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　ＥＣＯ　Ｎｅｗｓを発刊して，今号で５１号
になりました。今年は，１９７７年９月に茨城
県桜村竹園東小学校でＣＡＩの実践研究授業を
始めて満２０周年を終了し，２１年目に入りま
した。３月８日，９日には『ＣＡＩ実践２０周
年記念「コンピュータ教育利用全国研究大
会」』を筑波大学で開催し，小学校から大学の
看護教育までの研究・実践の現状についての報
告がされました。
　２０年という非常に長い期間にわたって教育
現場と協同しつつ，コンピュータの教育利用に
ついての実践研究を続けている例は世界にもあ
りません。皆様のご協力と励まし，さらには今
預かっている一人一人の子どもを立派な未来市
民として育てるために，教育へコンピュータの
導入を必要とするという皆様の決意とに励まさ
れて，ここまで参りました。
　中山も筑波大学をこの３月で定年退職し，名
誉教授になりました。それにともない，２１世
紀の教育の中心である「情報と環境」の教育を
さらに普及し振興していくため，学校の先生方
をお助けすることを目的に「２１世紀教育研究
所」を創設しました。ＥＣＯ　Ｎｅｗｓ５０号
でもお知らせしましたように，筑波大学の近く
に事務所を設け，そこで今まで通りの活動をし
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ています。これまでは，建物・施設の使用，事
務関係の補助の他に，有形無形の援助を国から
受ける形で，実践研究やＥＣＯの活動を進めて
きました。しかし，今年からは自分たちで全部
を賄わなければならず，予想以上に経費のかか
ることや，部屋の狭いこと，雑用の多いことな
どに頭を痛めています。引っ越し・整理その他
もろもろのことのため，ＥＣＯ　Ｎｅｗｓの発
行も半年できませんでした。心からお詫びいた
します。
　以上のことに加え，今年は実践研究２１年
目，ＥＣＯ　Ｎｅｗｓ５１号目を迎え，新しい
発展を図っていかなければならない年です。そ
の一つとして，ＥＣＯ　Ｎｅｗｓも体裁を改め
ると同時に，内容も充実して，情報誌としての
役割も果たせるようにしたいと考えております。
残念ながら５１号は体裁が変化しただけで，内
容については，これまでより劣るような感じに
なってしまいました。しかし，次号からは皆さ
んに目を見はってもらえるようにする所存で
す。ご期待ください。それとともに，このよう
な内容の記事が欲しいということをお知らせく
ださい。皆さんと一緒に２１世紀を目指して頑
張っていきたいと願います。
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１。ウィンドウズ版への移行の成果１。ウィンドウズ版への移行の成果１。ウィンドウズ版への移行の成果１。ウィンドウズ版への移行の成果１。ウィンドウズ版への移行の成果

 今年，これまでと大きく変わった点の一つに，実習
環境のウィンドウズ版への移行があります。この変化
は，マルチメディア教材の体験を可能にしました。ま
た，教材作成を行ったところは，作成効率が数十％ほ
どアップし，作成される教材のフレーム数が数十％ほ
ど増えていました。それに伴い，作成中に内容を吟味
する余裕も出来たようで，最終日の発表会で素晴らし
い教材の発表が相次ぎました。こうした変化は，参加者
に教材作成に対する自信と満足感を得てもらううえで
も意味があったと思います。

２。マルチメディア教材作成の研修２。マルチメディア教材作成の研修２。マルチメディア教材作成の研修２。マルチメディア教材作成の研修２。マルチメディア教材作成の研修

 昨年に引き続き，信州大学の公開講座では，マルチ
メディア教材作成の研修が行われました。ここで特筆
すべきことは，研修テキスト『旧友 』が開発され，利
用されたことです。『旧友 』は，ＣＡＩ教材作成の基
本を効果的に学ぶために開発された研修テキスト『３
２－１８』のマルチメディア版といえるものです。こ
のような研修テキストの開発は，マルチメディア教育
の普及，発展にとって極めて重要なことです。

３３３３３。スタディノートの研修。スタディノートの研修。スタディノートの研修。スタディノートの研修。スタディノートの研修

 今年は，スタディノートの研修会が，筑波女子大学
に加え，兵庫県丹有地区でも行われました。地域研修会
で，スタディノート中心の研修が行われたのは，今年
が初めてです。受講後の感想でよい反応が返ってきて
おりますので，今後の展開が期待されます。
 筑波女子大学での公開講座は，スタディノートの研修
会として，これまでで最も充実したものになりまし
た。この研修会は，スタディノートの研修について，今
後の方向性を示すものになったと思います。詳細につい
ては，エコニュースの次号で報告する予定でおります。
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 研修会の情報が，インターネットで公開されるよう
になったことも，今年の大きな特徴です。それぞれの
地域が，研修プログラムや研修の様子・工夫・成果など
を公開し，知恵を交換しあうことは，研修会の質を高め
ていくための有効な方策になると思います。
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     この夏も，各地で熱心な研修会が行われました。そのうちで，私は，インストラクター研修会，スタディ
中央研修会（矢板研修所），コンピュータ教育利用夏期研修会（天理研修所），兵庫県丹有地区研修会，
筑波女子大学公開講座の５つに参加させていただきました。そこで感じたことがらや，他の研修会での報
告を参考にして，この夏の研修会を総括してみたいと思います。前半の１～４では今年の新たな展開につ
いて紹介し，後半の５～６では来年の課題について述べることにします。

（次ページへ続く）

 また，研修会の存在を，より広く多くの人に伝え，仲
間を増やしていくためにも役立ちますホームページによ
る研修情報の公開を促進するため，今年のインスト研で
は，東原先生がホームページのデータの作成法を解説さ
れました。この成果は，信州大学教育実践研究指導セン
ターのホームページで公開されています。（http://
cert.shinshu-u.ac.jp/）。このホームページでは，
他にも，信州大学の公開講座についての様々な情報（例
えば案内文書，マルチメディア素材，研修テキストなど）
が公開されており，たいへん参考になります。
また，同様の試みは，筑波女子大学のホームページでも
行われています（http://www.kasei.ac.jp/eco/
kouza97/INDEX.HTM）。ここでは，講座の期間中に，受
講生によってスタディノートで交わされた情報の記録
（共有データベース）がホームページに変換されて公開
されています。
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 今年は，スタディＣＡＩのマルチメディア教材や，
ウィンドウズ版スタディノートなど，新しいトピックが登
場しました。そのため，研修日程にこれらをどのように
組み入れるかで苦労された地域が多かったようです。新
しいトピックは，時代の要請でもあり，それを上手に取
り入れていくことは研修会に新鮮味を与え，繰り返し参
加する人を増やすのに役立ちます。しかし，限られた日
程に全てを取り込もうとすると，日程が窮屈になってし
まい，中途半端なものになりかねない問題も出てきてし
まいます。
 これからは，ＣＡＩ授業のための研修，教材開発のた
めの初心者研修，マルチメディア教材の開発のための中
級者研修，スタディノートを使った授業の研修…という
ように，目標を絞り込んで研修会を計画してください。
そして，他のトピックについては，余裕がある場合に限
り，わずかな時間でさらっと紹介しておく程度がよいよ
うに思います。また，インストラクターの数が充実して
いるところについては，複数のコースを設けることも考
えてみて下さい。
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 「インストラクター研修会」では，この夏の各地
での研修会の企画が行われました。その成果は，
インターネットで公開されています。ホームペー
ジのアドレスは次の通りです。<http://
cert.shinshu-u.ac.jp/>
 これまで，他地域での研修会情報については，
その詳細を得るチャンスがほとんどなかったのが
実状ですが，これにより日程や内容，インストラ
クターの分担，準備する物など，さらにはその研
修会ならではの工夫やアイディア等をも知ること
が可能です。新たに研修会の企画をという時はも
ちろん，既存の研修会のリフレッシュを図りたい
という時，さらには地域のみならず校内の研修会
の企画においても大いに力を発揮します。
 このように，それぞれの地域で今まで培われて
きた英知が結集され，ノウハウが凝縮された，言
わば各地域の財産の共有化は，これからの研修会

信州大学学教育学部 附属教育実践研究指導センター      内地留学生   丸山丸山丸山丸山丸山     福一福一福一福一福一

を進展させていく一つの大きな原動力となっていく
であろうと思われます。
 ネットワーク時代，情報の共有化の意義をつくづ
く実感しています。

ECO  News No.51

 ☆2泊3日はきついと思っていましたが，日がす
すむにつれて自分の作業も増え，時間がたつのが
早かった気がします。
もともと，パソコンなどに興味があったので，
中山先生をはじめ，他の先生方の講義もとても
面白く，また，勉強になる内容で，非常に有効
でありました。 コースを１つ作ることはとても
大変な作業だ…という単純な思いしかありませ
んでしたが，この研修を受けてみて，コースを
１つ作るのも，普段授業をやるのもそんなに大
変さは変わらないのだなということを感じまし

中中中中中
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（インストラクター研修会）

た。同時に自分がいかに普段から教材研究や誤答分
析，また，そのための手だてというのを考えていな
いのか，楽をしようとしているのかということを痛
感しました。
 コンピュータではごまかしがきかないから，細かく
苦労をするのではなく，普段の授業のときも同じだ
けの労力をかけねばならないと感じました。 また，
コンピュータで子供が授業するといっても，その裏
では，ひとつひとつの問題や言葉を教師が考えてい
るのだから，やはり，コンピュータを通して教師と
子供がつながっているのだと感じました。

６。来年は仲間を増やすための６。来年は仲間を増やすための６。来年は仲間を増やすための６。来年は仲間を増やすための６。来年は仲間を増やすための
工夫と努力を工夫と努力を工夫と努力を工夫と努力を工夫と努力を

 最近，各地でスタディＣＡＩの導入が相次いでい
ます。こうした傾向は，エコニュースの仲間が各地
で中心となり頑張ってきた成果と言えます。しか
し，あまりにも急に導入校が増えたため，憂うべき
話も聞こえてきています。たとえば，エコニュース
の会員登録をしていない導入校が増えているという
こと。また，導入はされたものの，スタディＣＡＩ
を一度も使ったことがない学校の話など。各地の研
修会で，これからはこれまで以上に，校内研修を担
当される予定の先生方の参加が増えるものと予想さ
れます。ですから，地域研修会の企画担当者は，そ
うした先生方に役立つ情報，資料（例えば校内研修
テキスト），技術（例えば校内研修の持ち方や工
夫）の提供も十分に心掛けていく必要があります。
また，研修会の日程についても，参加者の裾野を広
げていくため，参加しやすい日帰りや半日のコース
なども検討してみて下さい。
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研修会名 日時 会場 主催

スタディインストラクター研修会 6月28日～29日 シャープ(株)市ヶ谷ビル ＥＣＯ Ｎｅｗｓ

スタディ中央研修会 8月1日～3日 シャープ(株)栃木研修所 ECO News

信州大学公開講座 8月4日～5日 信州大学教育学部 附属 信州大学教育学部

  「マルチメディア教材の開発」 教育実践研究指導ｾﾝﾀｰ

コンピュータ教育利用 8月5日～7日 シャープ(株)天理研修所

   夏期研修会（天理研修）

教育用コンピュータソフト 8月8日 富山県 滑川市小・中学校

   利用研修会（富山県） 滑川市立西部小学校 教育機器利用研修会

取手市ＣＡＩ研修会 8月18日～19日 茨城県 取手市教育委員会

取手市小文間小学校 指導課

坂戸市パソコン実技研修会 8月18日～20日 埼玉県 坂戸市立教育ｾﾝﾀｰ

                      (授業活用編）   坂戸市立城山小学校

これからの看護教育と 8月20日 静岡県立大学 静岡県立大学

                       コンピュータ 看護学ｌ部 看護学ｌ部

コンピュータ利用研修会 8月22日 鳥取県 国府町教育研究会

国府町立谷小学校

東京家政学院 8月22日～24日 東京家政学院 東京家政学院

筑波女子大学公開講座 筑波女子大学 筑波女子大学

「ｽﾀﾃﾞｨﾉー ﾄとｲﾝﾀｰﾈｯﾄ」

日高市ＣＡＩ研修会 8月27日～28日 埼玉県 日高市教育委員会

日高市立高萩中学校
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☆映像を取り入れる所で随分時間がかかっ
たが，マルチメディア教材では，素材作り
に，相当の時間や細心の注意が必要だとい
うことも逆によくわかりました。

☆マルチメディア教材開発のために
は，コンピュータと周辺機器が充実
していないと随分とまどってしまい
ます。自分の環境をきちんと整える
必要を感じました。

☆ただ見せるだけでは学習にならないこ
とや，教師側の意図する点をstory性を
持って構成してゆく必要が，確信をもっ
て理解できました。

☆Windows版のスタディライターを初めて使いま
した。見た目はDOS版とかなり違い，抵抗があり
ましたが，意外と抵抗無く進める事ができまし
た。Windows版のコースウェアも少しなら手直し
することができそうな気がしてきました。

☆ファイル形式の重要性がよくわかり
ました。どうやってそういう情報をコ
ンピュータに取り入れるかもよくわか
りました。が，どうやってソフトと
ハードを購入するかが金銭的に大変だ
とも思いました。

☆気をつけたいことは，画像や
音声に気を取られすぎてコース
ウェアの開発の基本を忘れてし
まってはいけないことだと思い
ました。

☆いろいろな方，先生のお
話を聞くことができてよ
かったです。教材作成云々
も大切でしたが，いろいろ
な面で今の状況，流れを感
じとることができ，大変刺
激になりました。

☆ライターの基本的な技術もさる
ことながら，何をどのようにして
CAI教材とするのか，という部分
を考えるのが重要だということが
よく感じられました。

☆動画や写真，音声を取りこんでコースを
作るにあたっての基礎を学ばせていただき
ました。比較的容易な作業でコースに取り
込むことができるとわかり，大変参考にな
りました。一方，マルチメディア活用の陥
りやすい欠点にも触れていただき，ありが
たかったです。

☆マルチメディア教材作
成には，まず十分な素材
の用意が必要であり，そ
のためには十分な目標，
目的が必要だと思いまし
た。

ECO  News No.51
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 8月の上旬に矢板の中央研，信州大学の公開講
座，天理の研修会，そして富山（滑川）の研修
会，8月下旬には家政学院の公開講座にインス
トラクターや受講生として参加いたしました。
家政学院の公開講座には，準備の段階から参加
し，当日は，スタディノ-トの使い方や，校内
ＬＡＮを設置した近くの小学校を見学したとき
の様子をまとめてお話ししました。参加された
方々が，いっしょうけんめい指導案を考えたり，
夢中になって作業に取り組んだりされているの
を見て，微力ながらも，自分もスタッフとして
参加できて，本当によかったと思いました。
 各地の研修会では，インストラクターとして
お出でになったいろいろな先生にお会いするこ
とができました。分かりやすい説明をされるの

東京家政学院筑波女子大学内地留学生

富山県滑川市立田中小学校               山口山口山口山口山口     勇人勇人勇人勇人勇人

インストラクターとして参加してインストラクターとして参加してインストラクターとして参加してインストラクターとして参加してインストラクターとして参加して

がお上手な先生，人を引き付ける話し方をなさ
る先生，受講された方お一人お一人の行動目標
に，丁寧にコメントを書いておられた先生など，
それぞれに工夫されていらっしゃることに驚く
とともに，たいへん勉強になりました。また，
多くの先生に暖かい励ましの言葉をかけていた
だきました。お世話にになった先生方，本当に
ありがとうございました。
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☆画像のBMD,GIF,JPGなど
のちがいの説明等，大変
興味深く，勉強になりま
した。

参加者の
感想から

参加者の
感想から

参加者の
感想から

参加者の
感想から

参加者の
感想から

☆研修会までの間に，コースウェアの題材さがしと材料をもっ
てくることを宿題みたいな形で先にいっておいてもらった方が
よかったように思う。 天天天天天     理理理理理     研研研研研     

修修修修修     会会会会会

☆授業のどの所でコンピュータを使えばいいかを研究しながら今後
取り組んで行きたいと思います。是非，音楽科のソフトの開発をお
願いします。

☆自分の学校に近いところでスタディが導
入されている学校の紹介や研究会等の情報
もあれば良かったと思います。

参加者の
感想から

参加者の
感想から

参加者の
感想から

参加者の
感想から

参加者の
感想から



          ECO News関係の方へお伝えしたいことは，
とうとう信州大学教育学部でコンピュータに
関する科目２単位分が必須科目として動き始
めたことです。２年生に課せられる単位です。
全部で１５の専攻毎に授業が行われます。東
原は約半数の専攻の先生とＴＴで指導をして
います。
  この科目の特徴は情報教育ではないという
ことです。将来，児童・生徒をコンピュータ
室に連れて行くことのできる教員を養成する
ところに特徴があります。そのため，小・中
学校の先生に非常勤講師としてお手伝いいた
だくことにしました。一般には大学の非常勤
講師は大学の先生にお願いするのですが，本
科目の目的にECO News関係の先生の業績が
ぴったりということで，いわゆるインストラク
ターの先生方を非常勤講師としてお願いするこ
とに教授会で決定したわけです。これらの先
生方には，１５回の授業のうち４回ほどを分
担していただいています。現状ではワープロ
のできない学生もいますから，１０回は学生
自身のための情報活用能力の育成を行い，最
後の４回を非常勤講師の先生による学校にお
けるコンピュータ利用についての講義と演習
を実施しているわけです。
　６月２１日の土曜日には，長野県の塩尻
市，新野小学校でスタディを推進され，現在
長野県総合教育センター専門主事の中島研一
先生においでいただき，理科専攻の学生を対
象に指導していただきました。新野小学校時
代のビデオを素材としての講義，マルチメ
ディアＣＡＩ「魚のからだ」の体験，スタ
ディライターによる教材作成が主な内容でし
た。中島先生は，事前に「未来の教室」のビ
デオを視聴した学生のレポートに目を通さ
れ，約半日の授業で，みごとに学生達の先入
観，偏見やコンピュータ利用教育への不安を
取り除いてくださり，学生のコースウェア作
成への意欲を引き出してくださいました。学
生達から中島先生に送られた電子メールをい
くつか紹介させていただきます。東原は
「やっぱり若いうちに教育するほうが…。大
学の先生の講義より学生に説得力があるな
あ。」と，感動しているところです。

｢｢｢｢｢ コンピュータ利用教育コンピュータ利用教育コンピュータ利用教育コンピュータ利用教育コンピュータ利用教育｣｣｣｣｣
     信州大学教育学部の信州大学教育学部の信州大学教育学部の信州大学教育学部の信州大学教育学部の          必須科目に必須科目に必須科目に必須科目に必須科目に
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（女子学生Ａ）
先日（6月21日）は，貴重なお話をありがとうござい
ました。
　始めに，ビデオで先生が実際にコンピュータを取
り入れての授業を行っている姿を見せていただいた
ので，説明してくださる言葉の一つ一つにも重みが
感じられました。私は，初めコンピュータを使うと，
授業中の先生と生徒の関わりが薄くなってしまうの
ではないかと思い，心配でした。しかし，コンピュー
タを使ったからといって，人と人との（先生と生徒
の）コミュニケーションをとる事ができなくなるわ
けではない。むしろ，大勢に同じ内容を黒板を使っ
て説明するより，生徒一人一人がどこでつまずいて
いるかを把握する事ができるので，それに合わせた
適切な指導ができるという事を知りました。なによ
り，生徒たちの取り組み方が違っていたと思いま
す。“勉強してる”というより，“なにかなぞなぞ
を解く”といった感じではなかったですか？一人の
女の子が，「コンピュータでやると，はじめから自
分でやっていけるからいい」という内容の事を言っ
ていました。それは，自分のペースで学んだことを
確実に自分のものに出来ているということだと思う
し，同時に，もっとこの方法でやってみたいという
ことでもあると思いました。
　授業の最後に，授業ソフト作りを，少しではあり
ますが行いました。その感想は“もっとやりたい”
です。私自身が作ったオリジナル授業ソフトで授業
ができたら最高じゃないでしょうか。でもそのため
には，私たちがもっとコンピュータについて知識を
持たなくてはいけませんね。ソフトを作ったことに
自己満足して，教えられる側にとってわかりにくかっ
たら何にもなりませんから。でもいつか，生徒にや
る気を起こしてもらえるようなソフトが作れたらい
いなと思います。
　コンピュータを使った方がいい場面と，そうでな
い場面とをうまく見極めて，プラスの方向で教育に
取り入れていくことができればと思いました。

（男子学生Ａ）
　今回の講義を終えて，私はコンピュータを利用し
た教育に対する見方が変わりました。今までは現場
での実状を知らなかったために，コンピュータに対
しては否定的な見方しかできませんでした。しか
し，今回ビデオを見たりしたことにより，その考え
方が変わりました。私のようにコンピュータに対し
て否定的な考えを持った人たちが，意外に多いと思
うので，その人たちに，本当のところを教えていっ
て欲しいと思います。

          東原東原東原東原東原                    義訓義訓義訓義訓義訓
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東原先生（信州大学教育学部附属教育実践研究東原先生（信州大学教育学部附属教育実践研究東原先生（信州大学教育学部附属教育実践研究東原先生（信州大学教育学部附属教育実践研究東原先生（信州大学教育学部附属教育実践研究iiiii 指導セ指導セ指導セ指導セ指導セ
ンター）のホームページンター）のホームページンター）のホームページンター）のホームページンター）のホームページ                    http://cert.shinshu-http://cert.shinshu-http://cert.shinshu-http://cert.shinshu-http://cert.shinshu-
u.ac.jp/u.ac.jp/u.ac.jp/u.ac.jp/u.ac.jp/
  中央研修会や信大公開講座で使われたマルチメディア教材の素
材を入手できます。ECO News信州支部主催のｽﾀﾃﾞｨﾉｰﾄ研修会の作
品集や信大の学生の作品が載せられています。ホームページの作
り方の情報もあります。



 橋本先生は，ＥＣＯ登録コース「太陽と季節」をＸ１
コンピュータで作成されました。スタディの仲間とし
ては，ベテランに属する方です。しかし，本格的な一
人一台のスタディ授業は，先生ご自身始められたばか
りです。児童も，スーパーＣＡＩの経験はありますが，

ＥＣＯのコースの経験はあまりありません。

 西宮市市の仁川学院小学校の橋本先生から，昨年末，スタディのシステムが，学校に導入されたので，学
内研修の一環として，「整数のわり算」の授業を行うことにしました。そこで，ご相談したいというご連絡がＥＣＯ Ｎｅｗｓ
にありました。研修に参加された先生方のうちスタディの授業経験者は3名，スタディ授業の開始と終了の研修に続いて，実際
の授業を見て研究会を行うというのが今回の研修予定です。
 最初のご相談をいただいたのが，5月6日，授業は，
14日と16日というあわただしい中で，faxと電話に
よるやりとりをさせていただきました。
 先生からのご相談やご質問は，コースの目標や，
Ｙフレームの場所と内容といった授業を行うコース
に関するもののほかに，これから，スタディの授業
をされようとしている会員の先生方にも，ご参考に
なるのではということがありましたので，橋本先生
のご了解を得て，一部を掲載させていただきます。

その１：研究会での工夫

橋本先生橋本先生橋本先生橋本先生橋本先生（（（（（５５５５５月月月月月９９９９９日日日日日）））））：：：：： 研究授業後の研究会までに応
答記録表を元に，一人一人が自分なりに学習を進めて
いることをプリントにまとめようとしています。た
だ，記録表だけでは，どういう思考過程をたどったか
分からないので，数人の子供の画面をライターでプリ
ントアウトして並べて行こうと思っています。他によ
い方法がありましたら教えて下さい。

ＥＣＯＥＣＯＥＣＯＥＣＯＥＣＯ     ＮｅｗｓＮｅｗｓＮｅｗｓＮｅｗｓＮｅｗｓ（（（（（５５５５５月月月月月９９９９９日日日日日）））））：：：：： 数人の児童の学習の
軌跡を，実際の画面のプリントアウトで示すのは大変
有効な方法です。ＤＯＳ版のスタディライターの拡張
機能にある「応答記録による学習再現」で，出すこと
ができます。もし，可能ならば，研究会の会場でこの
「応答記録による学習の再現」を動かして，実際の画面
を見ていただくと，児童が，それぞれ，自分にあった
学習をすすめていることが，初めての先生にも，一目
瞭然，すぐにお分かりいただけます。

橋本先生橋本先生橋本先生橋本先生橋本先生（（（（（５５５５５月月月月月１１１１１２２２２２日日日日日）））））：：：：： （スタディライターの
拡張機能ということが）よくわからなかったので
すが，シャープに問い合わせてわかりました。オー
サ３を知りませんでした。こんど，シャープから
来てくれることになりました。

ＥＣＯＥＣＯＥＣＯＥＣＯＥＣＯ     ＮｅｗｓＮｅｗｓＮｅｗｓＮｅｗｓＮｅｗｓ（（（（（５５５５５月月月月月１１１１１２２２２２日日日日日））））） ：スタディ授業の指
導案には，次の4点が必要です。
①コースウェアの目的 ②コースウェアに設定してあ
る目標 ③応答カテゴリー ④クラスの実態
 ④については，プレテストを実施して，実態を調べ
て下さい。（今回は，間に合いませんから，先生の印象
を記して下さい）。コースはちがいますが，以前，つく
ば市の桜南小学校で行われた「かけざん基本」の指導
案をご参考までにお送りいたします。

橋本先生橋本先生橋本先生橋本先生橋本先生（（（（（５５５５５月月月月月１１１１１２２２２２日日日日日）））））：：：：：指導案は，まだできあがり
ませんが，今まで，単元設定理由として，教材観，指
導観，児童観ということで，指導案にはいつもかいて
いましたので，まだ，いかに体裁を整えるか腐心して
います。

その２：指導案について

橋本先生橋本先生橋本先生橋本先生橋本先生（（（（（５５５５５月月月月月１１１１１４４４４４日日日日日）））））：：：：：今日の授業の報告をしま
す。「先生をよびなさい」画面が，ほどんど同時に多
数出てきて，たいへんでした（計算のやり方が分から
ない16人，できたことの確認22人，合計38人）。先
生方に初めに授業中は，何も言わないで見ていて下
さいとお願いしたのですが，一緒に教えて下さいと
いいたいような授業になってしまいました。 何か，ア
ドバイスをいただけたら，幸いです。（後略）
ＥＣＯＥＣＯＥＣＯＥＣＯＥＣＯ     ＮｅｗｓＮｅｗｓＮｅｗｓＮｅｗｓＮｅｗｓ（（（（（５５５５５月月月月月１１１１１４４４４４日日日日日）））））：：：：：( 前略）多数
の児童が一度に先生を呼んでしまい，大変だったよ
うですね。計算のやり方で躓いて先生を呼んだ児童
16人についてですが，児童のノートはどうなってい
たのでしょうか。 授業を拝見していないので，よく
わかりませんが，児童が，ノートに書きなさいとコ
ンピュータに言われたところを，しっかり書いてい
たか，また，特に，問題をきちんとノートに書き筆
算で計算していたでしょうか。3桁÷2桁＝1桁を暗
算で計算するのは，大人でも大変ですが，スーパー
ＣＡＩでは，ノートに書いてから計算することを特
に指示しないので，コンピュータの時は，ノートは
いらないと思っている児童もいます。コースの初め
で，コンピュータの画面には指示がでますが，先生
からも授業の初めに，ノートに筆算で計算してから，
答えをコンピュータに入れることを，ご指示くださ
るようお願いいたします。また，机間巡視の時に，児
童がノートに計算をしていない場合は，ノートを使う
ことを指示していだだくとよいと思います。
 授業で一度に多くの手が上がって授業が立ち往生
することについて，中山先生からは，「普段の一
斉授業では，わからない児童が多くいることに気
づかずに先へ進んでしまっていたことに先生方は
是非気がついていただきたい。そのことを，研究
会でもおっしゃっていだだけただろうか」という
コメントがありました。
 今後のコースの改定にも参考とさせていただきた
いので，学習記録（クラスデータ）をフロッピー
でおおくりいただけませんでしょうか？よろしく
お願いいたします。

その３：授業
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（次ページへ続く）
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橋本先生橋本先生橋本先生橋本先生橋本先生((((( ５月１４日）：５月１４日）：５月１４日）：５月１４日）：５月１４日）：昨日，ノートを集めるのを
忘れてしまったもので，応答分析をしていて，よく
できている真面目な子が計算のやり方で「先生をよ
びなさい」と出たわけが分からず，今日の研修をど
うしようかと困っていました。16人のノートを見て
すぐにわかりました。やはり，暗算でやっていたの
です。授業の前に「コンピュータの画面を先生の話
や黒板だと思って，ノートを取りながらやりなさい」
と言っておいたのですが，「問題をノートに書い
て，筆算でやりなさい」という具体的な指示も一言
いれておいたほうが良かったみたいです。よくでき
る子に「先生をよびなさい」が，なぜでたのか，子
供たちのノートを見てすぐに分かりました。

橋本先生橋本先生橋本先生橋本先生橋本先生（（（（（５５５５５月月月月月１１１１１６６６６６日日日日日）））））：：：：：今日，割り算の続きをし
ましたが，先に良いノートを見せて，筆算をしながらや
ることと，エンターマークは，すぐ押しなさいの印では
なく，コンピュータが待ってくれている印だと話しまし
た。(中略）今日は，すごく落ち着いて静かでした。

その５その５その５その５その５：：：：：ＣＡＩ授業を行ったＣＡＩ授業を行ったＣＡＩ授業を行ったＣＡＩ授業を行ったＣＡＩ授業を行った
                                                                                     効果について効果について効果について効果について効果について

でにやったことがある児童が30人いましたが，クラ
ス全員が計算ができるようになったのには，驚きまし
た。さらに，商が2桁の問題を5題やらせました。ま
だ，コースで商が２桁のところまで進んでいなかっ
た児童も，１題例を挙げて説明してやると，引き算
のミスと掛けるときの繰り上がりミス，あまりの書
き忘れはありましたが，計算はよくできました。仮商
を立て，仮商を修正していくという割り算のポイン
トを押さえたコースであることを実感しました。その
ため，（塾などで）２桁の割り算をすでにやったこと
があって，自分ではわかっているつもりでも，治療ブ
ロックでしっかり計算のやり方を勉強し直している児
童もいました。
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橋本先生橋本先生橋本先生橋本先生橋本先生（５月１５日）（５月１５日）（５月１５日）（５月１５日）（５月１５日）          ：：：：：     今朝（1回目の授業

の翌日），授業の前に昨日の３桁÷２桁＝１桁の問題
を５題，何の説明もせずにやらせました。一人を除い
て全員正解でした。正解できなかった児童も，２問正
解で３問間違いでしたが，「ここに商が立つのはおか
しいね」とひとこと言うと，自分で正しい答えを出し
ました。昨日の授業のときにはじめて，２桁の割り算
を初めてやった児童が10人，塾などです

その６：先生をよびなさいについその６：先生をよびなさいについその６：先生をよびなさいについその６：先生をよびなさいについその６：先生をよびなさいについ
ててててて 橋本先生橋本先生橋本先生橋本先生橋本先生:::::     ｢先生をよびなさい」が出てくるコー
スで授業をしたのは初めてでした。コース研究をし
てそれぞれの場合にどう対応するのか，事前の準備
をして授業に臨みました。しかし，つまづいた児童
だけでなく，できた児童の確認作業も一度に集中し
てしまい，できた児童，わからない児童両方に一度
に，対応しなければならなかったのは，やはり大変で
した。コースによっては，ﾃｨｰﾑﾃｨｰﾁﾝｸﾞによる授業にし
た方がよい場合があるとのではないかと思いました。

 ６月末のインスト研修会からスタートした今年の夏
期研修会は，全国各地の５９会場で開催されました。
スタディシリーズの導入校を中心に，約８５０校，
１６００名と，昨年を大きく上回る数の先生方にご
参加いただきました。まだスタディシリーズが入っ
ていない学校からの参加も４５０校にのぼり，スタ
ディシリーズ利用のさらなる拡がりが期待されます。

 スタディノートはバージョン１。０が発売中です
が，現在，次期バージョンの開発が進んでいます
（発売は，来年度の予定）。そこで，その内容につ
いて，情報が入りましたので，お知らせいたします。

◆スタディノート次期バージョンスタディノート次期バージョンスタディノート次期バージョンスタディノート次期バージョンスタディノート次期バージョン 速報速報速報速報速報

◆◆◆◆◆                    この夏のＣＡＩ研修会についてこの夏のＣＡＩ研修会についてこの夏のＣＡＩ研修会についてこの夏のＣＡＩ研修会についてこの夏のＣＡＩ研修会について

「「「「「ノートを書こう」新機能ノートを書こう」新機能ノートを書こう」新機能ノートを書こう」新機能ノートを書こう」新機能
１.文字単位で色を変えることができます。
２.クリップボードの内容の表示やノートへの張り
付けができます。
３.「バックに音楽を入れよう」が追加され， MIDI
ファイルまたはWAVファイルをそのページのBGMにす
ることができます。
４.「絵を入れよう」が追加され，これを選ぶと，
BMP,GIF,JPEGファイルをカーソル位置に貼り付ける
ことができます。この絵は文字として扱われますの
で，消すときは[BackSpace]キーや[DEL]キーで消せ
ますし，カット＆ペーストも可能です。アニメー
ションGIFにも対応しているので動く絵も張り付け
可能です
５.「音・ビデオボタンを付けよう」が追加され，
これを選ぶとWAV,AVIファイルをカーソル位置にア
イコンとして張り付けることができます。「ノート
を書こう」ではこのアイコンをクリックして再生し
ます。このアイコンは文字として扱われますので，
消すときは[DEL]キーや[BackSpace]キーで消せます
し，カット＆ペーストも可能です(上記形式以外で
もビューワに再生プログラムを登録することで利用
可能になります)。
６.学年によって標準の文字サイズを変えることが
できます。
７.マルチメディアのデータ選択のときサムネイル
表示（データの縮小一覧表示）されます。

「ノートを見よう」の新機能「ノートを見よう」の新機能「ノートを見よう」の新機能「ノートを見よう」の新機能「ノートを見よう」の新機能
１.ダイレクトジャンプボタンがついてページを指定
して表示できます。
２.印刷ボタンがつきました。画面の印刷ができます。
３.表示されている内容(文章のみ)をクリップボード
へ登録できます。「ノートを書こう」でこの内容を
参照しながら返事を書くことができます。

中山先生から一言：中山先生から一言：中山先生から一言：中山先生から一言：中山先生から一言：一人一人の子どもにたいするに
は，ﾃｨｰﾑﾃｨｰﾁﾝｸﾞが望ましいでしょう。塾で既習した子ど
もと，始めての子どもとが混在しているクラスで日常は
どう対処して，一人一人の力をいっぱいに伸ばしている
のか，大変なことでしょう。



 コースウェアを作る時，フローチャート作りはな
かなか大変です。鉛筆，定規，そして消しゴムと
格闘しても，なかなか思うような形にならなくて
苦労した経験のある方も多いと思います。そこで
ご紹介するのは，東原先生ご愛用のソフト『ワン
ダーメモ』です。たとえば，フレームをマウスで
掴んで移動すると，フレームから出ている線や矢
印も一緒に移動できるなどフローの変更が自由自
在。操作に慣れたら，清書だけでなく，フロー

「あると「あると「あると「あると「あると          便利！便利！便利！便利！便利！     これはいいぞ！！」これはいいぞ！！」これはいいぞ！！」これはいいぞ！！」これはいいぞ！！」
                                                                                                              というというというというというコーナーコーナーコーナーコーナーコーナー

『ワンダーメモ』    定価14,800円
発売元  (株)シーガル  ℡0426-25-9960

 このコーナーでは，授業や，教材作成，成績処理
などに，「使ってみたら，便利だった」，「これ
なら他の人にも是非教えてあげたい」というソフ
トやツールなどの情報を募集しています。手紙，
FAX，e-mailで，ECO Newsまでご連絡下さい。

お知らせ他

 ☆ＥＣＯ Ｎｅｗｓの組織変更に伴い，税金等の
事務処理をしなければならなくなりました。この
ため，CD-ROMでのコースウェア配付の場合の料金
を，次のようにさせていただきますので，よろし
くお願いいたします。
①今まで，CD-ROMでコースを配付をご希望の方に
は，CD-ROMの実費として3000円をご負担いただい
ておりましたが，これより，消費税分150円もご負
担いただくとこになりました。このため，ＣＤ1枚
につき，消費税を含めた31503150315031503150円円円円円をご送金いただき
ます。
②コースウェアと一緒に，マニュアルもＣＤに入
れて配付いたします。お送りするのは，ＣＤ1枚で
す。送料は，ＥＣＯ Ｎｅｗｓが負担いたします。
③ご送金いただく銀行口座が変わりました。新し
い口座は次の通りです。

コースウェアをコースウェアをコースウェアをコースウェアをコースウェアを
                              ＣＤで配付する場合のＣＤで配付する場合のＣＤで配付する場合のＣＤで配付する場合のＣＤで配付する場合の

                                        料金および料金および料金および料金および料金および銀行口座が銀行口座が銀行口座が銀行口座が銀行口座が
                                                                                                              変わりました変わりました変わりました変わりました変わりました
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を検討する段階で使うと便利さが身に染みます。い
ろいろと書き換えて見ることで，考えることがで
きるのです。

お頒けしますお頒けしますお頒けしますお頒けしますお頒けします

  『CAI実践20周年記念
    教育コンピュータ利用全国研究大会論文集』

  価格  1冊  1050円   送料   240円

  『ＥＣＯ Ｎｅｗｓ５０』

  価格  1冊  1000円   送料   310円

お申込み方法：（1冊の価格×冊数＋送料）を添
えて，郵便振替郵便振替郵便振替郵便振替郵便振替でお申込み下さい。必ず，品名
と冊数を通信欄にお書き下さい。

 研修会用テキスト 『７＋４』

  価格  1冊  1050円   送料   310円

                      口座番号  00110-0-730289
             口座名  ＣＡＩ実践20周年

銀行名銀行名銀行名銀行名銀行名                              常陽銀行研究学園都市支店常陽銀行研究学園都市支店常陽銀行研究学園都市支店常陽銀行研究学園都市支店常陽銀行研究学園都市支店
口座番号口座番号口座番号口座番号口座番号    1447860    1447860    1447860    1447860    1447860

口座名口座名口座名口座名口座名      2 1      2 1      2 1      2 1      2 1世紀教育研究所世紀教育研究所世紀教育研究所世紀教育研究所世紀教育研究所     中山和彦中山和彦中山和彦中山和彦中山和彦

郵便振替の口座は変更ありません。

   口座番号   00160-9-727214
  口座名     ＥＣＯ Ｎｅｗｓ

ECO  News No.51

 てんやわんやの引越し騒動を経て，２１世紀教育研究
所が誕生して６ヶ月，春霞に煙っていた筑波山も秋空
に青紫の姿をくっきりと見せる季節となってしまいま
した。ＥＣＯ Ｎｅｗｓをようやくお手元にお届け致し
ます。

編集後記編集後記編集後記編集後記編集後記

 この６ヶ月の間，ＥＣＯ Ｎｅｗｓの事務スタッフは，
大きく変わりました。何と，中山先生と私（赤井）を除
くとみな２０代前半，インターネットを辞書代わりに使
い，ポケベルが鳴る世界です。この若いスタッフととも
に，これまで以上にがんばってまいりますので，よろし
くお願いいたします。来月号では，ＥＣＯ Ｎｅｗｓの
ホームページをご紹介できる予定です。

ＥＣＯＥＣＯＥＣＯＥＣＯＥＣＯ               ＮｅｗｓＮｅｗｓＮｅｗｓＮｅｗｓＮｅｗｓ
２１世紀教育研究所２１世紀教育研究所２１世紀教育研究所２１世紀教育研究所２１世紀教育研究所
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