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教育へのコンピュータ導入

学校での普通教育へのコンピュータ導入は
1980年代中頃に始まった．

２０世紀に成功した日本の学校教育は，２１世
紀になってなぜ情報化の進展が遅々としてい
るのか．

世界一の学校教育を誇ったわが国は，いま学
習意欲の減退，学力の２コブ現象，不登校と
ニートの出現に悩まされている．

わが国は教育の情報化にともなって何を実現
しようとしているのか．



情報社会とは
個人のニーズに限りなくすり寄ってくる社会

失業と転職が日常化する社会

従来の職業が消滅し、新しい職業が生まれる

格差を拡大する傾向のある社会

学力の２コブ現象，不登校とニートの増加

すべてが多様化し変動する社会

個性はすでに存在しているが、教育は制度として硬直化

そこでの弱者とは

学ぶための基礎能力の弱い人＝＞学ぶ力の育成

学習が持続しない人＝＞協調自律して学習できる

学歴社会から実力社会へ

人の能力の指標とは
有名大学の修了証書 vs. 資格試験の合格証書

卒業証書や修了証書の有効期限は

個人の能力の伸長

生きる力とは＝社会的に認証された個人の能力

評価の多様性の重視

経験を重視した教育研究の方法の枠組み

情報化はわが国の社会になにをもたらしているのか

社会の陰の部分が茶の間や勉強部屋に侵入



日常の学びと教育機関

確立した教育機関
学校・大学

新しい学習形態を目指す

• 20世紀に成功したわが国の教育は２１世紀では戦
艦大和と同じ運命か＝Fully Onlineの目指すもの

成功経験からの脱却は難しい

• 従来の学校や大学とは全く異なる枠組みが必要

知識発信の源泉は学校・大学や官庁だけではない

• 職場から発信する職能専門教育＝OJTの復活

• Fully Onlineは多人数でないと採算が合わない



日常生活での学びを見直す
拡大した教育機関としての学校・大学
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実現実現された授業の概要された授業の概要

•• 授業科目：授業科目：教育方法学(2005年度春学期)

•• 実践目的実践目的：知識創造型の授業，プロジェクト方式

•• 受講者数：受講者数：276名で44チーム編成，11学習集団で 運営

•• 授業時間：授業時間：金曜日3時限(12:50-14:20) 

•• 使用教室使用教室::大講義室（4人掛けの机×4脚×30列）

図書館と学習室

•• 教材教具：教材教具：印刷教材とケータイ(教室内)，

図書館，インターネット

大学のデスクトップPCと学生自前のPC

•• 授業形態：授業形態：チーム学習と個人学習の統合

つまらない(4) ，固い(2)，牢獄，刑務所，拷問，お
葬式，お経，手錠，怒られる場

9%

眠い(9)，テレビ(6)，退屈(3)，暇な時間(3)，イルカ
ショー，(生徒が)ロボット，一方通行

34%

先生しだい(5)，天気(3)，食事(3)，波(2)，義務(2)，
予備校，様々，種，難しい本

32%

センター試験，ツライが頑張る，パズル，映画，勉
強する所，練習，頑張り，生活訓練

10%

真剣(3)，楽しい(2)，知識，アットホーム，自由，
真面目，必死，物語，びっくり箱，協力

16%

イメージの代表例(176例)割合

表１「教育方法学」受講者の学校教育での
授業のイメージ(2005)





自律協調学習の開発手順

基本理念：実現を目指すビジョン

隠喩/相似性：「技術としての教育」の拡張性

イメージ：われわれの志向性を方向づける

メンタルモデル

モデル：現実とわれわれの思考を関連づける

具体的な行為の枠組み

命 題：経験の知識化，知識の流通

学習開発の手順

基本理念：協調自律学習による多人数教育

隠喩/相似性：醸造技術とパラグライダー

イメージ：チーム学習からチーム学習と個人

学習の統合

モデル：MACETO

命 題：経験の知識化，実践知，知識の流通



大学の教授法開発室による授業評価の結果

まったく どちらかといえば どちらかといえば 非常に

あてはまらない あてはまらない あてはまる あてはまる
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熱心な聴講

居眠り等しなかった

講義に集中

欠席しなかった

遅刻・途中退場しなかった

西之園先生平均

他科目平均（選抜）

1 2 3 4

内容がよく理解できた

内容に興味が持てた

履修によって興味が増した

総合的に満足している

西之園先生平均

他科目平均（選抜）

受講態度

受講成果

「教育方法学」の教材
第１週 講座の全体を理解しよう
０．第１週目の学習テーマ
１．講座のあらまし
２．学生モデルと授業の構成
３．コミュニケーションタイプの調査
４．私のプロフィール
５．イメージと感想の調査

第２週 チームメンバーを理解しよう
０．第２週目の学習テーマ
１．チーム分けとチームの構成
２．名前覚えゲーム
３．長所紹介と相互理解
４．チーム学習と問題解決
５．チームの規範を考える
６．教育実践力の習得
７．教育実践力を身につけよう

第３週 チームの規範を作成しよう
０．第３週目の学習テーマ
１．チームの規範をつくろう
２．授業を設計する
３．「初めに学校ありき」と「初めに子どもありき」
４．教育を見る視点を評価する
５．学校教育の課題(個人)

第４週 学校教育の課題
０．第４週目の学習テーマ
１．学校は学習する組織
２．学校教育の課題（チーム）
３．どのような学校を構想しますか（チーム）

第５週 ポスターセッションの準備をしよう
０．第５週目の学習テーマ
１．発想法を知ろう

第６週 他のチームに構想を伝えよう
０．第６週目の学習テーマ
１．チーム発表の評価（チーム）
２．チーム学習の評価（個人）

第７週 構想した学校とチーム学習の評価
０．第７週目の学習テーマ
１．後半のチーム学習
２．チームの機能不全診断テスト
３．チームの規範をつくろう２（チーム）
４．レポートの執筆
５．チームの機能不全診断テスト結果（チーム）

第８週 ショートレポートから学ぼう
０．第８週目の学習テーマ
１．私のレポートを評価してください
２．多様な学習者一人ひとりの学力を高めるために－国語，算数・

数学
３．日本の子どもの学力

第９週 個人の学習課題を決める
０．第９週目の学習テーマ
１．「『学力低下』の実態」を読む
２．国語，算数･数学の学力を高めるためのさまざまな取り組みを

検討する
第１０週 第２回チーム発表の準備をしよう
０．第１０週目の学習テーマ
１．私のレポートを評価してください

第１１週 他のチームと指導方法を考えよう
０．第１１週目の学習テーマ
１．チーム発表の評価２(チーム)
２．チーム学習の評価２(個人)
３．チームの機能不全診断テスト結果２(チーム)
４．最終レポートの構成

第１２週 学習成果を評価しよう
０．第１２週目の学習テーマ
１．レポートチェックリスト

第１３週 授業のまとめ
０．第１３週目の学習テーマ
１．情報社会における授業設計と教育技術
２．u-学びの学習開発技術



醸造技術を暗喩とした授業イメージ

1981年 授業の過程, 第一法規
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週毎のケータイへの書き込みの系列

教材週別書き込み頻度
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授業設計のためのMACETOモデル
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仮説：学習者の内的
条件を整えること
によって，外的条
件が十分でない場
合でも，その困難
を克服して自律協
調学習を実現する
ことができる．
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チーム学習の規範とロゴ

•自律 自己責任で学習を計

画、実践、管理する

•協働 チームの課題を解決

するのに参加する

•貢献 学習は自分のためで

はなく人のために

•責任 他人との関係のなか

で自分の役割を学ぶ

•敬意 自分の学びは他人に

支えられている

2. ある私立大学学部生の集中講義
a. 少人数の受講者で３日間の集中講義
b. 基本理念、隠喩、イメージ、モデルの４段階を適用
c. ２チームとも学習者主導の設計に成功
遊園地と演劇を隠喩とする

d. 教材作成については時間不足

3. 佛教大学通信課程大学院生涯教育専攻
a.受講者17名で３日間のスクーリング
b.基本理念，隠喩、イメージ、モデルの４段階を適用
c. 若い受講者のチームでは学習者を中心とする
視点の転換は可能であった

d. 年配 (50-60才台)で教職経験のある受講者の多
いチームでは視点の転換に長期研修が必要



協調自律学習のFully-Online化

• 印刷教材のワークブック化と映像化

• 教師用手引書の作成
• 学習促進者 (準専門家)の育成

• 学習内容の拡大と多様化

• 教科内容と学習者の実態に合ったメタファー，
イメージ，モデルの開発

• 知識ネットの実現


