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記念講演

『学力向上と教育メディアの活用』

大阪市立大学大学院助教授 木原 俊行先生

。 。 、失礼いたします ただ今紹介に預かりました大阪市立大学の木原と申します これから

「学力向上と教育メディアの活用」というタイトルでお話しをさせていただきます。

その前に、少しご挨拶させていただきたいと思います。私、やや疲れて長野に参ったの

です。というのも今月２回、外国出張があったということもあり、今日は１０月２９日で

すけれども、まだ２日くらいしか自分の部屋で寝てないんですね。夕食に至ってはまだ家

で１回しかとってないということで、今日も、２回目はとれそうもありません。１０月は

いろいろな研究会があり、それらに協力しているとそのような忙しさになり、ちょっとし

んどいかなあと思っておりました。

しかし、今朝起きてみると、ここ長野は、素晴らしい天気と自然に恵まれた地域で、そ

して、何より学校へ行き、残念ながら２校しか廻れなかったのですが、子どもたちと先生

方が豊かな学びを実現している姿に接して、元気になってきました。

そのご恩返しというつもりで、これから、今自分が特に学校現場との関わりの中で得て

いるもの、考えていること、アイディアといったものを先生方にご提供申し上げたいと思

っております。

１ これからお話すること

「学力向上と教育メディアの活用 、両方の研究をやっている人は、学校現場でも大学」

の学者でもあまりいないかなという気がいたします。学力向上というとなぜか算数とか、

中学では英語とかに限定されて、そればかりやっている。他方、教育メディアの活用とい

、 、 、 、うと 先進的には ＩＴ活用になるわけですが 学力が今どのように変わってきているか

ＩＴ活用がそれといかなる接点を持つのかということに対して、あまり繊細な取り組みが

できてないということが一般的には言えるかと思います。しかしながら、本研究会はその

２つを見事に繋いでおられる。実際に長野に来て授業を見るなかでそう思いましたし、私

自身もそういうことを志向してやっております。

この２つの課題の接点をお伝えするにあたって、最初は学力についての再確認をしたい

と思います。これは国の方でもはっきり今から私が話そうとしていること、目指そうとし

ていることを提案していますし、現場でもかなり広まってきているとは思いますが、マス

コミの誤解が多いですから、それに影響されて、先生方も不安になっているのかなと思い

ます。

今、子どもたちにつけなければいけない力とは何なのか、そして、その柱ともなる確か

、 。な学力とはどのような枠組みを持つのかという点について 最初に確認作業をいたします

続きまして、私は確かな学力の核は、いわゆる評価の観点で言えば思考･判断にあたるも
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のであると踏んでいるのですが、それを前提に致しまして、思考力や判断力といったよう

、 。な高次な学力を育成する場合に 実は教育メディアの活用ということは最も貢献度が高い

その具体像や事例といったものについてお話してみたいと思います。

、「 」 、最後に時間があれば 学力向上と教育メディアの活用 に限られないと思うのですが

最近いろいろな学校現場なり研究会で試みられている新しい授業研究の進め方という点に

ついてもご紹介申し上げ、皆さんに対する、私なりの投げ掛けを時間があればやってみた

いと思います。

大きくは 以上の三つで、特に上二つを中心に、これから数十分、一時間くらいでしょ

うか、お話をさせていただきます。お手元に資料があると思いますが、今日授業を見てラ

インナップを変えたり一部差し替えをしてありますので、スクリーンとお手元の資料を照

、 、 、らし合わせて 無いものは補っていただき 写真が変わっているものもありますけれども

そこは先生方の生きる力に期待して、新しい編成で今からお話しさせていただきます。

２ 学びの基礎力の重要性

私は今、ある学力調査プロジェクトに携わっていまして、その調査を企画をする段階で

このように学力を捉えています。確かな学力と生きる力についてはあまり説明を要しない

、 「 」 。かもしれませんが 一番下にある 学びの基礎力 というやつに少しご注目いただきたい

これはどういうものを指しているかというと 例えば三つ目のスライドにあるような 忘、 、「

れ物をしない」 「きちんと片づけができる」だとか 「基礎体験」といった、どこかの、

教科に属するような姿勢とか活動とかではないのですけれど、どうもいずれの教科におい

ても実は教科学力の育成を支えているような力があるだろう、と現場の先生と話をしてい

るなかで、この概念を発掘し、また大きくして参りました。

中には朝食を食べて来るかどうかというのが含まれているのですけれど、生活の規範と

いうところもありますし、４番目のスライドのように生活よりも学びの基礎というのもあ

ります。これは、左側の写真の中学校ですけど、定期試験をやった後、復習したりテスト

プリントそのものをファイリングしたりして、いつでも自分の周りに置いて、それをふり

返ることができるようにしているという状態です。右側の写真は子どものノートですけれ

ども、重要なところは赤で書くんだとか、先生の言っていることに疑問があるのなら、そ

のところにクウェスチョンマークをつけるだとかいった営みです 「なんだ、そんなこと。

か」と思われるかもしれませんけれど、実際に私たちが言う学びの基礎力といわゆる評価

内容の調査をやってみてその連関を探ってみると、きちんと関連性が確認されます。こう

いうところがしっかりしている子どもたちは 教科学力が高い、あるいは安定している、

バランスがよいという結果が出ています。

、 、私は学校現場に呼ばれたり勝手に押し掛けたりしていますが 授業が始まる前に教室で

まず、こういうのをチェックしています。今日もやらさせていただきました。これ、御代
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田南小学校さんでしょうか。写真は、授業が始まる前に、教師が指示なさって子どもたち

がやっていたところなんですけれども、子どもたち４年生ですよね。算数の学習をする際

に、これまで四角形の面積を求めているんですけど、きちんときれいにどの子もそれに関

するファイルを作ってですね、今までどういうプリントで学んできたのかを整理していま

した。だから今日の授業、ややフライングでね、授業始まる前、３分ぐらい前だったかと

思いますけど 「それじゃあ、今までの学習を振り返ってみようか」ということで、教師、

。 。がファイルを見るということを指示しておられました どの子もちゃんとできるんですね

ファイルも忘れることもないし、そしてそれをちゃんと自分で整理しているから 「前の、

時間は何やったんだろうか 「数時間前にやったこととどう繋がっているんだろうか」と」

いうことに関する振り返りが成立していました。この学級では、そういうところが非常に

しっかりしていたということをまず感じましたし、右側の写真ですけれども、ご覧になっ

た方は分かると思うんですけど、授業中、子どもたちが、自分の面積の求め方についての

発表をしている様子なんですけど、スクリーンに映っているのはコンピューターの画面で

すが、それをですね、先生の方がちょっと離れてるもんですから、子どもがこうやって、

今私がやっているように押さえたいですから、どうしても自分で操作するってことができ

なかったんですけど ちゃんと先生とシグナルを作っていて こうやって手を挙げると 次、 、 「

のスライドに進んでください」という進め方になっていたようです。非常に素朴ですけれ

ど、これも、ひとつの学習ルールだと思うんです。これ、いちいち毎回毎回指示してたん

では、ものすごい時間を要するわけで、いずれの写真についても、私たちが学びの基礎力

と考えているものがこの学級では充実してたかなと、私は思います。皆さんの学校ではど

うでしょうか。

少し視野を広げると、こんなことも私たちは学びの基礎力というふうに呼んでいます。

自然体験、文化体験、対人体験等なんですけれども、基礎体験の充実について、学校がで

きることには限界があると思うわけです。たとえば放課後、土曜日・日曜日、長期休業中

等に、子ども達がいろんな活動をするんだけども、少しでも学校でやる学びに繋がるよう

な活動に従事してほしいと願って、例えばこの学校であれば、中学校ですが、モネの絵画

展があるとか、パソコン検定や英検があるから受けてみたらどうかとか、そのような学校

外での学びに対する誘いをやっています。先ほど例に出した御代田南小学校さんの廊下の

掲示はどうかなと私チェックしてたんですけど、例えば山頭火の展覧会や展示会があると

か、あるいは、税金だったかＪＡだったかちょっとか忘れましたが、それに対するポスタ

ーとか作文とかコンクールとか、そうしたものを案内していたように思いました。

学校完全五日制が始まってもう数年経つわけですけれども、授業時数というのは、それ

以前に比べるとどうしても少なくなるわけで、そうすると、学校外で学ぶことを子どもた

ちに促すということは、実はある意味で学力向上の担い手になるわけですね。しかし、そ

れは「宿題をたくさん出せばいい」ということでは必ずしもないように思いますね。もち
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ろん、それはそれで大事なんですけれども、もう少しのびのび学べる、後からじわじわ効

いてくるような幾つかの体験というものについて、学校の先生も見通してですね、子ども

たちにそのような機会を提供する、あるいはそのきっかけ作りをしてあげると、学びの基

礎力が大変豊かになり、それがひいては教科学力だとか、生きる力にも好影響を及ぼすと

いうルートというかサイクルみたいなものを私たちは念頭に置いていますし、それが学力

調査－私たちの学力調査っていうのは教科だけではなく、さっきの図に表した学びの基礎

力や生きる力等も含んでいますから、そのトータルな実態把握ですが－から、やはり言え

るなと思っていますし、先生方もこうした図式で、まず、学びの基礎力について自己点検

を試みてくだされば幸いです。

基礎体験のひとつにメディア体験というものも考えていまして、その点については非常

に視聴覚、放送といったような問題が繋がりが深いように思います。例えば、新聞を読む

だとか、あるいはいろんなメディアに対する資料館に通っているだとか、今日はそういう

ことを話す時間的余裕はないんですけれど、概念の中に含まれていますから、視覚・放送

教育に取り組んで来られた先生方、そうした意味でも、是非学びの基礎力の可能性という

ことについて、あるいは重要性ということについて、一度吟味していただきたいと思いま

す。

３ 「確かな学力」の核は「思考・判断」

それでは次に学力向上の中でも最もターゲットにしなければならない教科の学力につい

てお話をしたいと思います 「確かな学力」というのは、実は定義があります。これは国。

が用い始めた言葉なので、一応それに即して考えていかざるを得ないわけです。講演の冒

、 。 、頭でも言いましたように ややマスコミなどがこの言葉を誤解しています マスコミでは

単純な知識・理解、もっと言うと、受験学力に限定して話をしたりすることがありますけ

れども、そうではないですね （スライドの文言の）下線を引いているところに注意をし。

なけらばならないわけですね。言ってみれば、これは、要は、教科の学力の全てを含んで

いると考えた方がよいかもしれません。

知識・理解は勿論のことなんですけれど、学ぶ意欲だとか自分で問題を見つける力だと

か、教科の評価の観点でいう４観点の全てを網羅しているというふうに考えなければいけ

ないものが確かな学力なんですね。だから、まず、その多様性ということを是としなけれ

ばいけない。加えて私はその中で構造があると読んでいまして、みなさんのお手元の資料

でいうと７番のような図式を描いています。即ち、確かな学力の４要素、これには関係性

があるということですね。そして、その核は「思考・判断」であると考えたいわけです。

これには幾つか理由があります。例えば、国際学力調査の結果を見ると、我が国の子ど

もたちは未だに知識・理解がそんなに劣っているわけではないんですね。むしろ思考・判

断が切実な問題だという結果になっている。例えば、我が国の子どもたちは他国の子ども
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、 、 。たちに比べて 見たこともない問題に遭遇したときに もう考えることを放棄してしまう

ちょっと意欲の問題に繋がるかもしれませんけれども、そういう問題はああもう駄目だと

思って考えることをあきらめてしまう。あるいは、こういうことも言えるでしょうか、社

会的な状況の変化の中で、覚えなきゃいけないということが減っています。覚えていなく

てもこういう 、デジタルメディアを使えば、すぐに知識を再生できる。要は、それをIT

使って自分なりにどういう提案ができるか、そのあたりが問われてくるという状況も生じ

ています 。こうしたことから、学校で学力向上を願う時に、どうしても思考・判断とい。

うことを今クローズアップせざるを得ない事態にあるように思うのです。

、 、 。 、また 先生方の立場からすると こんなことも言えると思います 知識・理解の育成は

反復、繰り返しなどで実現しやすい。例えば、今日も算数の部会別研究会に出ていたんで

すけれど、１００マス計算であったりＣＡＩだったり、その子のペースに応じた、個別的

な学習環境を与えてやると、そしてそれを丁寧に繰り返していくと、どの子もある程度力

がつけていくという方法論を先生方は手にしているし、おそらくそれは、普遍の原理と言

っていい。それが 化されると家からでもアクセスできるといった好条件が加わるにweb

せよ、教授学習の原理としては、それは変わらないですよね。けれども、思考・判断を充

実させるための方法論ははまだ不透明な部分が多いと思うのです。どのようにすれば子ど

もに考える力が養えるのかということについて、私たちは、私も含めてですけれども、ま

だいい答えをそんなにたくさんは手に入れてないように思います。

等々の理由から私は、思考・判断ということが、今学力向上を考えた時に非常に重要な

課題、再優先事項になっていると思いますし、だからこそ、そのための教育メディアの利

用をこれから後は論じたいわけです。

４ 思考力・判断力の育成に教育メディアの活用を

もちろん、思考・判断は、知識・理解や関心・意欲・態度に支えられています。広島県

のある中学校の授業風景で確認してみましょう。７月だったか９月だったかな。何をやっ

ているかというと、国語なんですけれど、テレビドラマを題材にして、子どもたちは学習

を進めています 「北の国から」というドラマなんですけれども、それを取り上げて、子。

どもたちにシナリオを渡して 「あなただったらシナリオをどう変えていくか」とか、シ、

ナリオを途中で切っちゃって 「この後どういうふうに話が進むか」などが学習の課題で、

す。こういう子どもたちが乗りやすいというか、日常的に接していてやってみたいなと思

えるような題材だと、考えようとする気持ちが高まりますよね。

テレビドラマに題材を求めることによって、このクラスは、子どもたちが楽しそうに課

題に取り組んでいました。題材が工夫されていたから、子どもたちは、考える気持ちにな

るんでしょう。テレビドラマじゃない教科書の教材か何かを後半部分隠して 「じゃあ、、

考えてみよう 」と言った時と比べて、どうでしょうかね。やはり、子どもたちがそれな。
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りによく接している、お気に入りのと言ってもいいですかね、そういうメディアを取り上

げることの効果は、ある程度は確認できるだろうという気がします。

続いて、やはり広島の小学校の１年生の算数の授業風景ですけれども、チームティーチ

ングをやっているところです。教職３０年を超えているような先生がちょっと苦手なとこ

ろを、若い先生がサポートしてくれている様子です。何をやっているのかと言うと、これ

は同じ絵なんですけれども、ここに池がありまして、生き物がたくさんいるんですよ。白

い鯉が７匹、赤い鯉が２匹だとか。あるいは赤トンボが８匹いて、そこに黒いトンボが何

匹かやって来た。そういったストーリーがこの絵には描かれているんです。

これは、紙メディアですから、ひとつの絵の中に様々な生き物が描かれているんですけ

れども、それと同じ内容のデジタルな映像を若い先生が作って子どもたちに提示していま

す。例えば、鯉の問題だけを考えるんだったら鯉だけ残して、赤い鯉が７匹、黒い鯉が次

に３匹来たら、繰り上がりのあるたし算の導入に使っているんですけれども、非常に問題

が楽しく出せるということですね。あるいは絞って出せると言ってもいいでしょう。

こうした展開は、文部科学省が現在勧めているタイプの授業なんですね。先生が をIT

駆使して子どもたちの、この場合だったら関心・意欲・態度や思考・判断の第一歩を切り

拓くタイプの授業です。子どもたちが を使ってというのは、情報教育、情報活用能力IT

の育成として当然教師たちが目指さなければならないことなんですけれども、それがある

程度目途が立ってきた時に、次は教科における教師の 活用だという流れが、いいかどIT

うかは別にして、今は存在しているように思います。

その具体像というのが、こういう感じの授業ですね。先ほども紹介した今日の御代田南

小学校さんの４年生の算数は、子どもたちの方が を使う形に近かったと思います。同IT

校では、黒板と第二黒板の連携によって思考の足跡を残しながら、子どもたちが自分の考

えを発表するというスタイルが成立していたとは思うのですが、確かにこうなると、子ど

もたちが 「まずここを切って 、複合図形の求積ですけども 「四角形、長方形を二つ作、 」 、

って」という表現を用いて、ぱっぱっとうまく発表できる。絵がない、あるいは紙に書く

ような状態で自分の考えを発表するというのは、極めて難しい。それだと、算数の時間で

あるにも関わらず、国語の伝え合う力を育成しているような感じになっちゃいますね。

ちょっと、脱線するかもしれませんけれど、これ、評価でもそうなんですけれど、数学

的な考え方を測定・評価する時に、ワークシートに自分の考えを文章で書かせて、そこに

おける文言によって算数・数学の取り組み評価をしようという試みが行われていることが

多いかなと思うんですが、ちょっと私は危ないかなあと思っています。あまりに言語に頼

ってやっているとですね、測定しているものが算数・数学ではなくて、国語に限定されて

いるような実践に結構遭遇しますから。

。 、話を思考・判断と教育メデイアのことに戻しますけれど 教科を少し変えて見てみると

これは神奈川県の小学校の社会科の授業風景、７月なんですけれど、子どもたちが水産業
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の特徴をつかむために、学習課題を作成しているところです。ＮＨＫの小学校５年社会科

番組『日本とことん見聞録』ですが、見たことのある方はいますか・・・。はい、ありが

とうございます。少ないですね。最近、ＮＨＫも流行らないのかな。別に私はＮＨＫから

給料をもらっているわけではないんですけど、いい番組もありますから、そういうものを

うまく使って思考・判断の育成を進めていくといいですね。この学習の場合、水産業に関

わるＮＨＫの『日本とことん見聞録』という番組が３作品あるから、それを重ねて利用す

る中で、自分が一番調べてみたいと思うトピックは何なのかっていうことを、子どもたち

に考えさせています。それが定まった子どもは自分の課題をパソコンに入力していきます

が、それでクラスの課題の一覧表ができ上がっていく仕組みになっているわけです。

この時に私が言いたいことは、思考・判断の育成というのは、しっかり考えなけりゃい

けないんですから、そこに豊かな材料と道具が必要になる。それがＩＴであったり、ある

いは、学校放送番組であったりするということです。

、 、 。もちろん メデイアがたくさんあればそれでよいかというと そう単純なものではない

そうした意味で、本研究会が教科別部会を設けておられることに注目したいと思っている

、 、 、のですが 社会科には社会科らしい考え方 算数には数学的な考え方が必要とされますし

それを支える技能・表現、すなわち情報活用というのも、よく「親学問」と言いますが、

親学問の原理に即したものでないといけないわけです。もう少し具体的に言うと、例えば

さっきの社会科の授業はある程度それに成功していたのですが、子どもたちが自分の課題

を作る際に、それは課題を追究する時でも同じですけれど、社会科学で尊重されるデータ

が重視されないといけない。

具体的にはこれです 「地図 「年表 「統計グラフ 。子どもたちがどれだけたくさん。 」 」 」

の情報に接していても、それがこうした類のデータを欠いていたら、社会科らしい思考が

促されることにはなりません。じゃあ、理科であればどうなのか。社会科とは違って、子

どもたちが実際に行った実験観察のデータを考察するための良き道具として、ＩＴが位置

づいてこないといけないでしょう。それは、歴史の学習で、実際にその時代へ行ってみる

ことができないので年表を用いて考えてみるという利用法とは、違いがあるはずです。

、 。御代田南小学校でもうひとつ 非常に短時間ですが体育の授業を見せていただきました

体育だと、やっぱりスポーツ、ないしはスポーツ科学ということと繋がる情報活用が、運

動に関する思考や判断というのを支え促すことになる。この授業はどうかなと思っていた

が、スポーツ科学にはちょっとなっていなかったですね。例えば、スポーツ科学的にやろ

うと思えば、長距離走だったら、自分たちのデータを取っていって、予想タイムとか、そ

れを是正するところを考えていくといった、統計データを操って自分たちの運動、今の場

合だったら長距離走のやり方を考えていくということになっていくでしょうし、球技だっ

たら自分たちのポジショニングなどをデータ化して、どんな作戦を立てるべきなのかを考

えていくことになります。それがひとつのやり方だと思います。
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しかし、この授業では、視聴覚メディアの利用を、前の時間で自分たちが活動している

様子を振り返る道具として用いることは成立しています。地域の民話をダンスか何かで表

現する授業だったと思うのですけど、映像で前時の自分たちの取り組み方を点検していま

す。また、こちらは、自分たちがやっていることをデジタルビデオで記録してリアルタイ

ムで振り返っている様子です。これは、スポーツ選手が自分のフォームなどを見直すこと

を彷彿させてくれます。体育における視聴覚メディアの利用はこういう形でもいいと思い

ます。体育館でインターネットを使えるからといって 「表現」と文字を入れてサーチエ、

ンジンを使って検索してたくさんの情報を得てみても、スポーツの本質には迫れません。

私が言いたいことは、それぞれの教科に応じた思考・判断というのがある。その育成に

しっかりと教育メディアを位置付けようと思ったら、それがたくさんあればいいのではな

く、メディアによって子どもたちに提供する情報の質や形を、ある程度指導者の側できち

んと考えておかないといけない。そうでなければ、結局子どもたちは、たくさんの情報を

、 。手にはするけれど 実り多き思考の道筋をたどれないという危険性があるということです

まとめてみると、資料の１３番になります。各教科における思考力・判断力を養っていく

際に、それぞれの教科に応じた情報活用の形が必要とされる。もちろんそれは、情報活用

の一般的な姿やその基礎や態度のようなものに支えられているわけですが。

教科・総合的な学習の時間で培っていくこと。例えば、言いたいことはむしろ短い方が

いいとか、よく分かっていない人に長々と喋っても余計分からなくなるから、非常に象徴

的なプレゼンテーションをした方がいいとか、自分が調べたことをそのまま伝えるのでは

、 、 、なく自分の言葉に直してやるとか もっと基礎的には 相手の目を見て言いましょうなど

情報を調べ、まとめ、伝える時の「いろは」に当たる、どの教科でも必要とされるものを

養う段階もあるでしょう。これは小学校でやっておいて、中学校では、子どもたちの発表

を見る時には、もう少し内容に突っ込んでやってもらいたいとは思いますが。

具体的には、今日の御代田中学校の２年生の職業体験の発表でそれを確認することがで

きます。この授業は、それなりに私の言うことを満たしてくれていました。どういうこと

かというと、子どもたちが自分たちが出掛けて行った事業所について、コンピューターに

よるプレゼンと語りとを組み合わせたり繋いだりして報告をしていました。ジョークを交

えたりした気持ちのよい発表会でした。

指導者の側が子どもたちに与えていた評価の観点は、二種類ありました。目立ったのは

さっきの情報活動のスキルでした。声の大きさだとか流暢さだとか資料の構成だとかは、

観点別評価のようなことを相互評価でやっておりました。一方、この子たちが話している

ことが、そもそもこの学習を始めた時に教師から願いとして伝えられていた、自分の生き

方を見直すことになっていたかとか、勤労ということについて考えているかというような

ことについては、各発表について自分たちが感じたことを後から付箋紙に自由記述で書い

て相手に渡していくというやり方が採用されていました。何より私は、指導者が教師とし
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て発表の内容をどう感じたのかを雄弁に語っていたことがいいことだと思いました。

これは、この女の子たちが行った保育園の園長先生がくださったお手紙なんですが、そ

、 、ういう道具を持ち出して来て 園長先生がこの子たちの活動についてどう感じていたのか

今後どうしてほしいのかということを縷々語られたお手紙を紹介なさっていました。先生

もこれを読んで泣けてきたんだという駄目押しもあったりして ・・・。要するに、この、

女の子たちの語り方ではなくて、語っている中身について、教師の側が子どもたちが気づ

かないところにまで踏み込んで適切な評価をしてあげていたように思えたわけです。

だから、自己評価するのか相互評価するのか、あるいは教師が評価していくのか、評価

の主体はいろいろあっても、やっぱり総合的な学習のひとつの可能性として、実践的な情

報活用というのが出てきてほしい。それは結局中身について考えていかなければいけない

ということになりますね。単に、声が大きいかどうかということだけだったら、まあそれ

はそれで大事なんだけれども、それでは総合的な学習に求められる、ある部分にしか踏み

込んでいないということになるでしょう。

これはもっと他には、例えば、あれを来年職業体験学習をするであろう１年生を相手

にしたらどういう語り口になればよいのか、何を内容として最も伝えるべきなのかとか、

、 、あるいは 似たようなことをしている他の中学校の生徒に私たちの体験を伝えるとすれば

今度はどんな構成や語り口が必要とされるのかといったことを子どもに考えさせる場合と

して考案されてもいいかもしれません。

そういう意味では、せっかく小学校と中学校が場を同じくして視覚・放送教育をこの地

区でもあるいは長野県全体で考えておられるわけですから、情報活用の、それは他の呼び

方をしてもいいですけれども、コミュニケーションのと言ってもいいですし、いろんな言

い方ができると思うんですけれども、思考・判断に至るためにそ子どもたちが獲得すべき

情報を駆使する力の体系性を是非描いていただきたいと思います。私は自分のは三次元モ

デルと呼んでいるし、学力向上という点においてはこれが欠かせないと信じています。残

念ながら、実は今これが現場ではあまりうまくいっていないという点で注意を促している

んですけれども、皆さんがそれぞれの学校の情報活用、情報教育の体系性について、自己

、 、 。点検されて 弱いところがあれば それをカバーするようにしていただきたいと存じます

５ 思考力・判断力の育成と教育メディアのつながり

だんだん時間も少なくなってまいりましたが、思考力・判断力の育成と教育メディア

の繋がりについて、さらに詳しくみなさんに提案をしてまいります。

思考力の育成方法について、私が超克したいと思っているものは、お手元の資料にある

８番のような授業ですね。まるで、延々と続く話し合い活動。８番のスライドに映ってい

るのは、大阪市のある小学校の６年生における国語の物語文の読解場面ですが、子どもた

ちが延々と「わたしはこう思った 「わたしはこう思った 「誰々さんにつないで」と発」 」
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言して、リレーを続けています。

けれども後で振り返ってみると、それは結局、教材文の読解に関する思考の質が変わっ

たかというと、そうではないですね。みんな 「私はこう思う」ということをただ足して、

いるにすぎないし、もっと言うと、この授業も残念ながらそうでしたけれども、じゃあ誰

が発言したのかを確認してみると、やはり学級の３分の２くらいにその数はとどまり、３

分の１の子どもは、発言することなく授業の終末を迎えました。発言していないから考え

ていないというわけでは必ずしもないでしょうが、みんなと同じ土俵で自分の思考を吟味

できていないことは間違いありません。すなわち、特定の子どもによる言語に依存した思

考活動と、その特徴をまとめることができます 、私は、これを幾つかある思考力の育成。

のうちのひとつにすればよいと考えています。全然駄目だというのでなくて、これが思考

のすべてだと思うと、今必要とされる思考力の育成としては不十分だと言いたいのです。

では、どうしたら良いのかと問われたら、私はだいたい四つぐらいのポイントを回答し

ています。皆さんのお手元の資料の１４です。まず、学習で扱う情報量を多くするという

ことです。考えるための材料がたくさんあるということ。続きまして、そのような思考の

材料がたくさんある中に異質な情報が含まれているということ、それが思考の飛躍をもた

らしてくれるということになるのだと思うんですけれども。三つ目は、いわゆるきめ細か

な指導。これは、知識・理解だけに有用なのではなくて、やり方・使い方によっては、そ

れぞれの子どもたちの考え方を引き出すことができると思います。だから、少人数指導と

の接点を考えたいというふうに思っています。そして、最後に、思考・判断だけの問題で

はないですけれども、目標に準拠した評価を徹底して行うこと。これは、評価基準や判断

基準というものを子どもたちがしっかり意識・把握しておくことと、それから形成的評価

と繰り返し指導というものによって満たされると思うのですが、時間のある限りこれらに

ついて説明したいと思います。特に、本研究会の性格からいくと、一番目にご注目いただ

きたいと考えます。

話し合いによって他の子どもたちからアイディアを得るという以外に、子どもたちが思

考を練り上げていくための材料として、どのようなものが考えられるでしょうか。まず、

教室でいつでも準備できるものとしては、掲示物がありますよね。例えば、子どもたちが

前の時間に書いた感想文なども掲示によって教材として再利用すれば、これは非常に古典

的なメディアかもしれませんけれども、考えるための材料は増えていきます。総合的な学

習だったら、これは、先輩の作品とかレポートも、子どもたちにとってよきモデルとなる

はずです。こうした掲示物の工夫なら、どこの学校でも、明日からでもできるはずですよ

ね。

私、学校を訪れて教室に行くと、前の時間に学習したことが子どもたちにどう残ってい

。 、 、 。るかを確かめます そして それが以下に活用されているかについても 注視してみます

ワークシートなどをせっかくフャイリングしていても、ただ貯めているだけではもったい
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ないですね。自分たちが作ってきた学習の足跡を、すなわちノートだとか、ファイルだと

か、そういうのも考えるためにいい材料になると思います。そういういものが結構ていね

いに蓄積されているんだけど、なぜか授業中一度も開かれない、そういう授業に出会うと

残念だなあと思います。

先程ご紹介した御代田南小学校さんの授業風景です。ファイルを活用させて、学習の振

り返り場面をごく自然に成立させています。そして、それは、指導のたまものです。日頃

からプリント類をファイルすれば、それは、再利用できる、自分の学びを切り開くための

いい材料になるということを指導者が子どもたちにしっかり意識させておられるから、こ

のように、子どもがたちが授業のスタート時点で自然にファイルに目を通しているのでし

ょう。

、そういうのがたくさんあったと思います。私は、先ほど、この体育もちろん体育でも

の授業では子どもたちが自分の姿を見つめるためのＶＴＲの鏡的利用という手法を前時と

本時、それから本時内に持ち込んでおられましたねと言いましたけども、それ以外に体育

館にですね、実際に子どもたちが演じるものの模型というかぬいぐるみというか、なんと

呼べばよいのか分かりませんが、とにかく竜がいて、詩が書いてあって、それらがダンス

の工夫を考察する際のよき情報を子どもたちにもたらしてくれる。もちろん授業者も直接

指導していらっしゃいましたが。これ、思考充実のための材料が多様に提供されていると

いう見方がまずできます。また、旧来からあった視聴覚メディアのですね、直接教授機能

を継承してるとも言えます。つまり、子どもたちが自学できる環境が用意されていたとい

うことですね。今日の体育ですが、何グループあったかわかりませんですけれども、先生

は、ある時間帯には、ひとつのグループにしか関われないないわけですね。それなのに別

のグループの子どもたちが表現の工夫についてしっかり考えるという授業の複線化は、こ

。 、のカメラやテレビがなくても成立したでしょうか 子どもたちの心が磨きに磨かれていて

一瞬たりとも遊ぶまい、一生懸命に学習するとなればいいんですけど、長野県はそうかも

しれませんが、大阪の小学校の１年生とか２年生とか、椅子に座らせるのも大変なことも

あるので、やっぱり道具がないと駄目なんです。

それに、教育メディアに自学自習を促す機能があるゆえに、指導者が関わっているグル

ープはしっかり考えさせるということも実現しますよね。他のグループももちろん道具を

使って考えてはいるのですが、教師、指導者がていねいにコーチングすると、子どもたち

の思考は練りあげられる。ところが、それをどのグループにやらなければと考えると、ひ

とつのグループとの関わりが、時間的にも非常に短くなるし、気持ちの上でもゆとりが出

てこないと思うのです。学習空間に教育メディアが適切に用意され、それによる授業の複

線化が実現する、そしてその条件を生かしてあるグループに対して教師がしっかり指導し

て考えさせるという「教師とメディアの二人三脚」がこの授業では、私は、成立していた

ように思います。
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３時間位の単位でこの活動が進んでいくのであれば、本時４５分では、ちょっと暴言か

もしれませんけど、教師が指導できないとグループがあってもいいと思いますよ。次の時

間に指導できれば、あるいは前の時間に指導しているのであれば。でも、学習がそれなり

に成立するというのが旧来の視聴覚メディアの可能性であったわけで、それとさきほど述

べた情報の質と、今日の体育の授業は両方の点からですね、私は学力向上と教育メディア

の利用について、よい関係性が開拓できているなと思いました。

授業におけるＩＴ活用は、どうも理科とか社会科とか、あるいは総合という教科等で取

り上げられやすいんですが、国語で、例えば読むことの学習だけれども、読書指導の一環

なんですが、自分が読むべき本をウェブ上のデジタルコンテンツから見つけてくるという

ことを授業でやっているという様子です。小学校の 年生ですけれども。大阪に国際児童3

、 、『 』 『 』文学館というところがありまして そこが 本の旅 あるいは 本のアドヴェンチャー

という、ちょっと名前は正確ではありませんが、そういう種類のウェブのページを作って

いるんです。これはゲーム形式で、出てくる問いに子どもが答えていくと 「じゃあ、あ、

なたにお勧めの本はこれ」と、国際児童文学館の蔵書の中からお勧めの一冊が出るような

仕組みになっています。

子どもたちは、学校図書館で自分のお気に入りの本を見つけることがありますが、この

ようなデジタルコンテンツにより、自分たちが普段接しないような本に、推薦図書として

ふれることができる。その中から、いろいろな本に接することができた授業、同時に、彼

らが本の見つけ方、それとの関わり方には多様性があるということを確認していた授業で

あります。これ意外にも、話すこと、聞くことの学習でも、書くことに関する学習でも、

授業でＩＴが用いられることによって、子どもたちの考えていることが、非常に充実して

場合があります。

中学生になってくると、こういう姿がいいですね。それは何かというと、富山県の中学

校の様子なんですけれども、ひとつの思考を繰り広げていく際に、自分が考えやすい方法

を選んでいくという環境の構成であります。これは同じ三平方の定理の学習をしている様

子なのですが、ある子どもはパソコンでシュミュレーションしていますね。一方、こっち

の方では、あるグループが紙を切って、しかも話し合いを進めています。これすぐ隣りで

すよ。同じコンピューター室の中に、ここには話し合いゾーンがあって、ここにはパソコ

ンが据え置かれているということなんでそういった自らの学習スタイルに応じた活動を行

いやすいのですが、小学校での共通体験、パソコンについても、それから話し合いによる

コミュニケーションについても、それを踏まえて、中学校では自分の考えやすい方法を選

ぶことを子どもに認めてあげると、非常に具合がよいかなあと感じさせてくれる一コマで

すね。

６ 視聴覚メディアが思考の発展をもたらす
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続きまして、視聴覚メディア、あるいはＩＴから、子どもたちが非常にユニークな情報

を手にできる、それが思考の発展をもたらすということについて、お話をいたします。

兵庫県の山間の小学校の社会科の様子なんですけれども、５年生「産業学習 、６年生」

「歴史」です。こちらが自動車産業の学習であります。子どもたちはもう、相当の時数を

費やしてこれに関する学びを進めてきて、単元の終わりごろを迎えているのですが、それ

以前の学習の中で、自動車産業の特色である「工場で」とか「今はもう注文してから作る

ようになっているんだぞ」といったことを理解した上で、企業の側でも製品を作るにあた

って安全対策を重んじていることを学んでいます。この安全対策は、商品を売る上でも、

あるいは社会的な貢献という点でも彼らにとって大切であるということを学んでいるので

すが、それでは、それで上手くいっているかというと･･。確かに事故数、死者数は減って

はいる･･。けれどもそれで十分なのかと子どもたちに問い直しを迫っています。

「 、 」 、その時に教師が子どもたちに ここ 調べてみなさい と言って与えた サイトがweb

、 。交通遺児の子どもたちが 自分たちの気持ちだとか暮らしについて語ったページなんです

そうすると、事故数が減っていても、やっぱり死者は出ている。それが自分のお父さん、

お母さんだったときに、どれほど痛ましいことなのかを、クラスの子どもたちは、このＷ

ｅｂページに接してテキストを読んだり映像を見たりしていると、痛切に感じることがで

きるわけです。教科書にはそんなことは書いてありません。右だったら、このおじいさん

が話してくれるのは戦争の従軍体験なんですが、その怖さというのは、ある程度は教科書

に書いてあるんですよね。けれども 「友を置き去りにして逃げたから自分は今ここにい、

る」とこの人は涙ながらに語り、戦争がもたらす人間性の否定に言及してくださっている

のですが、そこまでリアルなことは教科書にも資料集にも書いてないですよね。

右側は 「外部人材」というアナログですが、その根底に流れる考え方は共通だと思い、

ます。子どもたちが思考を繰り広げているときに、それを揺さぶったり、もっと発展させ

たりしたい時に、間接的にインターネットであれ、こういうふうにして人材が参画してく

るのであれ、教科書以外の情報源が必要になる。かつて 「視聴覚メディアは教室に風穴、

を開ける」と表現されていました。今でも、その傾向、ジャーナリズムの精神に満ちた教

材が視聴覚メディアによって子どもたちに提供されます。

中学校の英語学習で、比較級について学習する際に、子どもたちが二つの会社の販売員

になったつもりでセールストークを展開する様子です。写真は、そのトークの様子を自己

・相互評価している場面です。活動を視聴覚メディアで記録し、それを再活用することで

自分たちの振り返りを充実させ、セールストークという現実的な学習課題へのアプローチ

を子どもたちが磨いていると考えて下さい。これも、視聴覚メディアによる、思考・判断

のステップアップの事例です 。。

少人数指導のことですが、プリントをご覧ください。２０番ですが、７月の大阪で見た

小６の授業の一コマです。社会科の授業で、教師は 「にんげん日本史」というＮＨＫの、
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学校放送番組を見せ、その後このようにイメージマップづくりをさせます。これを描かせ

ることによって、歴史に関する思考を問うていきます。要するにここまでがＡ基準、Ｂ基

準…ということになるのですが、こうした関係性がマップの中に確認されるかを指標にし

て、教師は子どもの思考を評価していきます。形成的評価ですね。この後、教師は、思考

の高まりによって、クラスを二つに分けて習熟度別指導を行います。この時代に関する思

考が十分でない子どもたちを教師は集中的に指導します。社会科ですので加配教師をつけ

れられない状態です。だから、教師が直接的に指導しない子どもたちは 「にんげん日本、

史」の番組関連webサイトの掲示板で同じ番組を見ている他の子どもたちがどう思ってい

るかを把握する深化学習を行なっています。要は、視聴覚メディアによって「一人」習熟

度別指導ができるという例です。習熟度別指導の基本理念たる、個に応じた指導が教師一

人であっても、メディアによって可能になると言いたいのです。

深化学習と共に、今回の学習指導要領の一部改正では 「学習指導要領は最低基準で、

ある 」という理解が徹底されていました。最低基準を越える内容の学習を展開するため。

の便利な道具として、学校放送番組があります。これは、川崎市の小学校５年生ですが、

「わかる算数５年生」という番組を子どもに見せているところです。この番組は、最後の

方で教科書よりちょっと難易度の高い問題を提示してくれます。それは、発展的な学習の

、 、 。 、導入として 子どもたちの挑戦心をかきたてるので 効果的です 省略して話しましたが

ぜひ「わかる算数５年生」を見て下さい。大変、構成が工夫されています。今、発展的な

学習をどのように実現したらよいかで困っている先生方が多いと思います。これは、その

ひとつの解決の術であると思います。

７ 評価

あと、もう少しだけですが、お話しさせてください。評価の問題です。評価の問題を

語るときに、私は 「どうやって子どもたちの様子を測定するか」だけでは十分ではない、

ことを強調しています。目標に準拠した評価はスタートが大事です。授業の始まりあるい

は単元の第一時に、この授業・単元ではどのような学習の流れとゴールが期待されている

かを明示したり、あるいは総合などでは、それを教師と子どもが一緒に考えることが必要

だし、また、効果的だと思います。

で、再び、今日見た授業に戻りましょう。これは体育、５年生の表現の領域の学習だと

思いますけども、今日、４５分の流れがきちんと整理されて、提示されていますよね。そ

れから国語に注目したいのですけど、発表会の時というともっと満足できる。一回自分た

ちで表現の工夫を考えてそれを取り込んで発表を構成したけれども 、評価するとまだ足、

らない要素がある。もう一回今日見直しをして、そして発表会を迎えるという、この単元

の流れというものが再度意識されるという投げかけが教師から子どもにされていますよ

ね。私の言いたいことは結局、考える力の育成は、やらされる学習からは生まれない、自
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分で考える必然性だとか、どこまでどう考えていけばよいのかを子どもが自覚しなければ

いけない。そのための流れや評価の観点ですけれども、ここまでできたらいいんだよとゴ

ールをはっきり示してやることが、目標に準拠した教科の第一条件になるのです。

中学校の選択教科の学習ですとか、総合的な学習のようなロングスパンの学習では、こ

のようにして、学習の流れをきちんと整理したプリント等を子どもたちに配布するように

しましょう。そして、時々それに立ち返って、今、自分達が、どこまで学習を進めてきた

のか、あとどのくらい考えることに時間を費やせるのかなどを考えたり、再確認したりす

る場面が欲しいなあと思いますね。学習の期間が長くなればなるほど、子ども達が、今自

分が学習の道筋のどこにいるのかが見えなくなってきますから。

皆さんに渡したプリントの２６番、２７番で、総合と評価の接点について言っているん

ですけども、時間の関係で割愛させていただきます。要するに、言いたいことは、総合的

な学習と教科学習との接点をこう考えたいということです。２６番はですね、子どもたち

が国語辞典とか地図帳とかを一生懸命開いているんですけども、なんでこんな国語や社会

科の学習みたいな活動が成立したかというと、２７番に書いてあるように、２６番の子ど

もたちというのは、実はこの後、香川県に来ている外国人留学生と交流をすることになっ

ているのです。その準備をしている中間段階で、留学生の先生に来てもらって、自分達の

発表が伝わるかどうかを評価してもらうわけです。そうすると日本に来たばかり、来て半

年しか経っていない留学生には、そんな難しい言葉を使われても分からない。この子ども

たちは、地域のお祭りについて発表するんですけど、祭りという題材は、それなりに考え

られたよい交流テーマと言えましょう。どこの国にもお祭りはあるから、自分たちと留学

生を結ぶ糸としてはいいだろうと彼らが考えたことは間違っていません。けれども 「私、

たちのこの祭りはこんな風土で生まれて－－」なんてことを子どもたちは語ろうとするん

ですけど 「風土なんて言葉を聞いても、留学生は分からない」とこの先生は厳しく指摘、

するんですね。じゃあどう言い換えたらいいかということで、子どもたちは、国語辞典で

それを調べる、あるいはを言葉でだらだらと説明しても分からないので絵で描く。その際

に地域のどこにお祭りがあるかを地図帳を開いて調べていました。

子ども達は、この活動が国語とか社会科の学習であるとは思ってません。でも、指導者

は意識的にそういう教科学習の適応場面が生まれるように、指導計画を作成しています。

これが生起するように、交流学習の相手を選び、また、中間評価をしてくれる人と事前相

談をしているんですよね。

今、朝学習、選択教科や補充的学習でやればよい学びを安易に「総合的な学習の時間」

に持ち込む学校が増えているようにも思います。そうではなくて、総合的な学習の中で、

子どもたちが教科で培っている力を自然に発揮して、役立てて、何のために学ぶのかとい

うことを実感できるという機会を与えることが教科と総合のいい関係性だと考えたいので

す。もうひとつは、逆に教科学習が総合的な学習と同じような問題解決的、プロジェクト
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型の学びをしていくということにあると思いますけど、まあ、そうしたことが言いたかっ

たわけです 。。

８ 授業研究の進め方

最後に授業研究の進め方ということについてお話を簡単にして、この講演を終わりにし

たいと思います。

私は、今日授業後の検討会にも出ましたし、それから部会別研究会にも出席させて頂き

ました。例えばこれ授業後の検討会、算数の場合の様子ですけど、大変厳かに進んでいき

ました。予定通りというか、授業者が反省して、そしてそれに対する質問が出て、そして

それに授業者が答えて、最後に助言できれいにまとめていくと。ええ、それはそれで活発

な意見が出てきたからいいなあとは思いますが、時々皆さんの出席なさる研究会でも、質

問も意見もなくて、仕方がないから 、指名していったら形式的な誉め言葉ばかり出る、、

といったことありませんかね。

私が行く学校では、結構そういうこともあって、何とかしなくてはいけないと思い、今

参加型スタイルで授業研究を進めています。どういうことかというと、研究授業を見てい

る時にこのようにして付箋紙に、自由に書くことがあってもよいですし、 きめ細かな指

導について、評価についてなど、観点を設けてもいいですが、授業中あるいは授業後に参

観した感想をメモ書きする 。一人付箋紙１０枚くらいを目標にして書いてもらってです。

ね、その後どうするかというと、このように貼りだします。子どもたちに対する働きかけ

と同じだと考えて下さい。何にも作業を入れないで「感じたことを述べなさい」と言って

も、子どもたちは、自主的に手を挙げてくれないですよね。けれども、一旦書かせて、そ

れを読み上げることを認めてやったら、結構多くの子どもが発言できますよね。

まあ、長野県は違うのかもしれませんがが、多くの場合、自由にやってもまず質問や意

、 。 。見が出てこないし 今日は微妙だったと思うのですけど 出てくる質問のつながりが薄い

そうすると散発的な議論で研究会が終わってしまう危険性があります 。これならどうで。

しょうか。各人が張り出した付箋紙を司会がまとめてから、議論が始まりますから、司会

の力量にも依りますが、けっこう建設的に議論を繰り広げることができます 。。

、 。 、付箋紙に質問や意見を書いた瞬間に もう全員参加が実現している訳ですよね 続いて

議論の時には 「じゃあ、この付箋紙を書いた人に、少しコメントしてもらいましょう」、

とさらなる参加を促すこともできるんですね。

あるいは、当該授業のポイントも見えてきます。なぜかというと、同じ授業の場面につ

いて、肯定的に評価する人と否定的に評価する人の両方が出たようなところは、その授業

においてたいへん重要な場面だと予想されるからです。

あるいは、テーマに関わらない意見をサッと切れるという良さもあります。今日も、本

来「視聴覚・放送教育研究会」ですから、この点を十分議論していかなければならないん
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ですが、何か時々ですね、それは大事なことなんだけど、今日この場で出すべきじゃない

意見が呈されたりするでしょう。子どもの姿勢が悪かったですねとかね、教師の黒板の字

が小さかったですとかね、それは、授業者に個人的に言ってあげればよいことであって、

全員で議論すべきことを外してまでも言うべきことではないですよね。でもこの授業研究

のスタイルであれば、司会がそれをサッと切れます。

更に授業毎に参加型事後研を平行してやった場合には、司会やコーディネーターの人に

各分科会の話題を報告してもらいます。そうすると、今度は分科会を跨いで、つまり、今

回で言えば、小学校算数も中学校数学で、あるいは小学校の算数と体育で、それらは全然

違う性格の教科だけども、視覚・放送というメディアの教育利用に共通するポイントが見

えてくるかも知れませんね。

要するに、授業をベースにしながら、誰もがそこで見たことを出し合い、自分なりに今

日のテーマについて考えることが大事なのですね。今日、皆さんはしっかり考えられまし

たでしょうか。最後まで残っておられる方々だから、絶対そうだと思うんですけども。中

にはやっぱり、来て座っているだけの人いますよね。そういう人にも、ある道具と舞台を

与えれば、必ず考えてもらうことが実現する。その余地が大きくなるわけで、本研究会に

おかれましても、これからは授業だけじゃなくてですね、授業の後の研究会、あるいは分

科会もいっそうデザインを工夫していただきたいと思います。今日は、それがちょっと足

らないような気がして、残念でした。例えば、私は算数に出ましたけど、算数の公開授業

、 。の後の授業研究会とその後の部会研究会は あんまり繋がりがなかったとも思うんですね

折角なんだから、そこも繋げていきたいと思うんですね。そのためにはやはり、事前に研

究会全体をデザインすることが必要でしょう。今日いきなり集まってきて初めて顔を合わ

せるて始めるのでは、建設的な議論は成立しがたい。今日はいい授業をたくさん見せてい

ただきましたが、それをもとにみんなが主体的に考えていくという形に研究会全体を構成

していく。それを是非考えていただきたいと思いました。

そういう意味では、この全体会もですね、私の下手な講演などやめちゃって、先程言っ

たんですけど、分科会で出た話の内容を持ち寄って、今日であれば７会場で起こったこと

を全部ここでまとめて発表してもらって、私も最後は、少しはまとめのコメントもします

、 「 、 」 、けども ７会場の議論や話題を活用して 皆さん これについてどう思われますか とか

「ここの会場で出た考えの補足もしてもらいましょう」とか、先ほど紹介したような参加

。 、型の発想をそのまま発展させた参加型全体研というのを試みてもよいとも思います 勿論

人数によります。参加者が千人を超えれば無理でしょうが、少人数、比較的少ない人数な

が実現可能だと思います。この間二百人くらいの参加者で参加型全体会をやったんですけ

ども、その全員が分科会の中で必ず一回は発言しているし、全体会でも少なくとも三十人

から話を聞けたと思うのですね。

要するに言いたいことは、本研究会は、非常によい授業が提供されましたし、それなり
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には議論もできていると思いますね。だけど、今、例えば学力向上とか学校改革ですとか

いったテーマの場合、これがその切り札だという答えを誰かが与えてくれるという実践研

究ではないと思うわけです。各先生が、自分の学校、自分の学級でどうすればいいかとい

うことを自分で考えなきゃいけない。そのために「考える研修」が必要とされていると思

いますね。そのデザインをどうしたらよいか、今、私も完全な答えがあるんじゃなくて、

こう試行してますといろいろ披露しましたので、また皆さん方も考えていただきたいと思

います。

URL私は そのために今こうしていますというチャレンジを今日の資料の１ページ目に，

を記したでホームページで報告していますので、またそれをお読み頂いて、本日の講演で

言い尽くせなかった部分を補って頂けると幸いであります。どうもご静聴ありがとうござ

いました。


