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の え方

我々人 は、他の動物に比べてはるかに 度な能力を持ってい
ます。確かに数々の猛獣より腕力こそ弱いですが、 脳の 度さ
にかけては他と比較のしようがありません。長い長い人 の歴史
の中で、脳を発達させ、それによって生き延び、より大きな社会を構成し、今や地球上の最強の生き物とな
ったわけです。そこに、教育が重要な意味を持っていることはいうまでもありません。
人 の歴史からすると、学校というところで教育を施すようになったのはほんのごく最近のことと言えま
す。子々孫々受け継がれてきた文化・知見を計画的、系統的に次の世代に引き継ぐというのが学校教育の大
きな目的の一つですが、1872年(明治5年) 日本で学校教育が始まって以来、脈々とその思いは引き継がれて
きています。ただ、その内容や方法は、当然ながら、少しずつ変化・発展を続けてき
ています。特に、小学校では令和2年度から、中学校では令和3年度から完全実施とな
った現行の指導要 では、それまでと大きく違った点があります。それは、コンテン
ツベースの学力観からコンピテンシーベースの学力観に変えることです。コンテンツ
ベースの学力観とは、いわゆる内容重視の学力観、つまり「何を知っているか」とい
うことです。一方、コンピテンシーベースの学力観とは、「何のために、何を、どん
な方法で学ぶか」という、子どもたちを学びの主体に育てていくという学力観です。
現代は、情報量が莫大であり、また増える速度も以前とは比べものになりません。これを学校で教え続け
ることはもはや不可能に近い。したがって、子どもたちが将来にわたって自ら学び続けることが重要になる
わけです。
私が若い 読んだ、ある数学者の 筆の中に、数学の勉強法について書いてありました。その方は、数学
の勉強すべき内容があまりに膨大であるため、次のような方法を考え、実践したという
ことでした。それは、「パラシュート勉強法」とでも呼ぶべき方法であるということで
す。つまり、数学の本のあるページを開いて、そこに書いてあることに目を通す。これ
が空から 下する様子に似ているためパラシュートと名付けたわけですが、そこには、
当然知らない部分、理解できない部分がある。そこで、それについて書いてあるページ
に戻る。しかしそこには、また分からない部分がある。そこで、さらに、そのことについて書いてあるペー
ジに戻る。それを繰り返していくと、ついにはすべて理解できるところに行き着く。すると、そこから最初
に り立ったところの内容までが、1本の線でつながるというわけです。
これは数学に らず、学び方の根本を表していると思います。分からないときにはもどる、聞く、意見交
換をしてみることなど、それが学習方法を考えたり、人と対話をしたりすることにつながっていくのだと思
います。
したがって、学びの一手段として、コミュニケーションがあり、ツールとしての日本語や英語があると考
えてはどうでしょうか。バイリンガルもいいですが、その前に、何のために言語を学ぶのか、子どもたちの
学ぶ意欲を大切にすることが大事であり、数学や社会や理科など、その他の学ぶべきものはたくさんありま
す。言語学習だけに固執せず、「広く、人 としての成長を目指して学校で学ぶ」という姿勢を大切にした
いものだと思います。
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Concept of the current Courses of Study of Japan

We humans are far more advanced than other animals.
It is true that we have less arm strength than many fierce
beasts, but there is no comparison to the sophistication of
our brains. Throughout the long history of mankind, we have developed our brains, survived
and formed larger societies, and are now the strongest creatures on earth. Needless to say,
education has an important meaning in this process.

In the history of mankind, it is only recently that education has come to be provided in schools.
One of the main purposes of school education is to systematically pass on to the next generation
the culture and knowledge that has been handed down from generation to generation since
school education began in Japan in 1872. However, the content and methods of education have
naturally changed and developed little by little. In particular, the current
guidelines, which were fully implemented from 2020 in elementary schools
and 2021 in junior high schools, differ significantly from the previous
guidelines in that they shift from a content-based view to a competencybased view. The content-based view is a focus on content, that is, "what do
you know? On the other hand, a competency-based view are focuses on
"what, why, and how to learn," in other words, on developing children into
the subjects of learning.
In today's world, the amount of information is enormous, and the rate at which it increases is
incomparable to what it used to be. It is no longer possible to continue teaching this in schools.
Therefore, it is important for children to continue to learn on their own in the future.

In an essay by a mathematician that I read when I was young, he wrote
about how to study mathematics. The method is what we would call the
"parachute study method”. In other words, open a page of a math book and
read through what is written on it. The name "parachute" comes from the fact
that it resembles a descent from the sky. Naturally there are parts of the book that you don't
know or understand. So, you go back to the page that describes it. But there is another part
that you don't understand. So, you go back to the page where it is written about. After
repeating this process, you finally reach a point where you understand everything. Then, a line
connects the content of the first page you landed on.

I think this is the root of how we learn, not only in mathematics. When you don't understand
something, you can come back to it, ask questions, exchange opinions, etc. I think this leads to
thinking about learning methods and interacting with others.

Therefore, why don't we think of communication as a means of learning, and Japanese and
English as tools? Bilingualism is also a good idea, but before that, it is important to value the
children's motivation to learn and what they are learning the language for. There are many
other things to learn such as mathematics, social studies, science, etc. I think it is important not
to fixate only on language learning, but also to value the attitude of "learning at school with the
aim of growing broadly and as a human being.”

