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自己紹介
中学校・高校に勤務
社会人入学で大学院へ
大学院から博士課程へ
博士（教育学）取得
大学の教員になる
現在、
武蔵野学院大学准教授
東洋大学、実践女子大学等の
非常勤講師

早稲田大学情報教育研究所招聘研究員、
国際大学GLOCOM客員研究員等

Asuka Acadmy 理事
日本デジタル教科書学会顧問

教えている授業の内容
・モバイルコミュニケーション
・情報リテラシー
・実践リテラシー
・デジタルコンテンツ演習
・国語表現法
情報処理学会では

情報処理教育委員
初等中等教育委員
編集委員



リテラシーとは

文字の読み書き能力・識字力

その文字の記録媒体が変化

デジタルメディアの登場

そこで新たなリテラシーを考えていく必要がある。

現代社会において、

「文字」の読み書き能力や識字力では不十分



リテラシーの氾濫
メディア・リテラシー

情報リテラシー

インフォーメーションリテラシー

マルチメディア・リテラシー

コンピュータ・リテラシー

インターネット・リテラシー

ライブラリー・リテラシー

ＯＡリテラシー

金融リテラシー

空間リテラシー

情報リテラシー

ビジネスリテラシー

メディアリテラシー

インターネットリテラシー
マルチメディアリテラシー
スポーツリテラシー
コミュニケーションリテラシー
計算機リテラシー
サイエンスリテラシー
福祉リテラシー
福祉情報リテラシー
エコリテラシー
数字リテラシー
人工言語リテラシー
地図リテラシー
図形リテラシー
情報処理リテラシー
ネットワークリテラシー
テクノロジーリテラシー
言語情報リテラシー

マネジメントリテラシー
情報通信リテラシー
日米情報リテラシー
異文化理解リテラシー
ヴィジュアルリテラシー
映像リテラシー
情報活用リテラシー
環境リテラシー
ディジタルリテラシー
リーガルリテラシー
ＰＣリテラシー
社会情報リテラシー
情報基礎リテラシー

ヒューマンリテラシー

リテラシーの前に、点のあるものと無いものがある。



リテラシー批判

概念の多さへの批判が主

これを教育に取り組むことの批判はない

リテラシーの概念が広義なのに、

リテラシーをつけよう」とは？



リテラシーの本質
• 読み書きに象徴されるコミュニケーション能力

・ 読み書きの識字力・読解力・解釈力・表現力

しかし、単なるスキルではない。

日本人がスキルという言葉を使わず、リテラシーと言うことに、

リテラシーの多義的意味が含まれている→このような広義リテラシーを

国語科教育に生かすには、リテラシーの概念を再考する必要性がある

※文字を読む識字能力だけではないリテラシーの例

例：活字は読むことができても、読書をしない場合がある。

あるいは、読書をしても、その意味や内容を理解することができない場合がある。

課題：国語科教育が新たなリテラシーに対応しているのかどうか。

本発表では、読むことにおけるさまざまなリテラシーを考察していく



テーマ 課題 具体例

１ 文字を読むことから
のリテラシー

意味作用のプロセスの
理解

従来の記号論との関
連

２ テクストの理解から
のリテラシー

読むことはテクストとのコ
ミュニケーションであるこ
と

テクスト論、コミュニ
ケーション論から

３ テクストの価値を理
解するリテラシー

テクストがどのような表
象がなされているのか

テクストの表象

４ 読むことの変遷を
みるリテラシー

読むことがどのようにな
されているのか

読みのスタイル

テクストを読むことのリテラシー



文学の拡張＝文字＜単語＜頁＜書物

価値（意味）とは差異である

ソシュール

文字を読むことからのリテラシー

文字とは意識を微分する最小の単位



石川の概念
・ソシュール

書＝書字＝文字＝言語を表記＝音写

・石川

・日本人の場合は文字（漢字を想像し）を聞いたり話した

りする。

・文字の誕生によって、文字が言葉の中に構造

的に取り込まれる

・漢字とは、黙読のための文化

・漢語と和語を使い分ける日本人

文字は言葉の内側の出来事であり、内在的

石川九楊『二重言語国家・日本』1999 日本放送出版協会



抽象の度合い

現実世界

三次元（空間）

二次元（平面）

絵文字

象形文字

表語文字

音節文字

表音文字

抽象度が高い



記号論の姿
記号過程→意味の生成

「記号」「対象」「解釈項」の三項関係＝パース←ダイ
ナミックな過程

セミオーシス（記号過程） →セミオ・リテラシー

「メディア＝物質＋記号」 →メディア・リテラシー

•記号論にとって、「メッセージ」とは、記号が実現した
もの（非言語コミュニケーションも含む）

石田英敬『記号の知/メディアの知』２００３



言葉の意味とコンテクスト
日常の言語での「意味」は抽象的レベル＝指示対象との間には

ずれ

話し手と聞き手の食い違いは両者の

・ コードの差

・ 言葉に対する知識の差

・ その事柄に対する態度の差

言語の使用者にとっては、

語の意味は仲介的役割を果たすだけのもの

関心は伝達されるべき情報にある（非言語的も含まれる）

池上嘉彦『語彙と意味』1977岩波書店



テクスト分析の対象の４つの分層化

・コンテクスト（context）

・意味（meaning)

・語結合(wording)

・表現(expression)

表現層以外の層は ・観念構成（ideational)

・対人(interpersonal)

・テクスト形成
(textual)

コンテクストの分類

• 文化のコンテクスト（context of culture)

• 状況のコンテクスト(context of situation)

読むことはテクストとのコミュニケーション

David butt ,Haliday,yusuke.takahashi 『Realization of text generation Depending on Context 』2005
SFL=hallidy選択体系機能言語学

メタ機能
（metafunction)



聖書→解釈学へと発展

作家論と読者論による力学

間テクス
ト

パラテクストテクス
ト

メタテクス
ト

全テクス
ト

広義のテクスト

松澤和宏『文学テクストの生成研究の課題と射程』
2002

TEXT



読むことの作用
コミュニケーションとしての読み

作者

読者

読者

相互作用

媒体

メッセージ



テクストの価値を理解するリテラシー
■単なる文字のリテラシーだけでは不十分

・様々な社会的コンテクストを理解するリテラシー

・批判的なパラダイムである新たなリテラシーの重要性

（疑問の持ち方、分析の仕方、問題の解き方等）

■さまざまなイデオロギー文学作品にも反映される

■「オーディエンスによるテクスト解釈は、一般的に言って、支配的な文化価値観
や信念と協調関係にある」（メディア・リテラシーのヘゲモニー・モデル説）

■個人のアイデンティティを確立するためには、複合的なイデオロギー概念の表象
を読み解くリテラシーが必要となる。

国語科教育においても生徒に、文字の読み書き能力だけでなく、日常的な
問題について個人として批判的思考をさせることが有効ではないだろうか

クリティカルシンキング（単なる批判的な考えではない）



読むことの変遷
書くことと読むことを分けること

・読むことは潜在的な作者になることの行為

・書くことは潜在的は読者に向けての行為

読むことは

個人の言語活動を「文字」の属する言説秩序の規則性と、

書かれた文字による意識のインテグレーション活動に合わせて使用する

高度で文化的な習得を必要とする活動（石田2006）

石田英敬『知のデジタルシフトー誰が知を支配するのか？』2006弘文堂



読むこと
音読か

黙読か

個室で読むか、誰と読むか

文庫本で読むか、教科書教材として読むか

読者をとりまく文化

イデオロギー

読者の社会階層

読むことにおいては、これらのことも複合的に.多元的に
関わる



（１）どのメディアに由来するか

• トロッコ（芥川龍之介）の事例

①文字だけによる読解（文字のみのプリントの配布）

②挿絵のついている教科書教材による読解

③音読のみの読解という３つのパターン

受け取るイメージに差異がある心情曲線が第５場面で一番高くなってい
る＝第６場面には挿絵が無い

挿絵の影響が読みに現れているのではないだろうか



（２）自分の経験と重ね合わせ再考すること

作品内容に対する個人の反応→多様な読み方の誘導

•同一視分析

主人公と自分を重ねあわせる

・性格の類似性

・憧れ

・対立する視点の同一視（例えば土工など）

•情動的反応分析

作品が自分にどんな影響を及ぼすかの追究

アートシルバーブラッド『メディアリテラシーの方法』リベルタ出版2001

自分史分析 メディアリテラシーの方法



（３）作品の中のコンテクスト

•芥川の他の作品と「トロッコ」の読み比べ

（芥川の作品の特性）

•作者である芥川龍之介と良平との人像の重なりを

•当時の階級制度（土工の社会的立場・良平の立場）＝登場人物
それぞれの立場の違い

•時代的状況から作品を解釈し、捉えなおす

•作品の描かれた時代と今の時代との差異



（４）何が表象されているのか

• 言葉から探っていく方法

心情描写と情景描写

表象されている表現から、良平の揺れ動く心情をとらえ、情景描写に
よって主題を把握していくプロセスを経ることが作品の解釈には重要と
なってくる。

それぞれのイメージの差異を理解し、それぞれのイメージの違いの多さ
に学習者が触れること



リテラシーを考察するにあたって

国語教育だけではなく、

横断的にみていく必要がある

•例えば

記号論

テクスト論

メディア論

コミュニケーション論



多くのメディアに掲載された
源氏物語



源氏物語訳者
舟橋聖一 阿部秋生 荒木良雄 朝日新聞社 岩城準太郎
稲賀敬二 岡一男 金子武雄 北山谿太 塩田良平
島津久基 関みさを 多屋頼俊 武田宗俊 田中阿里子
門前真一 京都新聞社 手塚昇 東京大学源氏物語研究会
中村真一郎 福田政義 室松岩雄 森岡常夫 森一郎 深
沢三千男 吉田精一 北村季吟 塚本哲三 沼沢龍雄 吉
沢義則 保坂弘司 窪田空穂 風巻景次郎 加藤順三 篠
田太郎
沼波瓊音 川口松太郎 岡崎義恵 折口信夫 新藤兼人
北條秀司 後藤いづも 徳川美術館 三一書房編集部 伊
藤博 秋山虔 紫式部学会 田口庸一 広山義慶 沼沢龍
雄
重松信弘 池田弥三郎 丸山キヨ子 小林等 鈴木日出男
三苫浩輔 長尾誠夫 向田邦子 吉本隆明 野口武彦
鷲山茂雄 奥平英雄 尾崎左永子 エドワード・Ｇ・サイ
デンステッカー 日本放送協会



筒井ともみ 小松茂美 近藤富枝 金沢春彦 潮崎晴 樋口芳麻呂
若城希伊子 大野晋 清水好子 中野幸一 駒尺喜美 佐野みどり
小松茂美 若山滋 鈴木日出男 早稲田大学大学院中古文学研究
会 若城希伊子 尾崎左永子 近藤富枝 大野晋 林静一 奥平英
雄 長塚杏子 ハルオ・シラネ 森一郎 伊井春樹 宮本昭三郎 藤
井貞和 柳田国男 吉田満 大塚ひかり 太田美知子 中井和子
佐貫新造 石踊達哉 風俗博物館 浜村淳 吉海直人 島内景二
中山真彦 上野英二 馬場あき子 西村亨 藤井貞和 秋山虔 久
保田淳 今井源衛 中西進 鈴木日出男 吉井美弥子
山口仲美 平川祐弘 黒須重彦 神田竜身 栢木喜一 小原きよ子
竹西寛子 三田村雅子 甲斐睦朗 河添房江 朧谷寿 渡辺淳一
高柳美知子 朧谷寿 岩波書店編集部 高橋亨 服藤早苗 又江啓
恵 峰原うらら 島村洋子 佐野みどり 大塚ひかり 小原喜代子 国
文学研究資料館 小林恭二 安原盛彦 河合隼雄 齋藤 裕 俵万
智 杉本苑子 出口汪 篠山紀信 倉本由布 岩佐美代子 福田清
人 田辺幸雄 山本藤枝 北川真理 畠中光享 梶田半古
角田文衛 北山谿太 南波浩 西木忠一 野上弥生子



潤一郎訳源氏物語谷崎潤一郎 [戦前の最初の訳２６巻(研究者向け) ]
潤一郎新訳源氏物語谷崎潤一郎 [戦後の新訳１２巻(研究者向け) ]
新々訳源氏物語谷崎潤一郎 [現代かなの１０巻+別巻] 
新々訳源氏物語谷崎潤一郎 [夫人の装丁による５巻+別巻 ]
潤一郎訳源氏物語谷崎潤一郎 [貸し出し用の文庫版] 
源氏物語村山リウ
新源氏物語田辺聖子関西の作家
源氏物語女人源氏物語瀬戸内寂聴
源氏物語佐藤定義
源氏物語橋田壽賀子 [活躍中の脚本家]も
窯変源氏物語橋本治 [桃尻語訳の枕草子が有名] 
現代京ことば訳源氏物語中井和子
源氏物語円地文子
源氏物語与謝野晶子
源氏物語窪田空穂
舟橋聖一源氏物語舟橋聖一
源氏物語大成池田亀鑑
新古典文学大系佐竹昭広
ＧＥＮ 源氏物語秘話井沢元彦 [長編ミステリー] 
源氏物語評訳玉上琢弥
全訳 源氏物語松尾聡



雨夜の品定め 箒木
円地文子

・いったいに、身分の高い上流の家に生まれた女は、まわりの者からかしずかれて、
あらも隠され、自然ようすもこの上なく立派に見えようというものです。そこへい
くと、中流の女こそ、かえってそれぞれの気質や個性などが伺えて、人柄がはっき
りわかるように思います。

・あなたの言う上流、中流とはどういう意味かな。

玉上琢彌

・女が高い身分の上に生まれると、みなに大切にされて、欠点の隠れることが多く、
自然のその様子がこの上なくよく見えるものでしょう。中流の女にこそ、それぞれ
の個性や各々の主義、趣向が伺えて差別のつくことが様々な点で多いでしょう。

・その等級とはどういうことだ。どれを三等級において分けるのかね。



様々な訳本
それぞれが違うメディア

読者の認識→違いにより、印象が異なってくる。

高校の先生は何を使って訳すか。

先生の趣味で決まる場合もある。

先生もメディアであるため。

一方で、今の高校生は訳も難しいと捉えている。

訳を訳す必要が生じる場合がある。



故郷

エプロン（働く人）

スカート（イメージが異なる）

読まれ方

心情・要約ー日本のスタンダード、普遍的に追究されてきている

歴史的な変化（文化大革命）があった場合の読みが変わる



教科書教材をメディアとしてとらえる

教材：教科書国語科教科書において

定番と言われている

『こころ』（夏目漱石）

高校国語教科書のうち10社全て、21種類の教科
書に採録されている



メディアの多様化

『こころ』小説（横書き） ＶＳケータイ VS教科書

『こころ』小説（横書き） ケータイ 教科書





『こころ』というメディア
新聞で出版され、ラジオで放送（朗読），

市川崑監督，新藤兼人監督により映画化．

各局でテレビドラマ化．

コミック文庫やビックコミックで漫画化．

現在，インターネットからダウンロードし，

ＰＣやケータイ等で読むことが可能

教科書は，学習者が教室という限定された空間で，

選択権が無いツールとして存在する．



教科書『こころ』のテキスト特性



『こころ』の非連続テキスト性

• 地図

• 家の間取り図

• 写真

• 原典の本

• 作者自筆の扉絵

• 『こころ』の自筆原稿

• 夏目漱石の写真（定番の教材の最後にある顔写真と、執筆した当時
のスナップ）

・本郷界隈の写真



『こころ』の最初のメディア

• 草稿

• 1914年４月～８月まで『朝日新聞』に掲載．

漱石は朝日新聞に入社し，新聞というメディアの特性を十分に理解

新聞社が営利を目的とする企業であることからすれば必然的なこととして、
新聞メディアの特性に合わせて著されていることは明らか



教科書教材としての『こころ』の
メディア特性

• 全文が掲載されるのではなく，殆どの教科書が「Ｋの自殺」の前後だけに
限定された形で出版

• 『こころ』を部分的に学習するという形

＜パッケージ化＞

教科書での作品の取り上げられ方が、カット編集されて
いることと、挿絵や地図が載っていること



各教科書毎にばらばらな掲載方法

• 「上」「中」「下」と要旨をまとめ(明治書院）

• 『こころ』の作品についての説明と本文までのあらすじ（第一学習社）

• 『こころ』の紹介文（４，５行）と「上」「中」「下」の要旨（三省堂）
さらに本文のあと、最後の省略部分の要旨

• 本文までのあらすじとその後のあらすじ(教育出版・大修館書店）

• 本文までのあらすじ（筑摩書房）



共通しているところ
教科書教材には主題があらすじに記載

(本文に記載されていない）

原典においては，Ｋの自殺がもとで，「先生」が最後には自
殺をする結末となるが，

その際，「先生」は妻に「明治の精神に殉死するつもりだ」
と述べている。

その言葉には主題として大きな意義があるにもかかわらず，

「明治の精神」の部分の記載がない。



精選 現代文 改訂版 大修館書店
2008年



漱石が描きたかった本郷界隈
•漱石は山の手そのものを書き続け，また漱石の周りに
は「高等遊民」か，それに似た生活をしている人物も
多い（石原）

•階層に生きる人々を「高等遊民」と称した(前田）

•「先生」は，職業に就かなくても生活していける利子
生活をしている「高等遊民」(小森，1999：217)

•明治末年，本郷界隈には，西洋間がある家等がある

•新しい山の手の生活スタイルに生きる女性(主婦）が存
在

本文とのギャップ



メディアとしての都市，本郷界隈
• テクストとして都市空間を読むことは都市論（佐藤，1998）
であり，テクストの中の都市空間を読む方法がメディア・リ
テラシー

• 登場人物の生活空間を理解する

• 漱石が作品の射程としたテクストの新空間は，どのように理
解されていたのかを見る方法

必ず登場する本稿界隈の図と間取り



高校生の現代文 明治書院(2008）



現代文 改訂版教育出版 2008年



新編現代文 改訂版 三省堂2009年度



精選 現代文 改訂版 大修館書店 2008年



現代文 新訂版 筑摩書房 2008年



間取り

現代文 新訂版 筑摩書房 2008年



精選現代文改訂版大修館書店（2008）



PISA
「書かれたテキスト」とは、「図・画像・地図・
表・グラフ」とある。また、「理解し、利用し、
熟考する」とは「評価するために、読者はテキ
ストの内容について考え、それまでの知識や理
解を活用したり、テキストの構造や形式を考え
る」とある。

メディアの読み解き能
力



グローバル・スタンダード
• PISAが求める読解力（Reading Literacy）の定義がある。PISAの
定義は、「読解力とは、自らの目標を達成し、自らの知識と
可能性を発達させ、効果的に社会に参加するために、書かれ
たテキストを理解し、利用し、熟考する能力である

メディアの読み解き能
力



メ
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上

教材をメディアとして読むこと

メディアとしての文字・画像などの特色をとら
える
教材に対する関心を高める
中学校からの学習過程と系統性に配慮する
基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得す
る
古典のことばと現代のことばのつながりについ
て理解する
「生徒の言語活動を充実させる

グローバル・スタンダードとしての
読解力（Reading Literacy）を深める

学
習
指
導
目
標



メディア・リテラシーの多様な概念

• 活動という概念としては、「市民がメディアを社会的文脈でクリティカル
に分析し、評価し、メディアにアクセスし、多様な形態でコミュニケー
ションを作り出す、また、そのような力の獲得をめざす取り組み」

イギリス・カナダから日本に来たものである。

日本のメディア・リテラシー論には、社会学的な立場からの系譜



方法・能力という概念

• 方法という概念としては、主体的に、あるいは、能動的に学ぶという授業
実践の方法などがある。

• 能力という概念としては、総務省がメディア・リテラシーの構成要素を、
「メディアを主体的に読み解く能力」「メディアにアクセスし、活用する
能力」「メディアを通じコミュニケーション創造する能力」の３点として
いる。



複合的な能力という概念

• 人間がメディアに媒介された情報を構成されたものとして、批判的に受容
し、解釈すると同時に、自らの思想や意見、感じていることなどとメディ
アによって構成的に表現し、コミュニケ－ションの回路を生み出していく
という複合的な能力（水越伸）



定番教材国語教科書の
クリティカルシンキング

広い意味での道徳教育的な（石原）部分を有する

『こころ』

エゴイズムはいけませんよ、というメッセージ

『羅生門』

強盗をしようかどうかのエゴイズム

『山月記』

エゴイズムが主人公を虎にしてしまった

見えないイデオロギー教育

批判的思考(クリティカルシンキング）が育たない



『こころ』へのクリティカルシンキング

• この界隈に生きた主婦が夫に対して，同等に意見を述べることは難しいこ
とであった。

（ジェンダー的）

• ホモソーシャルな『こころ』の世界



グローバル・スタンダード
• PISAが求める読解力（Reading Literacy）の定義がある。PISAの
定義は、「読解力とは、自らの目標を達成し、自らの知識と
可能性を発達させ、効果的に社会に参加するために、書かれ
たテキストを理解し、利用し、熟考する能力である

メディアの読み解き能力

世界では古典をどう読んでいるのか？



READING LITERACY
の定義

自らの目標を達成し、自らの知識を可能性を発達させ、効果的
に社会に参加するために、書かれたテキストを理解し、利用し、
熟考する能力

（国立教育政策研究所『生きるための知識と技能』ぎょうせい2002年、P13）

「利用し、熟考する能力」

読解には、相互作用的な性質があり、読み手は、テキストに連動して自分の考えや経
験を呼び起こすという概念

「書かれたテキスト」

言語が用いられた印刷物、手書きの文章、電子表示された文章で、図、映像、地図、
表、グラフなどの視覚的表現が含まれる



Reading literacyの３つの側面
読解力

＜情報の取り出し＞

テキストに書かれていることを正確に取り出すこと

＜テキストの解釈＞

書かれた情報がどのような意味を持つかを理解

したり推測したりすること

＜熟考と評価＞

テキストに書かれていることに知識や経験と結び

つけること



PISAの求める力
「書かれたテキスト」とは、「図・画像・地図・
表・グラフ」とある。また、「理解し、利用し、
熟考する」とは「評価するために、読者はテキ
ストの内容について考え、それまでの知識や理
解を活用したり、テキストの構造や形式を考え
る」とある。

メディアの読み解き能力



メ
デ
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ア
・
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の
向
上

教材をメディアとして読むこと

・教材に対する関心を高める
・中学校からの学習過程と系統性に配慮する
・基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得する
・古典のことばと現代のことばのつながりについて理
解する
・生徒の言語活動を充実させる
・メディアとしての文字・画像などの特色をとらえる

グローバル・スタンダードとしての
読解力（Reading Literacy）を深める

学
習
指
導
目
標





これまでの古典の授業

• これまでの国語科教育

• 教科書に選ばれたすぐれた文書によって学習者を涵養する。(教材内容重視）

• 教材は与えられるもの（すぐれた教材ありきが前提）

• 実社会でのテキストは実用的なものであり、質が低い（教養主義的な実用軽視）

• 基礎が出来ていれば、実社会でも読み解きＯＫ（転移を前提としている）

• 学習者は白紙状態であり、必要なことは覚えさせる。（学習者の既有知識軽視）

• 素直にありのまま読み書きすればいい。（教育技術の軽視）



これからの国語科教育
•内容に合わせて、どのような能力を育成したかに注目す
る。(教科内容重視）

•あらゆるメディアからの文章が教材となり得る。

(コミュニケーションが前提）

•実社会でのコミュニケ－ション能力の育成を中心に据え
る。（転移を自覚的に位置づける）

•学習者の得た知識をどう再構造化させるか。

•方法論や技術、用語を取り立てて扱う。

(メタ認知も含めた自覚化、どのテキストにも応用可能な
読みの方法論を扱う）
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グローバル人材力とは
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 批判的思考力と問題解決能力

 コミュニケーションとコラボレーションの能力

 自立的に学習する力

 ICTを確実に扱うことのできる能力・スキル

 グローバルな認識と社会市民としての意識

 金融・経済に対する教養

 数学・科学・工学・言語や芸術といった分野への理解を深めるこ

と

 創造性

21世紀型スキル
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 PISA型読解力の指針

 Readingは今後どうなるか

 国際学力到達度テストコンピュータで行われるようになれば、

児童生徒のコンピュータ・リテラシーのレベルを

十分に高めておくことが必要

PISA（OECD学習到達度調査 2012年）

調査到達度テストはコンピュータ
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グローバル人材として求められる能力

• 世界各国の言葉を使いこなすことができる

• インターネットで色々なメディアにアクセスできる

• 書くことの作業が充実できる

• 書き込みのやり時で、メンバー間の社会的関係を表示し分析できる



IBの学習者像

71

1 Balanced バランスのとれた人
2 Caring 思いやりのある人
3 Communicators ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝができる人
4 Inquirers 探究する人
5 Knowledgeable 知識のある人
6 Open-minded 心を開く人
7 Principled 信念を持つ人
8 Reflective 振り返りができる人
9 Risk-takers 挑戦する人
10 Thinkers 考える人 ©Eriko Uematsu

© International Baccalaureate Organization 2010
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プログラミング教育とその必要性
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プログラミング教育とその必要性

グローバル能力を磨く幼少教育として

世界から注目を浴びているのが

「プログラミング」
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 コンピュータの理解

 創造する力の育成

 感情や感覚ではなく論理的に順序だてて考えることを培う

 文章構成にもプログラミングが役立つ

 自己表現の成果が見える

 楽しく熱中できる

なぜプログラミング教育？
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コンピュータの本質が何であり、何ができて、

なぜ今日のように広まったのかについて真に理解するには、

自分でプログラムを書いて動かす体験が必要である。

これは、既存のプログラムを使うだけでは

「そのプログラムでできること」しかできないのに対し、

自分でプログラムを書くことはある意味では

自分がコンピュータになることであり

「コンピュータができることは可能性として何でも作れる」からだと考え

る。

なぜプログラミング教育？：コンピュータの理解
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なぜプログラミング教育？：創造する力の育成
ソフトウェアは実際に動いて役立つものなので、

プログラミングは（コスト・安全性・場所・機材・身体能力等に大きく制約される

ことなく）

もの作りの活動が行える題材となり、創造力を育む機会を提供してくれる。

我が国の初等中等教育は「想定された唯一の正解を当てる」ことに偏重し過ぎてお

り、

これが個人が社会に出て答えのない問題に取り組む際の妨げとなっている。

プログラムは同じ動作を実現する複数の記述が可能であり、

「解の多様性」を身を持って学べる題材である。
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なぜプログラミング教育？：論理的思考の育成

コンピュータはプログラムの指示通りに動作するので、

プログラムを書く際には起こり得るすべての場合を想定し、

それぞれの場合について厳密に動作を記述する必要がある。

このため、プログラミングを経験することは筋道立てて論理的に考える練習となる。

文章構成力の育成にも役立つ。
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なぜプログラミング教育？：自己表現の成果

自分で考えてプログラムを作ることは、自分のアイディアを表現し形にすることで

あり、

強力な表現手段である。

そしてプログラムを完成させることは、自信や達成感をもたらしてくれる。

プログラムは「自分が考えたこと」を厳密かつコンパクトに外部化したもので、

それを自分や他人が見て検討することは

「個人が考えたことを論理性・客観性を持って

グループで検討する」経験となる。
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なぜプログラミング教育？：楽しく熱中できる

人間は楽しんで熱中するとき最もよく学ぶ。

プログラミングはコンピュータに指示して思い通りに動かすという点で、

多くの人にとって楽しく熱中できる題材であり、

熱中して学ぶ貴重な体験を提供してくれる。
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プログラミング教育の必須要素

【離陸】

自分の手でコードを書いて動かし、結果を見て手直しできるようになること。

自分で試しながら（唯一の正解ではなく）自分なりの解に到達することを求める

ことで、

「離陸」を維持していける。

現在の我が国では，

小学校・中学校・高等学校・大学における体系的なプログラミング学習は

（情報・工業・商業などの専門高校や大学の情報系・理工系を除けば）

ほとんど実現されていない。

そのため、どの学校段階であっても、最初の「離陸」からやる必要があり、

そのために「楽しさ」に基づく学びが不可欠である。
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世界の情報教育
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日本の情報教育の現状

• 情報活用の実践力

→授業ではWord Excelを使うこと

• 情報の科学的な理解

→実際に行われていない例が多々ある

• 情報社会に参画する態度

→実際はモラル教育でネットを使わないといった事例が多い。
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世界の情報教育の現状（堀田先生より）
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イギリスの情報教育

新科目「Computing」

従来の「ICT」のカリキュラムの中のDigital Literacyと

Information Technologyはそのままで新たなCSの内容の強化

2014年9月、新学年から全ての公立学校で実施（私立及びアカデミーを除く）

2011年、初等中等教育にプログラミング教育を入れると宣言（教育大臣）

2012年の会議で情報科として実施されていた「ICT」を廃止

同年初等中等教育のカリキュラムにComputer Science（CS）を設定

2013年新科目「Computing」の全英カリキュラム案を提示(教育省）

Computingとプログラミングはイコールではない

イギリスは義務教育（5-16歳）
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イギリスの情報教育

メディア・スタディー
ズ等



©Eriko Uematsu 86

アメリカの情報教育

CS教育が重要だという認識は高まっている

STEM（Science, Technology, Engineering, Mathematics）の推進

オバマ大統領がこれらの強化のためのデジタルメディア活動方針

CSTA＝Computer Science Teachers Association）

（↑ ACM（全米計算機学会）傘下）

グローバルな科学技術の競争社会でリーダーシップを保つことが目的

「K-12 Computer Science Standards」策定



©Eriko Uematsu 87

アメリカの情報教育

シリアスゲームの進展とゲーム機を活用した集合学習（ゲーミフィケーション）

エクサゲーム（エクササイズゲーム）

エクサティンメント（エクササイズ＋エンターティメント）

・音楽ゲーム（DDR ダンスダンスレボリューション

・ニンテンドーWii （肥満解消→運動能力の向上・自発性の向上）

ウェストバージニア州７６５校（2004年から）

・他にはシュミレーションゲームなどを使った実証実験なども

（ローラーコースタータイクーン）
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韓国の情報教育
 2005年12月、初・中等学校情報通信技術教育運営指針

（韓国教育人的資源部2005）

 2006年に策定された情報教育の学習内容

低学年から実施され、高い基準の設定が特徴的

プログラミングが「問題解決方法と手続き」領域に復活

 2007年，メディアリテラシー教育が必修科目に含まれる

デジタル教科書に関する教員の評価制度が導入

（管理職ではなく複数の教員が評価、各学校に情報研究主任が配置）

 2011年の改訂の選択科目教育課程「コンピューテーショナルシンキング」の導

入、情報倫理重視の方針
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韓国の情報教育
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北欧の情報教育

小学生から企業家教育を行う

アプリ作成 Toca Boca社の例
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フィンランドの情報教育

2016年からプログラミング教育が必修。

2014年からプレカリキュラムで行っている。

塾でプログラミングをやっている子どもは少なくない。

民間IT企業と協力した無料のプログラミングコースプロジェクトは

IT企業にとっても優れたマーケティングの機会。
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タリン （エストニア）の情報教育

小学校１年生からプログラミング教育が必修。

スマートフォン所有率は高い(訪問した学校は５０％～８０％）。

ゲーミフィケーションが流行ではなく根付く。
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タリン （エストニア）の情報教育

小学校１年生はスマートフォンの所有率90％
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タリン （エストニア）の情報教育
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海外の教育アプリ

 QLD【QSchools】

 韓国【韓国教育アプリ100選（KERIS）】
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オーストラリアの情報教育

「２１世紀型スキル」測定に向けたナショナルカリキュラム

・リテラシー ・計算力 ・ＩＣＴ

・考える力 ・自律性 ・協調性

・知的理解 ・倫理的行動 ・社会性の育成

カリキュラムや評価、

教員養成などのシステムを統合的に整備、教育制度の合理化がスタート
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オーストラリアの情報教育

クィーンズランド州（QLD)では・・・

ICT教育においても教育学の理論は外さない。

John Hattieの教育方法。

ブルームの理論を使ったシンフォニーモデル。
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オーストラリアの情報教育

【オンラインの学習スペース The Learning Place】

 教師がプロフェッショナルデベロップメント

 学習者はいつでも課題を見ることができる

 誰がいつ何をアプロードしていつ削除したかが分かる

 デジタル教材提供はイーラーニングセンター

 他にも、動画共有、インタラクティブ教材

 ヴァーチャルクラスルームなどの機能がある

 トップ１００の成績が出る

 Prep(0年生）からIDとEmailを持たせている
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オーストラリアの情報教育

【Education Queensland eLearning Technology Centre】

 テクノロジーセンター（eLearningのため）の機能

 デジタル教材の作成

 学校のICT環境サポート

 デジタル教材

 C２C（Curriculum to Classroom）

 システム

 ONE SCHOOL ,ONE PORTAL, The Learning Place
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オーストラリアの情報教育

２年生、popletを使ったマインドマップ的なロジカルシンキングのレッスン
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オーストラリアの情報教育

Tahlia先生が生徒の宿題を管理するダッシュボード dorpboxを日常的に使っている。

ディスカッションボードもあり、日常的に保護者は子どものアカウントで見ること

ができる。
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オーストラリアの情報教育

【IB（国際バカロレア）・21世紀スキルに対応した教育】

 生徒数 ４７４名（教員４０名）

 数学とテクノロジーに特化した高校

 ２１世紀スキルやIBを意識した教育

 ヤング・スカラー・プログラム

（小学校の放課後に有料でオンラインで授業を受けさせる２コースがある。小論文

指導。）

 大学との連携による高等教育（高大接続型）

 BYOD（学校用と家用の２台を持っている例もある）

 ITメンター

 ネット情報を鵜呑みにさせない。

 教師は学び方を教える。
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オーストラリアの情報教育

６年生の数学の授業(ACERというオンラインテスト）

 オンラインでテスト

 データは数年蓄積

 エクセルにエクスポートすることができる

問題を解くのはパソコンでも計算機でも手書きでもOK 回答をPCに入力、全員の正誤を確認し合う
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オーストラリアの情報教育

 教室に置かれたパソコンブースで調べ学習

 教室のサブスペースに５台程度デスクトップパソコンがあり生徒はいつでも利用

できる

 電子黒板はプロジェクター式＋タッチパネル

 教室空間を越えた活動が可能

教室に置かれたパソコンブースで調べ学習 テーマに従って検索結果をクリッピング 電子黒板に検索結果を表示して議論する
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オーストラリアの情報教育

 パソコンに座るのは最後。最初はディスカッション
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オーストラリアの情報教育

STEPS to BYOD

コンピュータ教室 電子黒板（タッチ式） 教室内のパソコン

一人一台ラップトップ BYOD
(iPad,その他タブレット、windowsノート）
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オーストラリアの情報教育

【先生方と支援員のディスカッション】

 支援員のスキルは高い（雇用の安定）

 この学校では週３回

 宿題の進捗は教員がモニタリングを

 教員の年齢やスキルの別なく使う
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海外の低年齢からのICT教育

Prep(０年生）

オーストラリアでは小学校に上がる１年前からが義務教育。

これは北欧も同じ（北欧は０年生という）。

クイーンズランドのカリキュラムにはPrepは

デジタルメディアを使うことがカリキュラムに盛り込まれている。

 自分が年を取ったらという写真のアプリで作成

 タブレットでも知育ソフトを活用

 保護者とのやりとりはFacebook

 スマートスクールのアプリで保護者に対するニュースをアップデートしている

 Emailはニュースレター

 保護者には３つのアドレス（両親、家）を登録
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海外の低年齢からのICT教育

Prepクラス

 内容や学習者のレベルのグルーピング

 アクティブ・ラーニング
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海外の低年齢からのICT教育

Prepクラス

 クリティカルパスを探す課題

 教材と簡易なロボットを使った実習



2016/10/2 ©Eriko Uematsu 111

海外の教育アプリ

 QLD【QSchools】

 韓国【韓国教育アプリ100選（KERIS）】



ENGADINE HIGH SCHOOL 視察
2016年3月30日（水）
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音楽

音楽の授業
音楽ソフトを用いて作曲
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技術の授業
木工 ３Ｄプリンタ
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どの教科においても、ＰＣ
を使っての学習が普通に
行われている。
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世界の情報教育：まとめ

 保護者

子どもたちが学校で十分なコンピュータ技能を身につけるべき、と考えている

が多い

 国

経済成長に必須として推進している例が少なくない

 子どもたち

デジタルの画面に慣れている。

例えばメールは小学校低学年から、キーボード使用

日本の子どもたちはスマホやゲームの普及率からみて他に国に比べてデジタル画面への抵抗が少ないわけではない
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• グローバル人材力とは

創造性と批判的思考、コミュニケーション、情報リテラシー、社会市民として

の意識

• プログラミング教育とその必要性

コンピュータ理解、創造力、論理的思考、自己表現、楽しさ

• 世界の情報教育の動向

プログラミング必修化、オンラインテスト、アクティブ・ラーニング、

低年齢からのICT教育


