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インターネット
前提社会での学びを
考える
の役割など，新しい社会基盤の上で
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文化を構築しつつあるこのタイミ
ングで，十分に議論すべき大切なポ
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現在，世界中の教育現場で ICT

イントである。いわば学びの「リ・

インターネットがもたらす社会

活用がさまざまな形で模索され推

デザイン」である。高等教育の現場

基盤の特徴としてまず「グローバ

進されているが，その試みにはいく

では，この「リ・デザイン 」はす

ル」があげられる。すなわち国境の

つかの重要な視点がある。一つは学

でに実感として進んでいる。では，

ない社会である。インターネットは

校現場において，よりよく教えるツ

ICT がもたらした社会基盤とはど

2 つの意味でグローバルである。接

ールとして，よりよく学ぶツールと

のようなものなのか。

続先のアドレスが分かれば，国境を

❸

して ICT がどのように貢献できる

ご存知のように，ICT はデジタル

意識することなく相互に接続する

のか？という視点である。ICT のも

技術とインターネットを総称する

ため，コミュニケーションそのもの

つマルチメディア性，インタラクテ

言葉である。1980 年代に研究者

がグローバルである。また，インタ

❶

❷

ィブ性などの特色を活かして，さま

の中で利用されていたインターネ

ーネットは国家単位でその運営母

ざまなアプリケーションが開発さ

ットは，1990 年頃から一般に普

体があるわけではなく，政府，民間，

れ，情報端末を有効に利用した授業

及しはじめ，現在ではだれもが利用

個人，さまざまなステークホルダー

が教員達によって提案，実践され

できるデジタルコミュニケーショ

がグローバルに協調しあいながら

ている。第二に，ICT がもたらした

ン基盤となり，あらゆる社会活動

運営維持している。その意思決定に

社会の変化に適応して活躍できる

に無くてはならない基盤となって

は「インターナショナル（国家間の

人材をどのように育成していくの

きた。例えば，2011 年 5 月には，

調整）
」とはまた別の，今までには

か？という視点も重要な点として

言論の自由の保護推進の視点から，

なかったレベルのグローバル・ガバ

認識されている。いわゆる情報リテ

人類だれもがインターネットにア

ナンス が実践されようとしている

ラシ教育であり，21 世紀に求めら

クセスできることの重要性を国連

点で，運営もまたグローバルである

れるスキルについての議論も活発

が報告しているほどである。
「学ぶ」

といえる。インターネットの利用者

❹

❺

に行われている。第三に，ICT がも

「教える」という行為もまた，その

という点からすれば，子どもも大人

たらした新しい社会基盤では，本質

環境を前提に，デザインしなおすこ

もグローバルなデジタル社会に既

に戻って考えることも必要である。

とが必要である。

に住んでいるということであり，そ

例えば，
「学校」のありかたや教員
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の創造に等しく責任をもっている

ことも認識すべき大切な点である。

努力をする必要はなく，小さな情報

ができ，
「誤り」はその訂正も容易

子どもたちが生きていく社会が

は次々に関連付けられ成長してい

なため，誤っていることよりそれが

グローバルなのであれば，育くむ環

く。また，HTML と CSS は，少々

放置されることのほうが問題視さ

境もそれに備えて，グローバルであ

乱暴にいえば情報の中身の記述と

れる傾向がある）
。そのスキルさえ

る必要がある。子どもの成長に合わ

その表現方法の指定とで役割を分

身に付いていれば，我々は常に百

せて，丁寧に設計されている現在の

担している。この分離によって，ア

科事典（あるいはそれ以上のもの）

学校教育環境も，常にグローバル社

クセスする人の環境や要求に合わ

を常に持ち歩き，必要なときにいつ

会の一員としての社会常識や行き

せた形で情報の中身を伝えること

方を自然に身に付けられる環境に

ができる。例えば同じ文章であって

「覚える」ことより「調べる（そし

バージョンアップしていく必要が

も，文字を大きくしたり，色を変え

て真偽を見極める）
」スキルのほう

ある。ICT の環境整備はその一環で

たり，音声で表現したり，逆に音声

が重要であることを実感する。

あるともいえる。

情報も文字として表現したり，複数

でも調べることができるのである。

但 し，Wikipedia は 教 科 書 で は

の言語での表現なども容易である。

ない。Wikipedia，新聞，ブログな

すなわち，子どもたち一人一人によ

ど，インターネットに存在するあら

り適した形で，情報を届けることが

ゆるデジタル情報によって構成さ

できる表現能力をもっているので

れる「知識のクラウド」をどのよう

もう一つの特徴は，24 時間眠ら

ある。どんな子どもも「探究心」が

に読み解き，得た知識をどのように

ない情報社会である。我々が実感し

あれば，無限の知識獲得の扉を開く

活用するのか，さらに新たな知の創

ているように，人は生きている場所

ことができるのである。

造につなげるには何をすべきか？
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❾

や時間にとらわれずいつでもどこ

但し，その知を正しく扱うスキ

という「ナビゲーション」をし，互

でも欲しいデジタル情報へアクセ

ルも重要である。昨今の大学生の

いに学び合うコミュニケーション

スすることができる。知るべきこと

行動を見ると，本棚にある百科事典

を創出するための「ファシリテーシ

はすべて教科書にあり，学校にいる

を手にする機会は殆どないが，イ

ョン」をすることこそが，情報社会

時間にだけ勉強するという前提は

ンターネット上の百科事典である

での教員に期待される新しい役割

すでに成り立たない。

Wikipedia への依存度は非常に高

だ。そのための道具として教科書・

インターネット上のデジタルコ

い。百科事典は有識者により時間を

教材があるとすれば，それもまた自

ン テ ン ツ は，World Wide Web

かけて編纂された信頼度の非常に

然とデジタル情報として存在する

（ ウ ェ ブ ） で 代 表 さ れ， そ の 形 式

高いリソースであるが，現代生活

意義も深く，紙という優秀な表現メ

は HTML（Hyper Text Markup

においてアクセシビリティが低い。

ディアと有効な形で融合し，子ども

Language）と CSS（Cascading

Wikipedia は人類全体が協力して

達を取り巻く，良質な知識クラウド

Style Sheets）で形作られている。

創りあげ，常に更新可能であるとい

を構成していくべきである。

電子書籍もその中身は，HTML と

う仕組みから，そのカバレージ や，

CSS の系列技術で標準化されつつ

情報量は評価されているが，誰もが

ある。HTML は関連する情報を「ハ

編集可能であることから，誤った

❻

❼

❽
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イパーリンク 」で関連付けること

情報が含まれる可能性もある。た

で，無限の繋がりをもって情報を提

だ Wikipedia は編集ルールの工夫

子どもたちが良質な知識クラウ

供することができる。デジタル情報

等によりある程度の信頼性を得て

ドに常にアクセス可能な環境を前

は検索可能な形で我々の前に横た

い る。Wikipedia に 限 ら ず イ ン タ

提とした場合，そのナビゲーション

わり，ハイパーリンクをたどりなが

ーネット上の情報はその真偽の判

にはどのような可能性があるだろ

ら，興味をもった事柄を自ら更に深

断スキルも重要である（ちなみに，

うか？

く探究していくことができる。すべ

デジタル社会では情報の透明性を

高校生向け講義の資料と映像を

てを一つのページや紙面に入れる

担保して多くの目で監視すること

無料で公開している「ビッグ・ヒス
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巻頭言

※1

トリー・プロジェクト」を例に挙げ

でる前にいろいろな失敗をしなが

あり，学ぶ喜びであり，好奇心であ

ると，宇宙のはじまりビッグバンを

ら学ぶことのできる「砂場」を提供

り，学び続ける姿勢である。これら

第１章とし，地球のはじまり，生物

する場である。

はもちろん ICT の登場より以前か

のはじまり，人類の発展，現代社会

公道で車を運転する前に教習所

ら大切な点ではあったが，今までの

にいたるまでを，物理学，化学，地

での練習期間があるように，ICT 社

社会と比較して，より重要度が高く

学，生物学，社会科学，政治，経済等，

会での振る舞いや，そこでの学び方

なったといえる。したがって，ICT

ありとあらゆる学問分野にまたが

を身に付け，グローバルな社会で幸

導入による「ナビゲーション」の効

り，その境界を意識することなく，

せな人生を送れるように，学校でそ

果を測るとすれば，当然ながら，評

大きな「歴史」として解説している。

の準備運動をきちんとできるよう

価基準は従来の「時間内での知識獲

この試みを見ると，子どもの探究心

に，少々手厚く守られた ICT のミ

得度」とは別の尺度を導入する必要

と学ぶ力を育むための授業として，

ニ社会環境を構築し，少し失敗しな

性がある。

学年や科目を意識せずにナビゲー

がらも社会常識を身に付けるプロ

学びの「リ・デザイン」のために

ションすることにも，大きな新しい

セスが大切である。そのために，子

今何をすべきであり，そのコストを

可能性が見える。子どもたちは自ら

どもたちの学びの環境には，情報端

だれがどのように負担していくの

の探究心にしたがって，縦横無尽に

末，ネットワーク，そしていつでも

かなど，これからの課題は多いが，

学科や学年を超えて知に触れ，学び

子どもの探究心に答えることので

個人，家庭，学校，地域，行政，企

の楽しさ，学問の深さを実感するの

きる，良質な知識クラウドへのアク

業など，子どもを取り巻くあらゆる

ではないだろうか。

セスを保証し，ナビゲーションとし

ステークホルダーが協力しあって

てのデジタル教科書・教材が不可欠

柔軟に課題を解決し敏速に準備を

な存在となるだろう。

整えて行きたい。

また，MOOCs（Massive Open
Online Courses）で代表される，

※１ https://www.

無料オンライン授業サイトには，世

何か知りたいと思った時にすぐ

界中からある話題について学びた

に答えを得られるということは，学

いと思う学生たちが，オンラインコ

ぶ姿勢を育むために大変重要であ

̶̶̶̶̶̶̶ 用 語 解 説 ̶̶̶̶̶̶

ースに集う。そこでの様子を見てい

る。Wikipedia に 頼 る 前 に， 自 ら

ると，学生達は自らのペースで何度

が学んできた教科書を紐解くこと

でも講義を聞き，互いに積極的にコ

ができたらどんなに素晴らしいだ

ミュニケーションを取り，教え合

ろう。また，地域の子らがどのよう

い，理解するために必要な時間は皆

に学んでいるのか，見守る大人たち

異なるが，それぞれに学ぶ喜びを享

が常にデジタル教材にアクセス可

受している。このように，今の子ど

能であったなら，社会全体が子ども

も達は「学び続ける姿勢」と適切な

の学びへいつでも貢献できるよう

ナビゲーションさえあれば，世界に

になるだろう。

❶マルチメディア：デジタル化された映像・音
声・文字データなどを組み合わせた総合的な
メディア。
❷インタラクティブ：相互に作用する，双方的
の，対話方式の。双方向に情報をやり取りす
ること等を示す。
❸リ・デザイン：再設計する，改造する。
❹ステークホルダー：利害関係を持つ人。
❺グローバル・ガバナンス：
（グルーバル：世
界的な規模であるさま。ガバナンス：統治，
管理，制御）一国の統治だけでは解決できな
いような，国境を超えて生じている課題に取
り組む際の統治・管理・運営制度など。
❻ハイパーリンク： 異なる構造をもつ多様な情
報を相互に結び付けること。
❼アクセシビリティ：わかりやすさ。利用しやすさ。
❽カバレージ：適用範囲。普及率，分布。
❾クラウド：クラウドコンピューティング。ソ
フトウェアやハードウェアの利用権などをネ
ットワーク越しにサービスとして利用者に提
供する方式。
❿ファシリテーション：グループによる活動が
円滑に行われるように支援すること。

はありとあらゆる学びの機会があ

子どもたちがこれから生きる社

り，個人のペースに合わせて納得い

会は学びたいと思いさえすれば，人

くまで学び続けることができる社

生のどのタイミングにでも学ぶ機

会が待っている。

会があり，知へのアクセスが保証さ
れている社会である。そうするのが

5

我々大人の役割でもある。それ故
に，子ども時代に身に付けるべきこ
とは「知識」そのものよりも，デジ

高等教育であっても初等中等教

タル技術と社会に対する正しい理

育であっても，学校は元来，社会に

解であり，新しい世界での学び方で

4
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※用語解説は編集部より追加
【出典・参考】
大辞林［第三版］ 株式会社三省堂
ジーニアス英和辞典 大修館書店
IT 用語辞典 e-Words 株式会社インセプト

ICT
国語

IC T を活用した
国語・書写の授業
桐蔭横浜大学教授

宮津

1

大蔵

いのではないかと思われる。よく聞

「タブレット PC の画面を電子黒

かれるのはこういう不安を表明す

板に提示できない」
，
「電源確保は

る声である。

大丈夫か ? 端末の管理はどうする

「21 世紀にふさわしい学びと学

「子どもの方がずっと慣れてい

? 担当になったら大変そう」
，
「自分

校の創造を目指して」…文部科学省

る。私達教師は，知識・経験とも

はタブレット PC を持っていない

は「子どもたちが 21 世紀を生き抜

不足していてとても指導する自信

ので，予習も練習も出来ない，自

くために必要不可欠である『情報活

がない」…新しいことを始めるとき

費で買わなければならないのか ?」
，

用能力』の育成，ICT (Information

は，研修や準備・練習がつきものだ

「新しいソフトウェアが必要になっ

a n d Co mmu nicat ion Tech-

が，子どもの方が得意だとしたら教

たときにインストールや認証はど

nology) の活用による『分かりやす

える方は大変なプレッシャーを感

うする ?」
，
「予算はどれだけつく ?

い授業』の実現，校務の ICT 化に

じることになる。

それが分からないと整備のしよう

よる教員の事務負担の軽減を推進

操作は子どもの方が慣れている

がない」
，
「タブレット PC，子ども

とする一方，
「入力の速さなど，個々

はきっと落としますよ。破損したら

時代の流れは，教育の ICT 化に

の情報処理能力の差が如実に出て

修理費用はどうなりますか ?」…

向けて大きく動いていることは間

しまう」という声もある。そうなの

各校の条件整備の進行状況がま

違いない。各学校の準備状況はどう

だ。子どもは皆，出来るはず…とい

ちまちであるから，不安ばかりが募

だろうか ?

う考え方はやはりここでも通用し

って能率よく準備出来ないという

ない。出来ない子はクラスに必ずい

のが本当のところであろう。

します」としている。

現状では一部の研究校を除いて，
準備万端すっかり整っていますと

る。その子をどのように指導するか

自信をもって言える学校はそう多

という問題は常についてまわる。

く は な い の で は な い か。 む し ろ，
戦々恐々としている学校の方が多

環境面の整備について不安視す
る声も多い。

しかし，何といっても一番の不安
は，
「ICT を使うと，本当によい授
業になりますか ?」ということであ
る。

5

ICT
写真 1

文部科学省が言っている「分かり

た ICT を使った授業で問題だと思

積極的に展開していくことが時代

やすい授業」は，ICT の活用によっ

われる事項を列挙しておく。

の趨勢であり，避けて通れないこと

て本当に実現するのだろうか ?

・机が狭いのでタブレット PC を

は誰もが認めることでもある。

「機器に振り回されるようでは本
末転倒」
，
「タブレット PC をどう活

置くと，教科書やノートの扱いが
大変そうである。

すうせい

現在の筆者の立場を申し上げる
と「よい国語・書写の授業をするた

用するのですか ? 本当に予算をつ

・電子黒板の高さが総じて低いの

めに便利で役に立つツールを積極

けてまで導入する価値があります

で，教室の後ろからだと見えにく

的に使った方がよい」というもので

か ?」
，
「画面ばかり見ているように

い。

ある。

なってしまい，コミュニケーション

・総じて子どもの入力速度が遅い。

能力が育たないのではないですか ?

（これでは，鉛筆で書いた方がよ

をして，こういう使い方は有効で

学校のよさは，友達と共同で学ぶ事

いという考え方になってしまう

あると感じた実践例を紹介したい。

にあるのではないですか ?」

のも仕方がない。
）…

また，こういう使い方が出来れば，

何が何でも「ICT を使うこと」が

国語・書写の授業で便利であろうと

前提条件になってしまい，肝心の授

これまで述べてきたように ICT

業のねらいはどうなってしまった

を活用する授業には，現状ではいろ

のだろうという授業も存在する。

いろ問題がある。問題は確かにある

ついでで恐縮だが，筆者が観てき
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本稿では，筆者が実際に授業観察

のだが，一方で ICT 教育を導入し，

思われる私のアイディアも併せて
紹介していく。

国語

写真 2

2
（１）
「読むこと」の授業で
「読み聞かせ」をする時には，ぜ
ひ挿絵を見せながら行いたいもの
である。大きなサイズの原作絵本が
あればよいが，教科書しかない時に
は，挿絵を拡大して提示することを
考えたい。
そんなときにこそ，デジタル教科
書と電子黒板の出番である。もし，
まだ環境が整っていない場合は，プ
ロジェクターを使ってスクリーン
に映せばよい。
特に低学年の民話や神話の学習
では，物語の世界に誘うために，授
業者は「範読」ではなく，
「読み聞

かせ」という意識をもちたいもので
ある。
写真 1 は，
「ヤマタノオロチ」
（学
校図書 2 年上）の挿絵をプロジェ

白である。
ちょっと脱線するが，ある小学
校の校内研究会における協議の模
様をご覧いただきたい（写真 2）
。

クターで映写しながら読み聞かせ

研究協議会も以前は全教職員で

を行っているところである。子ども

一斉に行い，一部の発言者のご意見

たちは，物語の世界に引き込まれ，

を拝聴するというスタイルのもの

集中して教師の読み聞かせを聴い

が多かったように思われる。

ていた。

だが，最近では研究協議会も少人

また，物語教材での話し合い学習

数で討議することが多くなってき

は，学級全体で行うよりも四人ぐら

た。若手も遠慮せずに自分の意見を

いの小グループによる学習が主流

述べることが出来るようになって

になっているようだ。確かに，一人

きたのである。

が発言し，ほかの子どもは聞いてい

ここで，ぜひお勧めしたいのは，

るだけというよりも少人数で自分

ただ話し合うだけでなく，写真のよ

の思いをたくさん語った方がよい。

うに作業をしながら話し合うとい

その方が子どもに力が付くのは明

うことである。それは，話し合いを

7

ICT
写真 3

写真 4

構造化し，成果を全体で共有するの
に役立つからである。

（２）
「話すこと・聞くこと」領域の
授業で

子どもたちの話し合いもこのよ

この領域では，学習の過程を録画

うな作業をしながら行うのがよい。

し，振り返るために ICT を活用し

あらすじを確認する。登場人物相

たい。

学習も視野に入れて準備を進めた
い。

（３）
「書くこと」の授業で
「新聞をつくる」という学習には，

互の関係をつかむ。作品のテーマに

自分の言語表現（スピーチ，パネ

ついて考える…などについて作業

ルディスカッションなど）で気にな

文字の大きさや絵の大きさを自由

しながら話し合うのである。

ったところを何度でも繰り返し振

に変えられるという編集機能のよ

り返ることができるのが強みであ

さを，ぜひ活用したい。併せて，ロ

る（写真 3）
。

ーマ字の学習の一環としてローマ

写 真 2 で は， 画 用 紙 に 付 箋 紙，
マーカーを使用しているが，タブレ
ット PC を使って行うことができ
れば便利で素晴らしいと思う。

8

また，プレゼンテーションの学習

PC やタブレット PC が活躍する。

字入力に取り組ませてみたい。

では，専用ソフトを使いながら行う

また，文章の構成を考える学習に

ことが主流になってくるに違いな

おいてもタブレット PC の利用は

い。プレゼンテーション資料作成の

有効である。

国語

写真 5

子どもが使いこなせる編集機能を

教師だけが評価するのではなく，

力ながら貢献したいと考えている。

搭載した端末を準備することが授業

子どもと共に作品を操作し検討す

現在，授業環境を改善するための

成功の鍵となってくる（写真 4）
。

ることを通して，よりよい作品を目

ソフト開発が盛んに行われている。

指す授業を展開したいものである。

筆者が参画しているものもあるが

（４）書写の授業で

（写真 5）

完全に製品化されるまで情報を公

作品の出来を検討し，もっとよい

開することができない。また，各実

文字を書くために実物投影機や電

践の写真についても著作権の問題

子黒板を，ぜひ活用したい。

3

中心がそろっているかを確認し，

があり，明示できなかったところが
ある。ご理解いただきたい。

文字の中心を意識した配列となる

ICT に振り回される授業ではな

ICT に関する子どものスキルアッ

よう文字を移動したり，中心線を書

く，利用することによって国語科の

プのための学習についても述べた

き込むことができるようにしたり

授業がよりよくなる授業を目指し

かった。別の機会に譲りたい。

するといったことが可能なように

ていきたいものである。

環境を整備するのである。

そのための条件整備に，筆者も微

9
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算数

これで
ICT デビューも万全！
〜使ってみてから考えよう〜

相模女子大学講師

後藤

1
現在の教育現場を取り巻く ICT
環境はまさに百花繚乱である。

変わらなかったが，Web サイトの

学

業環境を整えることができた。

教材コンテンツが充実してきたこ
とと，幸か不幸かその学校ではパソ
コン室を使う先生があまりいなか
ったため，気兼ねなく授業ができ

3

EducationExpo のような展示会

た。実物投影器も学校にはあった

長々と自分の ICT 遍歴を述べて

では多くの最新鋭の機器が展示さ

が，作りがものすごく弱く不安定で

きたが，自身の経験から先生方にど

れ目が眩むばかりである。しかしデ

使用感がよくなかった。デジタルカ

のようなアドバイスができるか，述

ジタル教科書，タブレット PC，電

メラを自作の支柱に取り付けたり

べてみたい。

子黒板など次々に入ってくるソフ

試行錯誤しながら細々と液晶プロ

まず，とりあえずは学校にある液

トや機器に，現場の先生方は翻弄さ

ジェクター＋実物投影器の教育利

晶プロジェクター，書画カメラを教

れてはいないだろうかと危惧して

用を模索していた。

室に持ってきて 1 週間ほど置きっ

いる。何のために使わなければなら

その後，Yahoo! オークションで

放しにして，自分で使ってみよう。

ないのかという，目的自体が薄くな

高価だった液晶プロジェクターや

これでどこからクレームが来たら，

ってはいないだろうか。本稿では私

書画カメラが出回り始めたため，中

その学校は使っている学校だと言

のこれまでの経験をもとに事例を

古ながら自前でそれを手に入れ，念

える。何もなかったら，ずっと教室

紹介し，少しでも現場の先生の参考

願の ICT を使った授業をスタート

で使い続けよう。そのぐらいのこと

になればと思う。

させることができた。実際に使って

をしなければ活用には結びつかな

みると，それまで毎回 PC 室に行

い。
「○○先生，使ってるね」とほ

って授業をしていた時とは 質が異

かの先生に印象付けることも大事

なる 授業をすることができた。自

である。授業のたびに返却が面倒に

分でやっていて楽しくなってきた。

なったら，液晶プロジェクター，書

授業の アイデア が次々と思い浮

画カメラ，マグネットタイプのスク

かぶのである。

リーンも自前で購入してみよう（ノ

2
授業で本格的に使いたいと思い
始めたのは，今から約 10 年前で

ート PC は既にあるものとする）
。

あった。しかし当時は液晶プロジェ

さらに次の学校では，ホワイトボ

クターは学校に 1 台，しかも情報

ードマーカーで書き込むことがで

これらの機器は 10 年ぐらいは十分

センターに据え置きで自分のクラ

きるマグネットタイプのスクリー

持つし，買ってしまえば否が応でも

スだけ毎時間使う訳にはいかなか

ンを購入し，エルモ社の当時新型の

使うようになる。たとえ使い方が分

った。

書画カメラを大学から借りること

からなくても校内に詳しい先生が 1

ができ，個人的には十分な ICT 授

人ぐらいはいるはずである。購入し

その次の学校でも状況はあまり

10

写真 1

写真 2

たら，教卓の周辺に小机などを用意

こういった

初級

段階を過ぎ

いによくなる。
つまり，だんだん慣れてくると，

し 置きっぱなし OK のスペース

ると，だんだん先生も興味が出て

を確保する。この置きっぱなしとい

くる。授業で「あんなことをやって

授業の指導過程でどのように組み

うのがポイントである（写真 1）
。

みようかな…」というアイデアであ

込んでいくかを考えたり，用意周

こういった ICT を使うことは予

る。ICT に詳しい先生にも質問して

到に準備をしたりするようになる。

め用意周到に準備するばかりでは

みるなど教師自身の関心が高まっ

普段の授業をしっかり計画的に行

ない。普通に授業をしているときに

てくる。この頃になると，映像を単

う，教材研究を十分に深めた上に

「あっ，今，実物を見せられたらい

に映し出すだけでなく，その機器そ

ICT 機器を使った授業が成り立つこ

いのに！」とか「あのとき見ていた

のものの特徴を生かしたようなア

とを肝に銘じておくべきであろう。

いいサイトがあった！」というよう

イデアも浮かんで来るようになる。

しかし，繰り返し述べるが，先生

に授業をやりながら閃くことが非

例えばエルモ社の書画カメラは

自身の ICT 機器を使った授業に対

常に多いのである。ICT 機器を使っ

デジタルカメラ機能を備え静止画

する興味や好奇心を忘れてはいけ

た授業の経験が浅い先生は特にそ

を撮影し SD カードに保存するこ

ない。先生が面白がらない授業に児

うである。経験を積んだ先生は，す

とができる。さらには動画も撮るこ

童が面白がってくれる訳がない。こ

でにどういったところで使えるか

とができ，おまけにカメラ部分は机

れが大事である。

分かっていて授業前に準備してい

上だけでなくぐるんと回って教室

るから，こういうことはどんどん少

の方にもレンズを向けることがで

なくなってくる。

きる。そうなってくると，今度は見

まずは画像や Web サイトを液晶
プロジェクターを使って

見せる

せるものが違ってくる。それまでは
教材データがほとんどであったが，

4
写真 2 は，小学校教員時代の研

だけでよい。映し出された映像にホ

児童の作品であったり発表の様子

究授業の様子である。1 年生の繰り

ワイトボードマーカーでグリグリ

なども投影することができる。

上がりの足し算の授業風景である。

丸で囲んだだけでも子どもたちは

ここでいよいよ 中級 段階とい

児童は台の上で手元が見えないよ

「ウチの先生，パソコンで授業やっ

うか，ICT の有効利用に向けた重要

うな仕切り板の向こう側で，ブロッ

なポイントである。

クを操作している。操作している本

てる！」という気になってくれる。
これは決して言い過ぎではない。

先ほどやっているうちに授業の

人は見えないが，手元はビデオカメ

ICT の有効性の大きな 1 つに「児

アイデアが閃いてくるということ

ラで撮影され液晶プロジェクター

童の学習に対する興味・関心が格段

を述べたが，ICT を使うのは先生自

で大きく映し出され，ほかの児童は

に上がる」ことは，すでに多くの研

身であることは言うまでもない。授

ブロックの操作が正しいかどうか

究で明らかになっている。先生の話

業が下手な先生が ICT 機器を使っ

を見ているのである。

や黒板での説明や「教科書の絵を見

たからといって，突然授業が上手く

ちなみにこの授業は約 10 年前

てみましょう」などという指示に比

なったり劇的にすごくなったりす

のものである。手元に大きく映し出

べて格段に注目度，集中度が違うの

る訳ではない。反対に実力のある先

すことの効果を参観の先生方も実

である。

生が ICT を使えばその授業は段違

感していた。もちろん児童は操作が
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算数

写真 4
写真 3
写真 5

合っているのか，どきどきしながら

また，ホワイトボードにボードマ

見ていた。現在では書画カメラで写

ーカーを使った授業も有効である。

に点対称の図形を書く場面である。
アニメーションを使って淀みな

しだした方がとても簡単である。

エルモ社の書画カメラにはＳＤカ

い解説を流すのも一手だと思うが，

写真 3 は，ネズミ君のキャラク

ードやＵＳＢメモリーに授業の内

ペン画機能を使って先生が手書き

ターを登場させ，繰り下がりの引き

容を音声付動画ファイルや画像デ

で解説をしながら説明するのもよ

算の文章題を紙芝居形式で提示し

ータとして記録することができる。

いのではないだろうか。アニメーシ

た最後の場面である。このときはレ

授業終了間近の短い時間に何枚か

ョンは大人から見ればスマートだ

ーザポインタにスライドを次々に

の板書を投影することができ，授業

が，子どもの意識からはそういった

移動させるボタンがあったため，そ

の振り返りの仕方も変わってくる

動画はすーっと流れていき，記憶に

れを使ってお話は児童の方を見な

のではないだろうか。

残りにくいこともある。

がら行い，スライドを送るという手

最後にデジタル教科書を使った

法を採った。どうやってスライドを

授業事例を述べる。これは，液晶プ

送る速さと話を合わせているのか

ロジェクターとパソコンだけでも

先生方に不思議がられたが，仕組み

使えなくはないが，やはり電子黒板

は簡単。ポインタを持った手を後ろ

機能を使ってよりメリットが引き

私が指導している算数科指導法

手に組んで話していたため，操作し

出される。電子黒板上で使うことを

の時間でも，パワーポイントを使っ

ているところが見えなかっただけ

お勧めしたいが最近は電子黒板ユ

た教材作成を行っている（写真 5）
。

である。しかしこういったことも自

ニットもかなり安価な製品が発売

もともと教材作成ソフトではない

分のネタの 1 つとして持っている

されている。黒板据え付けにしてお

ので，見せたい，やりたいことへの

ことは後々役に立つ。このポインタ

けばよい。

限界はあるが，大学生なりに工夫が

5

が後で注目され，多くの先生方が購

学校図書のデジタル教科書はペ

見られる。しかしそれぞれの発表の

入したことは言うまでもない。現在

ン画，拡大・縮小，移動などのシン

中で，パワーポイントの技法ではな

ではパワーポイント対応タイプと

プルな機能が分かりやすく提示さ

く算数の教材に関しての問題点も

いうのがこの手である。

れている
（23 年度版）
。というのも，

いくつか見られる。若い人たちだか

算数などでは，教科書と同じ図が

新井（2012）によればコンピュ

ら，そういった機能を覚えれば使い

前方に映し出されることは意外に

ータは拡大・縮小，音声，の機能し

こなすことはそう時間はかからな

重要であるし有効でもある。ただし

かないと言われる。突き詰めて言え

いであろうが，やはり授業の中での

最近はプラズマディスプレイなど

ば複雑な機能はすべてこれらの組

指導の仕方や教材を知り尽くして

の大型テレビに電子黒板機能を付

み合わせなのである。よって，まず

いることが課題となる。そういう意

加させたものが増えているが，映像

は慣れるという意味でもこれらの

味では，経験からくる授業力の上に

の縦横の比率をよく知っておかな

機能からスタートしてみるのは，教

ICT 活用が成り立つことを忘れるわ

いと，研究授業で図を投影したらも

材研究の視点からもよいかもしれ

けにはいかないであろう。

のすごく横長に表示され，授業にな

ない。

らなかったという例がいくつもあ
るので注意が必要である。
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写真 4 は，6 年上の「線対称・点
対称」の単元で，方眼紙でない無地

【参考文献】
新井紀子（2012）
『ほんとうにいいの？
デジタル教科書』岩波書店

ICT

理科

電子黒板とタブレット
端末を利用した対話的
な理科授業デザイン
1

横浜国立大学准教授

和田

一郎

いくのか，その内実についての検討

などを使って考察することが有効

が必須となる。次に，この点につい

である。こうした表やグラフ，視覚

て考えてみたい。理科の学習過程に

的なイメージなどの，いわゆる映像

近年，学校現場において，電子

おいて，観察，実験が重要な活動で

的なレベル（２次元）による思考・

黒板やタブレット端末などの ICT

あることは改めて強調するまでも

表現を通じて，結果の考察を深める

（Information and Communication

ない。例えば，
小学校第５学年の
「物

ことが可能となるのである。

Technology）機器の導入が急速に

の溶け方」で学習する，食塩が水に

最終的に，表やグラフなどから事

進んでいる。こうした現状を踏まえ

モヤモヤ（シュリーレン）と溶ける

象に潜んでいる規則性や法則性を

れば，理科授業における ICT 機器

現象を観察したことのない子ども

数式や記号で表したり，分かったこ

の活用の方向性についての検討は

に，それを言葉で説明しても視覚的

とを言葉で表現したりすることに

急務な課題である。理科授業に限っ

にイメージすることは困難である。

よって，子どもの科学概念の構築が

たことではないが，そもそも，最

また，顕微鏡やアルコールランプな

促進することになる。こうした言葉

新のテクノロジーが反映された ICT

どの器具を扱ったことのない子ど

や数式などの記号的なレベル，言い

機器は，子どもの学習に対して効果

もに，それらの操作方法や取扱い

換えれば１次元での思考・表現を通

的に機能してこそ有意味な道具と

上の注意点などを言葉で説明して

じて，学習は最も抽象的なレベルに

なる。現在，日本の子どもは，理科

も容易に理解することはできない。

達することになるのである。こうし

学習において，事象を自分なりに捉

このように，実際に具体的な活動を

て子どもの科学概念の構築が具現

えて思考し，それを表現することに

通じての 3 次元による事象把握は，

化する。

課題を有することが明らかとなっ

理科学習の起点となっている。

このように，理科の学習過程は，

ている。ICT 機器の活用は，こうし

しかし，こうした観察，実験を活

内容領域や状況によって思考・表現

た課題の解決に寄与するものでな

動として展開しただけでは，当然な

の形式・レベルの移行は必ずしも一

くてはならない。つまり，子どもの

がら学習は深化しない。つまり，子

方向ではないが，基本的には３次元

思考・表現活動の促進を志向した，

どもは観察，実験の結果について， （3D：活動的）→２次元（2D：映

学習者である子どもを中心とした

データを表に整理したり，グラフ化

像的）→１次元（1D：記号的）と

ICT 活用に関する議論が不可欠なの

したりして，事象に潜む変化を読み

いった具体から抽象への移行過程

である。

解いたり，関係性を見出したりする

を経て成立すると捉えることがで

このような前提を踏まえて議論

学習活動が要請される。また，肉眼

きる。この際，ICT 機器は，こうし

を進めるとき，子どもがどのような

や顕微鏡でも観察が不可能な微視

た思考・表現の形式・レベルの移行

学習過程を経て思考・表現を深めて

的な世界を捉える場合には，図や絵

過程に機能することによって，子ど
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図1

対話的な理科授業の視点

もの学習を促進させる道具と化す

ば，
小学校第４学年の「空気の性質」

ト端末の連携は，図１に示すよう

のである。

においては，注射器に閉じ込めた空

な，理科における問題解決の過程と

気をピストンで圧して，シリンダー

思考・表現の往復過程との関連を深

内の空気が縮む様子を観察し，空気

める機能を有するのである。こうし

が圧し返す力を体感したりする。こ

た，電子黒板とタブレット端末の連

2

の際，子どもにその様子をタブレッ

携機能を利用した対話的な理科授

理科における思考・表現の形式・

ト端末のカメラ機能を利用して撮

業デザインの視点を整理すれば，次

レベルの移行は，当然ながら自然に

影させ，これに直接，自分なりのイ

の①から④のようにまとめられる。

進行するものではない。それは，教

メージを書き込ませることが可能

①予想や仮説，観察，実験の結果に

師や他者との関わりを通じて活性

である。タブレット端末を介して，

対する解釈をタブレット端末上で

化されていくことになる。言い換え

そうした微視的な世界に対する自

表現させる。
（思考の表現）

れば，
「対話的な理科授業」を確立

分なりのイメージを表現すること

②教師は，電子黒板上で子どもの表

することによって，子どもの思考は

が容易となる。そして，そうした表

現を集約，整理し，教室での議論を

深化すると考えられる。対話とは，

現を電子黒板に転送することで，教

通じて考えの共通点や矛盾点など

もう少し具体的に言えば，子どもが

室全体で共有化を図りながら議論

を見出す。
（表現の評価）

事象に関する自分なりの考えを表

を展開することが可能となる。

③再度，タブレット端末上で再考さ

現し，それを他者の考えと対峙さ

こうした学習過程の確立は，先述

せ，予想や仮説と対応付けながら，

せ，相対化させる中で意味付けや価

した思考の形式・レベルの移行の具

表現の修正を促す。
（知識の再構成）

値付けを深め合っていく，思考と表

現化を意味しよう。すなわち，タブ

④再考された表現を電子黒板上で

現の往復過程である。

レット端末を利用することによっ

集約し，矛盾点の解決を志向しなが

こうした対話，すなわち思考と

て，観察，実験を通じた具体的な事

ら，結論を導出する。また，新たな

表現の往復運動の活性化に対して，

象把握（３次元）から，視覚的なイ

課題を生成する。
（結論と新規の課

ICT 機器，とりわけ教室や理科実験

メージ（２次元）による事象把握を

題の導出）

室への導入が進んでいる電子黒板

可能とする。その上で，電子黒板を

やタブレット端末などは，どのよう

使ってこれを教室全体で議論する

に活用すべきなのであろうか。中で

ことによって，さまざまな言葉によ

も，電子黒板とタブレット端末の無

る表現が追記され，記号レベル（１

線 LAN を介しての連携機能は，思

次元）での思考・表現へと移行して

考・表現の往復運動の活性化に大き

いくことになる。

く寄与することが期待できる。例え

14

このように，電子黒板とタブレッ

3
前述した①から④の視点に基づ
き実践された理科授業を事例に，子
どもの思考・表現の深まりの様子を

理科

図 2 電子黒板とタブレット端末の連携による思考・表現活動

見てみたい。小学校第４学年「人の

の結果，骨が腕を支える役割を担っ

表現の往復運動の活性化によって，

体のつくりと運動」では，腕の曲げ

ているイメージを教室全体で共有

問題解決は促進されることになる。

伸ばしと，骨や関節，筋肉などのは

化することが可能となるのである。

たらきについて学習する。ここで，

その上で，教師が電子黒板上で骨と

ット端末で取り扱われた，思考・表

図 2 に示すように，子どもが腕を

骨の間の接続部分に着目させるこ

現の往復過程における情報は，学習

曲げている様子をタブレット端末

とによって，
「骨と骨の間が繋がっ

履歴としてデジタル化された状態

で撮影し，骨がどこにあるか予想の

て描かれている表現と，離れて描か

での保存が可能である。デジタル化

書き込みをさせる（①の視点）
。こ

れている表現があるが，どちらの考

された情報は，学習全体を構成する

れによって，
子どもは「腕を曲げる」

えが腕を曲げることを上手く説明

「部分」と捉えることができ，そう

という３次元を通じての具体的な

できるだろうか」といった問いを生

した部分情報は瞬時に検索し，表示

事象把握の内容を，タブレット端末

成することが可能となる。

することが可能である。このため，

なお，こうして電子黒板とタブレ

上に２次元の静止画像データとし

これに関わり，教師は骨と骨の接

教師は学習の振り返りの際には，適

て取り込み，骨がどこにあるか，曲

合部分に関する考えを表現させる

宜，必要となる情報を呼び出しなが

がるところはどこか，といった予想

ための素材を，子どものタブレット

らの授業を展開することが可能に

を直接イメージ画として書きこむ

端末に送信し，新たに考えを表現さ

なる。また，子どもが一人一台，タ

ことが可能となる。こうして思考・

せる（③の視点）
。そして，表現内

ブレット端末を所持する教育環境

表現の形式・レベルの移行が生じ

容を再度，電子黒板に転送させ，議

では，子どもが電子ノートなどに学

る。

論を展開することによって，
「骨と

習を履歴化することも可能である。

次にこれを，無線 LAN を介して

骨の間には関節というつなぎ目が

こうした学習履歴のデジタル化は，

電子黒板に転送することによって，

ある」といった言葉による説明を可

学習成果の自覚を促し，次の学習の

教室全体で予想の共有化を図るこ

能とするのである（④の視点）
。こ

契機にもなる。これは自律的な学習

とが可能となる（②の視点）
。そこ

うして，子どもの思考は２次元によ

の成立の促進にも繋がってこよう。

では，教師が考えを評価し，整理・

るイメージによる思考から，言葉に

このように，子どもの学習を基軸に

分類することによって，教室全体で

よる１次元での思考へと移行し，高

ICT 機器の活用を検討するとき，そ

考えの共通点や差異点を見出して

次なレベルでの思考を可能とする

の範囲は大きな広がりを見せるこ

いく。正に思考・表現の往復による

のである。こうした電子黒板とタブ

とになる。

対話が成立していく瞬間である。そ

レット端末の連携機能による思考・
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タブレットパソコン
となかよし
〜ＩＣＴを活用した生活科
の授業実践〜

1

2

東京都葛飾区立
本田小学校

村田

良美

動的に調整されるので，文章量の多
少に関わらず一枚のカードにレイ
アウトすることができ，どの児童も

平成 23 年度から，児童一人一
台のタブレットパソコンと電子黒
板が無線 LAN で繋がっている環境
の中で ICT を活用したさまざまな

〜ミニトマトの観察〜（写真 1）

達成感をもつことができた。

（活動）
①タブレットパソコンの内蔵カメ
ラで，写真を撮る。

学習活動を模索してきたが，生活科

②観察カードに写真を貼る。

では観察と探検を伴う学習活動に

③観察文を「手書き文字認識機能」

ICT の活用が有効であると実感して

を使って入力して観察カードを

いる。ミニトマトやザリガニなどの

完成させる。

3
〜ザリガニの観察〜（写真 2）
（活動）
①ザリガニのことを調べよう。
（ザ

観察では，内蔵カメラで写真を撮っ

（考察）写真を撮る際には，花，葉，

て観察することにより，児童が細部

実，草たけなどがよく分かる写真を

までよく見るようになり，細かいこ

撮るように指導した。記述の際に

とに気付くようになった。町探検な

は，花，葉，実の数，大きさ，色，

どでは，撮った写真がメモの役割を

様子などを詳しく書くように指導

③ザリガニの観察をしよう。
（タブ

し，写真を見ながら見学して分かっ

した。児童はそれぞれの写真を見な

レットパソコンを使用。写真を撮

たことなどを詳しく思い出して，探

がら，花，葉，実の数，大きさ，色，

り，観察カードを作成する。グル

検カード，マップ，パンフレットに

様子などを詳しく記述することが

ープや全体で交流する。
）

まとめることができた。協働教育ア

できた。また，前回の観察のときの

④ザリガニ発表会をしよう。

プリケーションを使い，入力は手書

写真や記述と比較することによっ

き文字認識機能で行った。

て，成長の様子に気付くことができ

こと，調べたことなどをまとめ，

た。また，手書き文字認識の機能を

発表する。
）

使うことにより文字の大きさが自

16

リガニの体の仕組みやすみか，世
話のしかたを調べる。
）
②ザリガニとなかよくなろう。
（ザ
リガニに名前を付け，世話をする。
）

（ザリガニの世話をして気付いた

（考察）撮影の際，どんなところを

写真 2
写真 1

ザリガニの観察

ミニトマトの観察

撮りたいかを考えさせ，話し合わせ

話し合いの後，更に観察カードに書

はすごく難しかったので，よく調

た。子どもたちからは，撮影すると

き加えたり，観察したりする姿が見

べたんだなと思いました。

きの視点として，

られた。①ザリガニの特徴②世話を

・7 班の「りんちゃん」がすみっ

≪Ａ：全体（前から，後ろから，上

して気が付いたこと③クイズ，その

こが好きなことが分かりました。

から，下から，横から）
，目，ひげ，

3 つを班の中で分担して発表カード

・「ダイアナ」
「雨歌」の名前の理由

はさみ，おなか，しっぽ，背中，足≫

を作り，発表会を行った。特徴を話

詳しく観察したいこととして，

し合ったり，クイズを相談して作成

・ぼくも本番で緊張したけど，頑張

≪Ｂ：色，形，大きさ，数，動き，

したりする様子が見られ，学び合い

って最後までゆっくりはっきり

持ち方，におい，音≫

ができた。発表会では電子黒板の操

言えた。

などの意見が出た。交流の際には，

作を児童が自分たちで行った。発表

などの感想があった。電子黒板を使

教師が用意した例文を提示し，よい

の順序を考えて手際よく操作してお

用し，全員に配信したことで，友達

ところを見付けたり，質問をしたり

り，発表をスムーズに行うことがで

の発表の内容をよく考えながら聞

する話し合いモデルを示した後，A，

きた。児童の振り返りカードには，

くことができた。

B の視点に沿って話し合わせた。そ

・6 班さんのザリガニの特徴がよ

の結果，話し合いが活発になった。

が聞けました。

く分かりました。6 班のクイズ

17
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写真 3

町探険
写真 4

4
〜しょうてんがいのパンフレット
を作ろう〜（写真 3, 4）

町探険パンフレット

④ほかのグループとパンフレット

の写真を撮ったりするなど，パンフ

を読み合い，パンフレットの見直

レットの作成を見通した取材をす

しをする（グループ内配信機能）
。

ることができた。また，パンフレッ

⑤パンフレットを仕上げる。

ト作成の際には，調べたことの中か

⑥手紙を添えてパンフレットをお

ら，おうちの人の買い物に役立つ情

うちの人にプレゼントする。

報を選んで載せることができてい

①仲見世，立石駅通り商店街を学級

（考察）できあがったパンフレット

た。グループで同時に操作ができる

単位で見学し，探検の計画を立て

をおうちの人にプレゼントするこ

コラボレーション機能を使用する

る。

とを目的とし，おうちの人が買い

ことで，自然と教え合いながら学習

②仲見世，立石駅通り商店街をグル

物に役立つようなパンフレットを

を進める様子が見られた。友達と教

ープごとに探検する。二人で一

作成するということで，相手意識・

え合いながら作業することで，パソ

台タブレットパソコンを持参し，

目的意識を明確にした。そのため，

コン操作や説明を考えることがあ

撮影したりインタビューしたり

おうちの人に伝えるお買い物情報

まり得意でない児童もスムーズに

する。

を載せるために，探検の際には，
「お

学習を進めることができ，個人で作

③仲見世，立石駅通り商店街のパン

勧めの商品はなんですか。
」
「よく売

成するよりも短時間でパンフレッ

フレットを作成する（四人グルー

れる商品はなんですか。
」と聞いた

トを完成させることができた。

プ・コラボレーション機能）
。

り特売品を尋ねたり，お勧めの商品

（活動）
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道徳

I C Tと道徳教育
東京学芸大学准教授

松尾

1

直博

り，インターネットで世界中とつな

電子黒板や大型モニターを使って，

がったまま，人々は移動できるよう

デジタル絵本を提示したり，デジタ

になった。

ル化された道徳の資料を提示した

インターネット上では，世界中で

2010 年から 2012 年にかけて

り等の活用が既に行われている。文

起こっている善悪に関する大きな

アラブ世界で起こった民主化要求

と挿絵の両方を示したり，挿絵だけ

出来事，小さな出来事があっという

運動，
いわゆる「アラブの春」では，

示したり等，子どもの発達段階や資

間にアップロードされ，拡散され，

ツイッターやフェイスブックなど

料の特徴などを考慮して，さまざま

コメントが付けられ，議論が巻き起

の SNS が重要な役割を果たしたと

な利用が考えられる。

こる。その中に身を置くと，いやで

言われる。インターネットの世界は

も自分が何を大切にしているのか，

バーチャルな（虚構の）世界であり，

料の提示の際に ICT を活用するこ

自分はどう生きていきたいのかを

リアルな ( 現実の ) 世界とは別であ

ともある。中心資料は，副読本を使

考えざるを得ない。考えようによっ

るという考えは，もはや当てはまら

ったとしても，その中で出てくる人

ては，道徳の時間の特質と位置付け

ないのかもしれない。何十年も動か

物，土地や風景，事物などを静止画

られていることが，インターネット

なかった政治体制が，数ヶ月で激動

などで示すことができれば，子ども

の世界では常に起こっている。

したのであるが，ICT の発展無しに

は資料の世界をより理解しやすく

IT（ 情 報 技 術 ） が ICT( 情 報

また，中心資料ではなく，補助資

は起こらなかったことであろう。

なるだろう。音声付きの動画などが

通信技術 ) と呼ばれるようにな

我々はこのような時代に生きてい

あれば，子どもはさらに資料の世界

っ た こ と は， 少 し の 違 い の よ う

る。そのことを意識して我々は教育

の創造を広げ，情操レベルでも資料

だ が， 大 き な 変 化 で あ る。C は

を展開していかなければならない。

について感じ取ることが促される

Communication の こ と で あ り，

そして，道徳教育においても同じこ

可能性がある。

通信・伝達・交流といった要素を含

とが言える。

んでいる。主に計算をし，文字を書
き，絵を描き，ゲームをする機械で
あったパソコンは，情報を高速でや

タル化され，授業者が ICT 機器の

2

りとりし，常時接続できるインター
ネットにつながることにより，全く

資料が使い勝手のよい形でデジ
扱いに慣れてくれば，今までのよう
に資料を拡大コピーして黒板など
に貼ったりするよりも手間がかか

（１）資料提示での活用

らず，展開によって提示する部分を

新しい世界を構築する機械となっ

道徳の時間の ICT 利用として最

柔軟に変えられるなど，何かと便利

た。そして，携帯電話，スマートフ

もすぐにでも活用できるのは，資料

であると思われる。ただし，現状と

ォン，タブレットなどの発展によ

の提示においてであろう。

しては教室にあるモニターのサイ
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副読本のイラストデータも入った DVD 教材『電子紙芝居ブンブン』

ズがそれほど大きくなかったり，プ

ている。児童が書いた内容をスクリ

間をとったりなどのことが起こっ

ロジェクターもセッティングが大

ーンに投影し，お互いの考え方を全

てしまう。今後，
ますますハード面，

変だったり，光量が足りなかったり

員で共有することができる。書くと

ソフト面での発展が望まれる。

することも少なくない。海外先進国

いう活動を通じて，子どもの考えを

では，タッチパネル式の大きな電子

授業者が瞬時に理解し，クラス全体

黒板が各教室に備え付けられてい

で共有すれば，道徳の授業の展開な

ることも多く，ハード面の整備もま

どでも利用できるであろう。

だまだ必要であると思われる。

離れている人と動画と音声でや

（３）授業の終末（まとめ）での活
用
その日考えたこと，感じたことに
ついて，余韻を持たせながら振り

りとりができるテレビ電話タイプ

返る際に，授業者の説話に加えて，

の機器やソフトも充実してきた。技

印象的な静止画，スライドショー，

術的には，教室にいながら日本中，

動画などを使用することは，大変効

分の道徳的価値観の自覚をしたり

世界中の人に話をしてもらい，児童

果的であると考えられる。資料に関

する際に，さまざまな思考ツールが

が質問できる状況が整ってきてい

係するシーンや授業を行った学級

活用できる可能性がある。その代表

る。遠く離れた他校の子どもたち

の映像などを効果的に使えば，児童

として，マインドマップがある。マ

と，同じ授業を受け，意見を交わす

が自分の道徳的価値を見つめたり，

インドマップは，思考を目に見える

ことも可能である。

生き方を考えたりする上で重要な

（２）授業の展開での活用
児童が資料の理解を深めたり，自

形で描いていく思考ツールである。

しかし，現時点では残念ながら道

意味を果たすであろう。良質の番組

表現したい概念の中心となるキー

徳の授業の展開で ICT を充分に活

のエンディングのような，効果的な

ワードを中央に書き，そこから放射

用するのは難しいと言わざるを得

演出をすることが，ICT を活用すれ

状にキーワードやイメージを広げ，

ない。全ての児童か，少なくとも

ば可能になっている。

つなげていく。現時点では紙にペン

班に一台くらいタブレット端末を

で書くことが主流であるが，パソコ

配布できる状況にないと，ICT 機器

ンやタブレット用のソフトも開発

のよさが活かされないであろう。ま

されている。

た，ソフトの安定性，通信環境の確

3

実性，セキュリティの問題，文字入

子どもが誰かの人権を侵害する

ジタルペンで書いた文字などが，リ

力のしやすさ（手書きも含む）など

文，写真，動画を世界中に拡散する

アルタイムで授業者の PC に送信・

が改善しない限り，授業の本番で不

ということについて考えてみよう。

表示される ICT ツールも開発され

具合が生じたり，思わぬところで時

10 年，20 年前であったらどうか。

また，児童がタブレットなどにデ

20

道徳

著作権や情報の真偽などに関する情報モラル資料もよく使われている

まず，子どもは自分用のカメラを持

かり行うことが，情報モラルの育成

導が必要となるだろう。インターネ

っていない場合がほとんどなので，

にもつながってくると思われる。ネ

ットの拡散性，匿名性，一度流した

家族のカメラを使うところでハー

ットを使った意図的な嫌がらせな

情報はネットの世界を漂い，確実に

ドルがある。写真を撮ったとして

どをする子どもは，オフライン（ネ

消すことは困難であることなどに

も，それは現像に出さなければな

ットを使わない状況）においても，

ついて十分な理解を促し，現代社会

らない。そこで，大人の目に触れ

何らかの嫌がらせをする子どもが

はネットを通じて世界中と，知らな

るし，焼き増しにはお金もかかる。

大部分であると思われる。つまり，

い人と，悪意のある人ともつながっ

それを拡散するためには，コピーを

メールなどで悪口を言ったり，噂を

ており，見られているということを

使ったり，郵便料金もかかるかもし

流したりする子どもは，ネットを

意識させる必要性があるだろう。

れない。情報を世界中に拡散するこ

使わない学校生活，日常生活でも，

とは，一般人には不可能であった。

自分の口で悪口を言ったり，噂を流

ところが，現代の状況を考えてみよ

している子どもがほとんどである。

う。携帯電話やスマートフォンに

こういった問題を防ぐには，今まで

は，カメラ機能があり，動画も撮影

通り他者への思いやり，人権意識な

できる。ツイッターを使えば，お金

どを育成する必要がある。

4
ICT の自らの使用や子どもたちの
使用に抵抗のある人も多いかもし

をかけずに，簡単に世界中に情報を

それに加えて，注意しなければな

れない。しかし，ICT の使用は，世

発信できる。機器の面，大人の監視

らないのが，先ほど述べたようにネ

界をよりよく，豊かにする可能性を

の面，情報発信の面，お金の面での

ット環境ではそれほど強い悪意が

秘めている。ICT が世界をよくする

ハードルは非常に低くなった。歯止

なくても，悪のハードルを越えやす

方向に働いた事例についても，さら

めをかけるためには法律的な整備

いと言うことである。出来心で，よ

に共有していく必要があるだろう。

と，そして，子どもの心の中にしっ

くわからず，軽いノリで，結果的に

技術の革新は日進月歩ではあるが，

かりと内面化された道徳心の育成

は誰か，あるいは自分自身に大変な

ハード面でもソフト面でも以前よ

が欠かせない。

損害を及ぼす行為をしてしまうの

りは格段に使いやすくなっている。

情報モラルの指導における道徳

が現代である。このようなことにつ

新しい道徳の授業を切り拓くため

の時間の役割は何であろうか。基

いては，今までの道徳の授業に加え

にも，ICT の活用に挑戦していただ

本的には，現状の道徳の授業をしっ

て，ICT を意識した情報モラルの指

ければと思う。
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平成 27 年度版

小学校教材

国語・書写・算数・理科・生活

（指導者用・学習者用）

・指導者用デジタル教科書
使用頻度の高い拡大や文字の書き込みなどを高機能化。
授業展開に合わせた提示画面を収録。
（算数・理科）
授業で提示する資料を豊富に収録。
現行版と同様 DVD にて提供。
・学習者用デジタル教科書（スタンダード版）
・インストールタイプ
Windows(7〜8.1) のみの対応。アクティブなコンテンツも収録。
指導者用と同じエンジンを使用し、同じ操作で使用可。
・学習者用デジタル教科書（シンプル版）
・配信型
Windows(7〜8.1)/Mac(OS 10.7〜)/iOS/Android( 一部機種限定 ) に対応。
必要なコンテンツに絞ったシンプルな作り。

全て税別価格です。別途消費税がかかります。

デジタル教科書種別

国語

算数・理科

指導者用
学習者用 スタンダード版
学習者用 スタンダード版 1 年間使用ライセンス
学習者用 シンプル版
学習者用 シンプル版 1 年間使用ライセンス
※学習者用デジタル教科書のみをご購入の場合は、指導者用の価格が付加されます。
生活科の指導者用デジタル教科書は教師用指導書に添付いたします。
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書写

生活
1・2年
3〜6年

カメラマン

松本 紀生
ときに氷点下 50℃にも達するアラスカの冬。北極
圏の大部分では 1 年のうち約 9 ヶ月もの間、大地が
雪と氷で覆われます。この過酷な環境で生き抜くた
め、野生動物たちは独自の進化を成し遂げてきまし
た。特に注目すべき生態として冬眠があげられます。
例えばホッキョクジリス。体長わずか 40cm 前
後のこのリスは、その小さな体内に驚くべきメカニ
ズムを発達させました。冬眠期間は約 8 ヶ月にもお
よびます。その間、新陳代謝を下げ、エネルギーの
消費を最小限に抑える必要があります。彼らの方法
はこうです。3 週間ずつ体温を超低温で保ち、その
後 1，2 日間体温を戻すということを繰り返すので
す。その超低温が、何とマイナス 3℃なのです。平
熱が 37℃ですから、どれだけ極端な越冬方法かが
うかがえます。
ヒグマの冬眠はその妊娠・出産に特徴があります。
5 〜 7 月に交尾をし、11 月に着床、6 〜 8 週間の
妊娠期間を経て、真冬に巣穴で出産します。巣穴で
は授乳を行いますが、親は食べることも排泄するこ
ともないそうです。
動物たちは冬眠前にできるだけ脂肪を蓄え、命を
つなごうと懸命なのです。
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ほたる博士になるのではありません
昆虫図鑑を書いてみよう

叙述と結び付けて，写真を並び
替えよう

24

意図した通りに進んだ導入場面

気付きを引き出すために仕組む伏線

25

子どもたちは楽しいことが好きである

レポートコンテストを開催

理科の授業が待ち遠しい！

ノートは「最初の 1 ページ」が大切

26

理科好きな子どもたちを育てる

雪を利用したまと倒し遊びで

まと倒し遊びのあと

【園児の手を引いて移動する１年生】

【雪玉をつくって渡す１年生】
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常葉大学教授

残暑厳しき秋に，安芸の広島に参った。昨年，

俊二

そこで，私の意見をアドバイス的に伝えた。

宮島の神社に詣ったとき「秋の宮島」と記した案

「そうですか。この前の写真のところを，透き通

内の看板があり呆れた。明らかな間違いか意図的

った硝子窓にして，硝子越しにこの運転台から実

か？その後，あ

際の走行する前面の風景を見ることができれば，

の看板を確かめ

もっと体験となるのにねえ」

たくなり，飽き
もせず諦めず
「安芸の宮島」
へ向かった。
その際，福岡

車掌さんは愛想笑いでこう応えてくれた。
「飽きが来ない体験になるでしょうね」
もうすぐ安芸の広島が来るけどね，などとしゃ
れながらも，
その車掌さんの言葉，
「体験的」と「体
験」がずっと気になった。

から広島まで新幹線に乗った。博多で，偶然珍し

「おママごと」は「体験的」であり，
「ママの

い車両に乗車した。わくわくした。なぜならば，

お手伝い」は「体験」だ。
「お店屋さんごっこ」

最近それを見かけず気になっていたからだ。そ

は「体験的」であり，実際に商店街での買い物

れは 500 系という車両だ。500 系は，JR 西日

は「体験」だ。体験的活動では自分の行為が中心

本が開発し初めて時速 300 ㎞を記録した列車だ。

だが，体験活動では自分の行為に他者の行為が実

東海道から引退したので，健在で嬉しかった。筒

際有り得る。そこに相互作用が生まれる。いわゆ

状の円柱形とロングノーズは，正にロケットだ。

る，行為（Action）
，反応（Reaction）
，相互作

興味津々先頭車に移動した。ノーズ内部のコッ

用（Interaction）といった ARI という流れが「有

クピットを垣間見ることができないかと思ったか
らだ。先頭車両は自由席だった。平日昼間，乗客
は数人。貸し切り状態だった。

り」得るのだ。
この相互作用（Interaction）の活性化という
点で，最近の小中学校での授業では，体験的活動

ところが，そこで見たものに愕然とした。先頭

よりも体験活動が多い。そのとらえ方が正しけれ

車両の運転席と乗客席を区切る壁面に，何と運転

ば，算数的活動や数学的活動は，本来，算数活動

席の写真が貼られていたのだ。そして，
おまけに，

や数学活動であるべきだ。中国語で「的」は所有

左の窓側に運転台があるではないか。子どもだま

格の「の」だというが，
「的」がない方が的を射

しの模擬運転台だ。しかし，子どもだましにして

ているのではないか。なぜならば，現在の日本社

は結構精巧なつくりで，操作ハンドルを動かすと，

会は新しい知識を求める「知識基盤社会」だ。そ

デジタル表示のスピードメータが連動するのだ。趣

こで，実際の体験という状況（Ocation）のなか

と味のある，シュミ，いやシミュレーションなのだ。

で「学び」合うという交わり（Communication）

検札の車掌さんがやってきた。操作したそうに

を通し，論理的に思考（LogicalThinking）して

運転台を観察する私に話しかけてきた。
「これ，結構子どもに人気なんですよ。体験的で
いいでしょ。横の窓を見ながら操作すると体験的
でなく，まるで実体験ですよ」
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黒澤

いく，新しい「教える（OCL）
」という仕掛けが
教師の仕事として求められているからだ。
え，
宮島の看板は？宮島に着いたとき夕暮れで，
今晩は（かんばんは）見えなかった。

童話作家

童話創作の傍ら，＜想像力＞をテーマにした執

つぶだったら』
（講談

筆活動や出前授業を行っている。想像力は人間に

社）で考案した，米

備わる素晴らしい能力なのに，社会で見過ごされ

粒に替えて大きな数

がちだからだ。

を知る方法を使おう。

山口

タオ

教室ではまず「君たちには見えないものが見え

市販の 2 ㎏袋には

る魔法のような力がある」と驚かせてやる。それ

約 10 万 粒 の 米 が あ

から星の王子様の有名な言葉「大事なことは目に

る。その米を平らに静かに広げていくことを想像

見えない」を引き合いに出して，
「だから大事なこ

してほしい。どれほどに広がるか。そこに 10 万

とを知るには想像力を使うんだぞ」と教えている。

という数が見えてくる。そして――

今（執筆時）は 8 月，日本人が戦争と平和を

その 1 粒がもし 1 人の人間だとしたら…。1

考える月だ。このとりわけ大事なことに目一杯の

粒ずつに違う人生があったと思えば…。そしてそ

想像力を振るってみたい。

れらが 1 夜にして根こそぎ奪われたと知れば…。

両国に東京都慰霊堂がある。大正の関東大震災
と昭和の東京大空襲の被災者・犠牲者を祀った施
設だ。壁をとり囲む報道写真や画家の記録した絵
が阿鼻叫喚の惨状を生々しく蘇らせる。

戦争のスケールと無慈悲さを感じた時，心底，
鳥肌が立った。
しかし 1945 年 3 月の東京大空襲の後も日本
は戦争を止めなかった。さらに沖縄戦で 20 万の

自然災害と戦争，と違っても，ともに 10 万も

犠牲が出ても止められなかった。そして 8 月に

の人命がただ一日で奪われるという酷さ，恐ろし

広島と長崎でやはり 10 万規模の尊い人命が奪わ

さは変わらない。

れた末に，やっと戦争は終息した。開戦以来の犠

見えないものが見える。想像力とは，目の前に
ないものごとを頭の中で実感する能力だ，と考え

牲者は 300 万人以上に上った。
戦争は人間が起こすのだが，始まったが最後，

ると価値が分かる。映像，写真，文献，物語，経

自然災害のごとく巨大化して制御不能となり，無

験者の話の中にある戦争を，目の前の現実として

差別，無慈悲に人間を蹂躙し続けて，誰にも止め

五感で捉える――想像力を羽ばたかせれば，戦争

ることができない。人間を超えたものなのだ。

に迫れるはずだ。

敗戦後，
戦争の本質を目の当たりにした日本が，

69 年前の首都に降り注いだ爆撃や業火，恐怖

二度とその芽が出ないよう封印すべく制定したの

と絶望を想像していくうちに，そこにある戦争が

が憲法第 9 条だった，と思う。その格段の重し

少し見えた気がした。折しも関東大震災が並んで

のお蔭で，わたしたちは約 70 年間，世界一平和

見えていたお蔭かもしれない。

に暮らし，豊かになった。

それは戦争というもののスケールだ。戦争は地

その陰で戦争体験者は減っていき，ずいぶん戦

震や台風や津波や噴火という自然災害に匹敵する

争が遠くなっている。9 条を外す動きも出てきた。

巨大なものとして，容赦なく人間にふりかぶさっ

だからこそ想像力を振るおう。大事なものを知る

てくる。個人ではなす術がない。10 万人の犠牲

ことができるから。

者とはどれほどのものか…。
想像の手助けに自著『もしも日本人がみんな米

学校でもぜひ「想像力の豊かさ」を教育目標に
置いてほしい。
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岩宮 恵子
島根大学教育学部教授

子どもは大人よりもずっと「自然」に近い存在だ。

ように何もない空間に向けて吠え続ける。挙げ句，

そして「自然」に近いということは，
「動物」に近い

工事現場と庭を隔てていたシートを噛みきり，夜の

ということでもある。

間に逃げ出してしまったのである。結局，三日目に

さて，うちではアクビという雑種の犬を８年前か

帰ってきたのだが，それからも血を流しながら前足

ら飼っている。アクビの正確な年齢はよく分からな

で壁をパンチし続けるという自傷行為が続くなど，

い。保健所から引き取った犬だからである。今，だ

問題行動の嵐だった。関わりの時間を増やして必死

いたい 11 歳くらいだろうか。うちの家は，京都の

で対応していたが，ほとんど改善はみられない。深

町屋のように，入り口が狭くうなぎの寝床のように

夜徘徊と家出はできないように完全封鎖したが，自

奧に長い構造になっており，隣の家とはぴったり壁

傷行為と暴言（無駄吠え）と家庭内暴力（犬小屋も

がくっついている。そしてそのなかに 2 カ所，坪庭

ひっくり返した）は止まらなかった。しかし工事が

があり，やや広めのほうの庭で放し飼いにしていた。

終わると，すーっともとのアクビに戻っていき，今

死の間際から救われたということを理解して恩義に

はあんなことがあったなんてまったく思えないよう

感じていたのか，
「近所が近いから静かにしててね」

な平穏な日々を送っている。もしかしたらアクビが

と頼んだからか，まったく吠えない。お座りも伏せ

保健所につれていかれていたのは，以前の飼い主の

もすぐに覚え，呼ぶと喜んで飛んでくるし，撫でて

もとで環境の変化があり，問題行動が多発していた

やると嬉しそうにしっぽを振る。いわゆる問題行動

からかもしれないと思った。

が一切ない，本当に穏やかでいい犬だったのである。

子どもも犬も，大人と違って自分で生活環境を整

そのアクビがうちに来て 6 年経った頃，家のリ

えることができない。もちろん犬と子どもを一緒に

フォームをすることになった。そのため，今までの

考えることはできないが，あれほどものの分かって

居場所だった庭は資材置き場になり，小さいほうの

いた「いい犬」が，
「いい犬」で居つづけるためには，

坪庭に犬小屋とともに移動することになった。いく

飼い主の愛情よりも生活する環境が自分にフィット

ら狭い庭とはいえ，鎖につないでいるわけでもない

していることが何よりも大事だったのは確かである。

し，自由に散策する広さは充分にある。工事現場と

「自然」に近いということは，無防備に環境の影響を

近いが，それほど問題はないだろうとたかをくくっ

受けやすいということだ。どんなに大人からの愛情

ていた。

があったとしても，
「環境」が子どもの資質と合って

ところが工事が始まり，大きな音が日常的にする

いないとき，びっくりするような不適応が出現する

ようになったころからアクビの様子がおかしくなっ

可能性もあるんだよな…とアクビの様子からしみじ

てきた。呼びかけても無視をするし，何かに怯えた

み感じた事件だった。

＜ 学 校図 書 か ら の お 知 ら せ ＞
●
●

授業に役立つ各種指導用資料をご用意しております。弊社ホームページ（http://www.gakuto.co.jp）から，
ダウンロードの上，ご活用ください。
教科書・指導書について一部内容の訂正がございます。詳しくは，弊社ホームページ「教科書・指導書につい
てのお知らせ」をご覧ください。
TEADA をお読みいただいてのご意見・ご感想等ございましたら，TEADA 編集部までお寄せください。メールアドレス（teada@gakuto.co.jp）
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新刊のご紹介

東京をつくった男

海舟の論語的生き方

（広瀬 幸吉・著）
東京の今の繁栄もオリ

濃さの向こうに広がる世界
−小中連携をめざす算数・数学へのヒント−
（正田 良・著）

ンピックの開催も，江戸

果汁 30％と果汁 80

城無血開城を成し遂げ江

％の飲料を足し合わせ

戸の町を戦禍から守った

ても，なぜ果汁 110％

勝海舟の努力があったか

に な ら な い の か？

らこそ。海舟の生き方に

朴 な 疑 問 か ら 出 発 し，

は、「論語」が大きく関

「濃さ」の先に広がる算

わっていた…。『まんが

数・数学のさまざまな景

de 論語』『新現代に生き

色を紹介します。小中連

る論語』の著者広瀬幸吉先生が，海舟ファン

携を考えるための話題が満載！役立ちながら楽

＆「論語」を学ぶ人に贈る必読の一冊！

しめる本です。

素

A5 版 208 ページ
定価 1,500 円（税別）

四六版 224 ページ
定価 1,500 円（税別）

No.

特集 ICT を使った授業の提案

巻頭語／インターネット前提社会での学びを考える ・・・・・・・・・・・・・・・ 大川 恵子
教科のページ

2

国語／ ICT を活用した国語・書写の授業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
算数／これで ICT デビューも万全！ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
理科／電子黒板とタブレット端末を利用した対話的な理科授業デザイン・・・・・・・
生活／タブレットパソコンとなかよし・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
道徳／ ICT と道徳教育 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

宮津
後藤
和田
村田
松尾

大蔵
学
一郎
良美
直博

5
10
13
16
19

国語／「え？じゃあ何を勉強するの？」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
算数／児童の学習意欲を高めるために・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
理科／理科の学習が好きになる指導の工夫・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
生活／進学・進級を意識した幼稚園児と小学 1 年生の交流活動 ・・・・・・・・・・

熊谷
佐藤
蓮見
吉田

崇久
一晃
慎哉
卓司

24
25
26
27

理科／アラスカ通信・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
算数／算数旅日記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
国語／ことのは散歩道・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
子どものココロ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

松本
黒澤
山口
岩宮

紀生
俊二
タオ
恵子

23
28
29
30

わたしの授業

コラム

リレーエッセイ⑯「わたしの小学校時代」 ・・・・・・・・・・・・・・ 阿部 夏丸
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Today

現在
Past

小学校
6 年生

たんでしょ ｣ と，よく言われる。 「 あ あ， 予 習 も 復 習
おそらく，一年中，日焼けして

も宿題もやらなかっ
くのは上手だし，人の考えない

語と理科と図工はいつも 5（優） ことを考える。きっと，頭はい

ある。

だったなぁ」

少年時代の僕は色白で背も低

いんだよ。やればできるんだよ」

ところが，先日，実家の屋根

どうやら僕は，母がくり返し

く， お と な し い 子 ど も だ っ た。 裏から小学校のころの通知表が

言った「きっと，
頭はいいんだよ」

とくに低学年のころは極度の人

という言葉を真に受け，40 年以

出てきた。亡くなった母が，大
ろう。しかし，
開いてみて驚いた。

勘違いはすばらしい。国語が

ていた。しかし，
高学年になると， ｢ う，うそだろ〜。そんなはずは

3 でも小説家になれるのだから。

やたらと積極的に行動する子ど

母には本当に感謝である。

ない…｣
何しろ，通知表は 2 と 3 のオ

コミュニケーションをとるのは

ンパレード。5 なんてない。お

相変わらず苦手で，先生からは

いおい，読書感想文や写生大会

積極性はあるが協調性がないと

は，いつも賞をとっていたはず

よく注意された。要するに，自

だぞ。

分勝手で周りの空気が読めない

自分の記憶が，実にいい加減

厄介な子どもだったようである。

なものだったかを思い知らされ

勉強は好んでしなかったが， た。しかし，僕の記憶はどこでね
成績は悪くなかったと記憶して
いる。以前，娘に聞かれたこと
がある。

じまがってしまったんだろう？
ふと，母の言葉を思い出した。
「お前は成績は悪いけど，絵を描

TEADA=Teacher's data

阿部

夏丸

小説家。児童文学作家。1960 年愛知
県豊田市生まれ。
「泣けない魚たち」
でデビューし，第 11 回坪田譲治文学
賞，第 6 回椋鳩十児童文学賞をダブ
ル受賞。
「オタマジャクシのうんどう
かい」で第 14 回ひろすけ童話賞を
受賞した。また，本誌「TEADA」の
No.8 〜 15 までコラムを掲載し，子
どもたちと生き物の関わりを豊かに
描き出した。ほかに「ライギョのきゅ
うしょく」
「うそつき大ちゃん」など
著書多数。

FAX : 03-5843-9440

もに変貌した。それでも，人と

URL :http://www.gakuto.co.jp

友達の輪にも入れず，毎日泣い

上も勘違いしてきたようだ。

TEL : 03-5843-9433

見知りで，引っ込み思案だった。 事に仕舞っておいてくれたのだ

奈良 威

しかし，それは大きな間違いで

発行者

いる僕を見てそう思うのだろう。 たけど，成績はよかったぞ。国

学校図書株式会社

強できたの？」

東京都北区東十条 3-10-36

｢ 子どものころは，ガキ大将だっ

発行所

〒 114-0001

勉強はできたはずだったんだけど 「お父さん，本当に勉

「ティーダ」は沖縄の言葉で太陽のこと。子どもたちの未来が，
太陽のように光り輝くことを願って名付けました。
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