想を記入させたところ、「前の時間やっていたことが思

い出せるのでよかった」「後で読み返せるのでよい」「成

長した」等の回答があった。また、「進捗状況報告」に

ついては、「ほかの班の状況を見ると、もっと頑張らな

いとと思った」「隣の人と比べて早いとモチベーション

があがった」等の回答があった。実習日誌によって自

分の学習について振り返りながら、進捗状況報告によってクラスの他の生徒の学習の進捗状況と比

較することで、学習意欲の向上にもつながったのではないかと考える。 

  (3) ３人一組のグループによる学習活動（図 30） 

本研究においては、３人一組によるグループを組ませ、生徒の対話的な活動を促すことを意識し

ながら授業を行った。そこで、３人一組のグループによる活動について、どのように感じたか調査

した。「３人一組のグループによる実習及び作品制作は、やりやすかったか」との質問に対し、18人

28%

55%

17% はい(5人)

どちらかと言えば

はい(10人)

どちらかと言えば

いいえ(3人)

いいえ(0人)

図 27 ＶＲゲーム制作実習は面白かったか？ 

Ｎ=18 

33%

17%

56%

33%

11%

44%
6%

検証後

検証前

はい どちらかと言えばはい
どちらかと言えばいいえ いいえ

図 28 情報コンテンツ実習で行う実習に意欲的に取り組んでいるか？ 

Ｎ=18 

図 29 進捗状況報告 
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中 17 人の生徒が肯定的な回答をしている。その理

由として、「役割分担をすることで作業がすすみや

すい」「グループメンバーと分担すれば効率良く進

めることができる」等の作業効率の良さや、「でき

ないことを気軽に聞けた」等の質問のし易さ等が挙

げられている。また、「３人が意思疎通してやれた

ので良かった」「相談しながら進められたので良か

った」等のコミュニケーションに関することも理由

として挙げられており、生徒の対話的な活動が実習

を通して十分に行われていたことが、アンケートの

回答からうかがえる。実習が中心となる授業の場

合、知識や技能の差によって、生徒の作業の進捗状

況に大きな差が出ることがしばしばある。しかし、今回の実習では、生徒の作業の進捗の差は少な

く、全体を通してスムーズに進めることができた。この要因の一つは、生徒の対話的な活動の充実

によるものだと考えられる。また、実習がスムーズに進行したことで、学習意欲の向上にも役立っ

たと考える。 

 ２ 専門的な知識の活用に関する意識の変容について 

「総合情報科で『情報』について  

専門的な学習をしているが、この知識

を卒業後の進路で活かしたいと考え

ているか」との質問に対し、「はい」と

回答した生徒は 44％（８人）、「いいえ」

と回答した生徒は０％、「未定」と回答

した生徒は 56％（10 人）となってい

る（図 31）。検証前に「いいえ」と回

答した生徒は 33％（６人）いたが、そ

の内、２人は「はい」に変わり、残り

の４人は「未定」に変わっている。検

証後「はい」へと変わった生徒につい

ては、その理由として、「仕事で使うときに学んだことを活かしたい」「大学進学後、普通科から来た

人より技術がある」等と回答している。検証後「未定」へと変わった生徒も、「機会があればがんばる」

「今後使いそう」「使えるなら一つの知識として覚えておきたい」等と回答している。このことから、

検証前の「いいえ」から検証後「はい」「未定」に変化した要因として、本学科で習得した知識や技能

を、進学後や将来の仕事において活用する可能性について考慮できるようになったと考えられる。ま

た、検証前の「未定」から、検証後「はい」に変わった生徒が３人いる。その理由として、「医療現場

でもＩＴ技術に頼っていくと思うので、その時に学んできたことを活かしたい」「将来ゲームを作るこ

とがありそうだから」等と回答しており、検証前の「いいえ」から検証後「はい」へと変化した生徒

と同様、本学科で習得した知識や技能を、将来の仕事において活用する可能性について考慮できるよ

うになっている。検証前は「はい」と回答していたものの、検証後には「未定」と回答した生徒が３

人いるが、その理由として、「後の事はあまり考えていない」「わからないから」「将来何をしたいかわ

からない」等と回答している。この３人の内、２人は情報系の専門学校に進学することになっており、

進学後も本学科で学んだ知識と技能を活かすことができるが、本校を卒業した後のことだけでなく、

その先の専門学校卒業後の就職について含めて考慮した結果、「現時点では未定」との理由でこのよう

な回答になったと考える。検証の対象となっている生徒全員の回答を改めて見ていくと、18 人中 12

人が「将来活用する」「機会があれば活用したい」といった主旨のものとなっている。この結果から、

７割近くの生徒が、本学科で学んだ知識や技能について、将来活用することを考慮するようになった

と捉えることができ、今回の実習を通して生徒の意識も変容したのではないかと考える。 

３ 実習テキスト「UnityによるＶＲゲーム制作」及びＨＴＭＬ形式の実習テキストについて 

情報コンテンツ実習のような実習が中心となる授業においては、学習意欲を高める上で、生徒にと

って分かりやすく、使いやすい教材も重要だと考える。そこで、本研究において作成し、情報コンテ

ンツ実習の授業で活用した実習テキストについてのアンケート調査を行った。また、休み時間や放課

後等も含めて、いつでも気軽に全ての実習テキストが閲覧できるようにＨＴＭＬ形式の実習テキスト

を生徒用ＰＣに配置したが、その利用の頻度についても調査した。 

図 31 本学科で学んだ専門的な知識を卒業後の進路で活かしたいか？ 

Ｎ=18 

図 30 ３人３人一組のグループによる実習及び作

品制作はやりやすかったか？ 

28%

67%

5%
はい(5人)

どちらかと言えば

はい(12人)

どちらかと言えば

いいえ(1人)

いいえ(0人)

Ｎ=18 
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(1) 実習テキストは解りやすかったか（図 32） 

「Unity によるＶＲゲーム制作実習で使用した 

実習テキストは解りやすかったか」の質問に対 し

て、全員が肯定的な回答をしている。理由として、

「細かく進め方がのっていたのでよかった」「手順

が細かくてとても分かりやすかった」等があった。

実習テキストを作成する際、作業の工程を細かく分

け、各工程終了後の動作確認がしやすくなるように

したが、生徒の回答にも「やることの目的がはっき

りしていた」とあり、効果的であったと考える。ま

た、実際の作業画面の画像を多く取り入れ、視覚的

にも分かりやすくしており、「作業が躓いた時にテ

キストを見ながら作っていた」「見ながらやれば、ほぼ間違えなかった」等の回答があった。実習テ

キストに対する生徒の評価は概ね良好であったが、「プログラム文の仕組み等がわからなかったの

で、改造した時に現れる不具合の処置ができなかった」との指摘もあった。簡単な応用問題を加え

る等、より技術が習得しやすくなるよう工夫、改善していきたい。 

(2) ＨＴＭＬ形式実習テキストの利用（図 33） 

「ＨＴＭＬ実習テキストの利用の頻度について

答えてください。（授業中だけでなく、休み時間、

放課後等も含む）」との質問をした。半数の生徒が

「利用した」と回答している。授業では、「紙のテ

キスト」も生徒に配布し、紙のテキストとＨＴＭＬ

形式実習テキストの両方を参照しながら、作業を進

めるよう指示したが、紙のテキストの方が、ＰＣで

の作業をしながら同時に見ることができるため、ほ

とんどの生徒が紙のテキストを利用していた。この

ことから、ＨＴＭＬ形式のテキストの利用の割合は

かなり低くなると予想していたが、利用した生徒の

割合は、予想よりも高く感じた。「利用した」理由として、「放課後終わらせていなかったページを

終わらせるため」「放課後少しやった」等、授業時間外の利用の記述もあり、「授業時間以外での自

主的な学習を促す」という作成の意図が、多少は伝わったのではないかと考えている。また、「紙の

テキストを持ってくる手間が省けて良い」「印刷が薄いとかがなくて見やすかった」等、紙のテキス

トよりも良いと感じている回答もあった。今後、授業で使用するテキストだけでなく、作品制作で

参考になるようなサンプルプログラム等を追加することで、利用頻度は更に増えると考える。 

 

Ⅴ 成果と課題 
 １ 成果 

  (1) 本研究において開発した教材を、対話的な活動を取り入れた実習において活用することで、生徒

の興味・関心をより一層引き出し、専門教科に対する学習意欲を高めることができた。 

  (2) 卒業後も本学科で学んだ知識や技能を活用したいと考える生徒が増え、本学科の目的である「情

報技術者の育成」につなげることができた。 

  (3) 本研究において開発した教材が、実習において問題なく活用することができ、生徒からの評価も

良好だったことから、次年度以降も授業で活用できる有効な教材であることが確認できた。 

 ２ 課題 

  (1) 授業の改善点についてのアンケートで、「作業時間が足りない」との意見が多かった。これは、自

由課題作品制作において、予定していた時間数では生徒にとって十分ではなかったことが原因だと

考える。より多くの作業時間を確保するため、本学科の他の専門科目と連携して教える内容を分け

る等の検討が必要である。 

  (2) Unityのインストール方法についての手順書の作成や、本校のコンピュータ室の環境以外でも利

用しやすくなるよう、実習テキストの記述内容の見直し、また、Wordで作成した実習テキストのデ

ータの配布等、本研究で開発した教材が他校でも利用しやすくするための工夫について検討する必

要がある。 

67%

33%

はい(12人)

どちらかと言えば

はい(6人)

どちらかと言えば

いいえ(0人)

いいえ(0人)

図 32 実習テキストは解りやすかったか？ 

Ｎ=18 

11%

39%
50%

よく利用した

(2人)

たまに利用した

(7人)

あまり利用しな

かった(9人)

Ｎ=18 

図 33 ＨＴＭＬ形式実習テキストの利用頻度 
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