
― 1 ―

67 2021年5月26日

画・岡本正和（元山口県小学校教員）
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今後の教育界を激変させる 2種類の科学技術

今後の教育界を揺るがす科学技術として次の 2つが挙

げられます。一つはオフロード・テクノロジー（負担軽

減技術）で、車の自動運転、自動掃除機、自動翻訳など

人間の負担を下げて生活を楽にする技術です。

その次に来るのが、身体能力の底上げをするエンハン

スメント・テクノロジー（身体強化技術）です。走り幅

跳びでは、すでにカーボン製の義足を装着したパラリン

ピック選手の記録がオリンピック選手のそれを上回って

おり、電動義肢で競技を行うサイバスロンの知名度も向

上しつつあります｡アメリカでは､ ADHDの緩和剤であ

るリタリンが認知能力を強化するスマートドラッグとし

て濫用されており、大学生の 4人に 1人、研究者の 5人

に 1人に服用経験があると言われています。さらに磁気

刺激で脳のポテンシャルを引き出す技術も開発されてい

ます。いずれデザイナー・ベビー（遺伝子操作された子

ども）が誕生するのではないか等、倫理的懸念をはらみ

ながら科学技術は発展しています。現在進行中の「教育

の ICT（情報通信技術）化」はその前哨戦にあたります。

では、今後、学校にはどのような変化が訪れるでしょ

うか。以下、知育、体育、徳育について例示します。

ICT を活用した知育

〇個別最適化学習

数学などで、人工知能が子どもの習熟度に合わせて最

適な練習問題を選び、自動で採点する仕組みが実用段階

にあります。もろん「個別最適化」に適応できない子ど

もはどうするのかといった懸念があります。

〇オンライン協同学習

今後はビデオ会議で子どもが席を並べて学習したり、

自動翻訳を使って他国の生徒と交流する機会が増えます。

現在の学校は学齢別に学習をすることが一般的ですが、

学齢や居住地の縛りを取り除いて、発達段階や性格傾向

に応じて全国の子どもをマッチングさせたほうが良い場

合もあるのではないか、などと考えられています。

〇STEAM探究授業

STEAM とは Science / Technology / Engineering /

Arts / Mathematics の頭文字です。理工系・芸術系の各

領域を横断するような探究授業の試みが検討されている

のです。災害用ドローンの動作をプログラミングする体

験授業や、電子楽器の演奏やダンスの動画をWeb 上に

配信する試みが一部の学校でなされています。

〇没入型教育体験

今後、VRゴーグルをつけて歴史的建造物を探訪した

り、本能寺の変に立ち会ったりと、その時代の習俗や空

気を感じながら学べるようになるでしょう。

ICT を活用した徳育

〇情報モラル教育

ネットトラブル、ノースマホデーなどを題材にして、

ICTをめぐる権利や責任、安全や健康、配慮などについ

て学ぶのがよくある情報モラル教育です。しかし「情報

モラルは大切だが、ICTの危険性を強調しすぎることで、

ICT活用を停滞させたり、子どもに軽んじられたりして

いる」といった批判もあります。


山本宏樹さん（東京電機大学）

2 月 27 日（土）に開かれた「参加と共同の学校づくり・教育課程づくり交流集会」で報告された「教育の ICT化をめぐる今

後の展開と課題」「スマホ＋ ICT端末で深刻化する子どもたちの健康被害」の要旨を紹介します。（文責：編集部）
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〇デジタル・シティズンシップ教育

こうした状況を踏まえ「積極的に ICTを活用して、社

会問題を解決する」という学びの在り方が近年検討され

ています。「ネットの匿名性を全否定せずにどうやって

良い面を引き出していくか」「どうすれば、著作権を侵害

しない形で作品を活用し、文化を耕していけるか」など、

対話や試行錯誤を重視し、子どもが安心して失敗できる

ネット空間を用意していくことが目指されています。

その他、ICT を利用した体育として、オンラインス

ポーツ教室、動的ビデオゲーム、コーチングAI（人工知

能によるフォームの修正、心拍数や呼吸の計測による運

動最適化）、審判AI なども挙げられます。

教育の ICT化をめぐる 3つの争点

①自由か抑圧か

教育の ICT化は、ホームスクーリングの充実や、相性

のよい友人との出会いなど、子どもの「自由」を広げる

可能性のあるものですが、子どもへの「抑圧」が増す危

険性もあります。たとえば小学校から高校までの学習履

歴を蓄積する eポートフォリオは、子どもに手厚いケア

を行うためにも使えますが、「問題児」の監視のために使

うことも可能です。過去に犯した失敗が忘れられずに残

り続けてしまうといった問題もあるのです。

②平等か格差か

教育の ICT化によって「平等」が進展するという側面

があります。たとえば、難民や紛争地帯で生活している

子どもが自ら窮状を発信することもできますし、日本の

子どもたちがそれを見て世界の平和と平等について考え

ることもできます。弱い立場の人の声が聴き取られやす

くなるという側面があるのです。その一方で「教育の

ICT化」自体が格差にまみれているという現実もありま

す。生活保護の枠内で最低限の通信費や機材費をまかな

う制度は整いつつありますが、生活保護に至らない程度

の困窮世帯にとってはやはり負担増になっています。

また、仮に最適化学習の機材を揃えられたとしても、

保護者が子どもの学習を補助してあげられるか等、経済

格差だけでなく家庭の文化的格差も憂慮されています。

③配慮（ケア）か無配慮（危害）か

教育の ICT 化によって教育が効率化されるとして、

浮いた労力や時間をどう振り分けるかも争点になります。

より質の高い支援を行うために使用できるのであれば、

教育はよりケア的なものになりますが、浮いた分をコス

トカットする形で教職員を減らしていく流れも考えられ

ます。実際、大学ではコロナ禍でオンライン授業化が進

みましたが、学部やキャンパスの垣根を超えた大規模授

業が可能だと分かり、一部の大学では開講授業数の削減

や非常勤講師の雇止めが検討されているようです。

ICT活用を通じて自由、平等、配慮をいかにバランス

よく実現していけるかが、今後の争点になると思います。

教育の ICT化の段階的受容モデル

科学技術が社会に受容されるプロセスとして、ガート

ナーの段階的受容モデルが有名です。新しい技術は、

徐々に注目が高まり（黎明期）、やがて流行を迎えますが

（流行期）、それに伴って事故や依存などの問題も噴出し

ます（幻滅期）。そこで消えていく技術もありますが、適

切な用法用量が人々に理解されると（啓発期）、有益な技

術として社会に溶け込んでいく(安定期)というものです。

おそらく現在は「教育 ICT の啓発期」だと思います。

国や大企業は Society5.0 の「バラ色の未来」が来るよう

に言いますが、デメリットやリスクもあるわけで、抑圧、

格差、コストカットを当然視するような暗黒啓蒙（Dark

Enlightenment）に抵抗していく必要があります。ただ

「アラブの春」「＃MeToo」「Black Lives Matter」などの

ように、ICTは使い方次第で社会の民主化に貢献する可

能性もあります。「教育の ICT 化」をどう進めていけば

よいか、私たち自身が ICTの活用を通じて啓発・発信し

ていく必要があると思います。

どうなる？ 子どもと教育
新しい学習指導要領のねらい

学習会
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私は研究会の代表とともに､｢ネット健康問題啓発者養

成全国連絡協議会」（養成協）の共同代表を務めています。

この協議会は、日本医師会・日本小児科医会等医療の

専門家、ネットアドバイザー団体（ネット問題啓発者）、

教育学・社会学等研究者が連携し、啓発者を養成する団

体として 2017 年 12 月に設立しました。

養成協では、ネット・スマホの長時間接触、早期接触

により顕在化した健康被害問題を、（1）脳の発達阻害、

（2）視聴覚神経の発達阻害、（3）睡眠不足による心と体

の不調、（4）運動器や関節、電磁波問題、（5）ネット依存

と整理し、本日はこの中で、（1）と（2）の問題を取り上

げます。脳問題は、脳科学者である東北大学の川島隆太

氏の研究グループの成果をベースにお話します。

1．脳の発達阻害

（1）スマホの長時間使用と成績の関連

〇スマホの使用時間と学校での成績には、強い相関関係

が認められ、同じ子どもの経年変化を見ても、スマホ、

LINE の使用・不使用と成績との相関関係が認められ、

また、利用時間が長いほど成績が低下していることが認

められました。

スマホ・タブレット（インターネット）を過剰に使用

している子どもは、大脳皮質（灰白質）の前頭前野 6領

域などの体積が 3年前より増えておらず、発達が止まっ

ていました。前頭前野以外にも、小脳、海馬、偏桃体、

視床などにもこの傾向が見られました。

〇最近の研究で、東北大学の学生のネット依存傾向度と

脳画像を比較検討したところ、依存

傾向の強い学生ほど、脳の白質の密

度が低くなっており、発達不全の兆

候が見られました。また、ネット依

存傾向が強く、スマホにのめり込ん

でいる学生は、特に前頭前野・基底核の周辺白質、側頭

葉白質、島・脳梁の白質の密度が薄くなっていました。

これは白質の発達不全で、老化のサインともいえます。

これらの研究から川島研究グルーブはスマホの長時間接

触とその使用方法でスイッチング（メディア・マルチタス

キング）行為により、「白質と作動記憶という重大な認知

能力が低下してきている」と仮説してそれを究明中です。

（2）一人一台パソコン使用と関わる研究報告から

〇 作文を書いている時の脳活動

「紙と鉛筆」の場合は前頭前野の活動が盛んですが、

「スマホ」「パソコン」を使う時は抑制されています。

〇 言葉の意味を調べている時の脳活動

紙の辞書で調べている時は、スマホで調べる時より時

間はかかるものの、前頭前野の活動が活発です。

〇 読書週間のある子どもは成績が高い

読書時間が長い子どもほど、4教科平均の偏差値が高

いです。読書の習慣があり、読解力が上がると脳神経回

路が強化されます。特に脳白質部の発達が見られ、言語

能力の発達が強く促進されることが判明しました。

2．視覚神経の発達障害

コロナ禍でネット健康被害の自覚症状が顕在化してい

参加共同学校づくり・程づくり交流会
地域とつながって子どもを育てる

                               

                               

 
 

 
 

スマホ＋ ICT端末で深刻化する子どもたちの健康被害
大谷良光さん（子どものネットリスク教育研究会 代表）
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るのが眼です。子どもも大人も「スマホ老眼」「オンライ

ン老眼」になっているのですが、「晴眼疲労」（休めば治

る）で片づけられています。しかし、晴眼疲労では済ま

されない新事実が報道されはじめました。

（1）近視と強度近視

○従来から学校でやっているようなランドルト環検査で

なく、もっと正確なデータが得られる眼軸測定検査方法

により近視・絶対近視の急増が確認されています。

（下表：慶應義塾大学医学部の調査、2019 年）

この調査で、東京の区立小学校の近視・強度近視有病

率を見ると、ランドルト環検査（2018 年文科省調査）で

は、小学生では近視が 35％ですが、眼軸長測定をすると

77％、その中に強度近視が 4％いました。中学生ではラ

ンドルト環検査で 58％（2018 年文科省調査）、眼軸長測

定では 95％、強度近視が 11％もいました。

強度近視眼とは眼軸の長

さが正常な眼球では 25 歳

くらいまで平均 24 ｍｍ成

長するが、強度近視の場合

27 ｍｍまで伸びていました。

〇強度近視になる要因は遺伝性と環境性がありますが、

環境性の要因としては、

① 30㎝未満の距離で 30 分以上の近業。ネットで言えば

スマホ・タブレットの使用（書籍を見る距離は平均 34㎝

前後に対し、スマホを見る距離は平均 18㎝前後）

②スマホ、タブレット等の長時間使用

③外遊びの減少。眼軸の伸びを抑えるのは、太陽光のバ

イオレット（紫色）光であることが最近の研究で分かり

ました。これが大きく減っています。

④夜更かしも視力不良を引き起こすことが分かってきま

した。

（2）両眼視機能異常

輻輳（寄り眼）による、両眼視機能異常。片眼視、複

視、急性内斜視、外斜位が増加していることが、眼科医

の最近の研究で分かってきました。下表参照。

また、その危険性について、次のように指摘さています。

・危険現実性 ⇒ 複視（二重に見える）や片目で見るため、

また、奥行き知覚の低下により怪我や事故が発生。

・危険可能性 ⇒ 視覚の問題ではなく脳のネットワーク

問題のため、深刻な事態が予測される。特に、発達中

の乳幼児、児童・生徒には影響が心配されます。

3．発達段階に応じて正しく活用を

（1）子どもも保護者も、教育関係者も「正しく恐れる」

ことが必要です。スマホや ICT端末に「対峙する」姿

勢で使用する。大人は、子どもを守る責任があります。

（2）ICT 教育で端末を使用する時間が増える分、授業

外での、特にスマホの使用時間を減らすことです。

（3）眼を画面より 30㎝以上離し、

20 分－ 20 フィート（6m）－ 20 秒

20 分利用したら 6メートル先を 20 秒見る。

アメリカを中心にこの運動が始まっています。

（4）調べものは、紙媒体の辞書で。あるいは辞書とネッ

ト検索のハイブレッドで。

小学生までは、文字調べは辞書で。

（5）文字入力は、小中学生の基本は手書き。キーボード

入力は必要に応じて。漢字は、手書きで意味を理解し

て覚える。言語的能力の育成は思考力の基礎です。

最後に、GIGAスクール構想と ICT 教育は分けて考え

る必要があります。発達段階に応じた ICTの利用の仕方

が大切であり、ネットリスクについての教育が必要です。
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2021 年度からの段階的な 35 人学級実施に対し、全国

15 もの道県が独自の少人数学級をすすめました。秋田・

福島・奈良では 1 学級約 30 人を小中学校全学年で実施

しています。

しかし、東京都は従来の習熟度別少人数指導、40 人に

よる切磋琢磨がよいという論を掲げ、教室不足や予算を

理由に未だ少人数学級には後ろ向きです。現在、少人数

指導は英・数など特定の教科のみであり、少人数学級で

あれば全教科少人数指導、近年増加する不登校や特別な

配慮を要する子どもに対しても、より手厚く対応するこ

とができます。

また、都や国は、行政の効率化のために現在進行形で

小規模校を減らし続けています。大規模校になればなる

ほど 1学級あたりの人数は上がります。東京都では、小

学校の約 8分の 1の学級が、中学校では約 3分の 1の学

級が 36 人以上ですが、この割合

は全国トップクラスです。教室不

足の原因である学校統廃合を今すぐやめるべきです。

突然の休校からまっさきにコロナ禍の犠牲となった子

どもたちの、豊かな成長・発達を保障し、子どもたち一

人ひとりをきめ細かくサポートするためには、まず少人

数学級をすすめることが最優先です。

東京教育連絡会では、この東京独自の教室不足、教職

員不足、予算などの問題を「全国の教育条件を調べる会」

とともに調査し、東京都独自で少人数学級をすすめるこ

とを求める提言をまとめました。これをもとに、教育予

算の大幅増額を都に訴えるための「2022 年度東京教育予

算概算要求に向けた要請署名」を東京地評とともに大き

く広げ、東京都の教育予算の見積もりに反映させたいと

考えています。

コロナ禍で、非正規の女性たちは真っ先に職を失い、

女性と子どもの自殺が増加…。これまでも自治体や国に

要請行動をしてきたけど、もっとダイレクトに「大丈夫

だよ、安心していいよ」というメッセージを送りたい。

―― そんな思いでとりくんだのが「生理の貧困」です。

3 月 4 日に NHK で「学生 5 人に 1 人が生理用品入手

に苦労」と報じられると、各地の教育委員会への要請が

ひろがりました。でも反応は…「えっ生理？」「無償？」

「うーん」で、担当もほぼ男性。同時期、各地の食料支援

などの場でも生理用品の配布もスタートしました。

3月 25 日、文科省と内閣府に「生理に困った」の声を

集めて直接交渉へ。内閣府で少額ですが予算がついたの

で、学校の生理用品配布にも使えるようにと意気込みま

したが、内閣府いわく「『女性活躍』の中に学生や生徒・

児童は含まれない。みなさんの期待に応えられる制度設

計ではない」という冷たい答弁にがっかり。ただ、文科

省は現場で先行している学校配布の経験を聞き取ってい

く、とのこと。つまり勝負は現場で実践を積むことです。

新婦人は草の根からのアタックを強めることにしまし

た。そして 4月、学校配布が決定の報道が相次ぎました。

岩手県北上市は、「新婦人北上支部が子どものために

市へ生理用品寄付。生理用品は市内の小中学校に配布さ

れる予定」と地元紙や市の FBで。神奈川県大和市でも

要請きかっけで学校配布が始まりました。

最後に、新婦人のアンケートに寄せられた声を紹介し

ます。「学校で生理になったとき、トイレットペーパー

で応急処置していた。保健室で借りられることも知らな

かった。それだけ生理の話題はタブーだった。もし、学

校に生理用品が無償で使えたら、どれだけよかったか…。

経血漏れの不安を感じながら過ごさずにすんだのかも」

／学校での無償配布がされている先生の声「生徒たちは

『安心して勉強できる』『体育の授業にも心配せずに参加

できるようになった』と言っています。より自信が持て、

生理へのタブー意識も減りました」






かがやけ 子どもの えがお

東京独自の少人数学級実現 に向け、教育予算の増額を
東京教育連絡会（大友育子さん）

「生理の貧困」―学校に生理用品の無償配布を 新日本婦人の会（西川香子さん）
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2020 年 10 月 9 日、大阪府教育委員会は「2025 年日本

国際博覧会教育プログラム事業開始の発表」を報道提供

しました。これは、経済産業省が深く関わる「公益社団

法人 2025 日本国際博覧会協会」が中心となって行って

いる事業です。表向きは「教育委員会協力」で、「SDGs」

や「万博」について学ぶものとなっていますが、実態は

それらを隠れ蓑に、企業や経産省が直接学校の教育課程

に介入できる内容となっています。報道では「25 年には

会場に行きたくなるよう興味関心を高める内容（大阪日

日新聞 2020 年 10 月 10 日）」とされ、万博に向けての総

動員態勢のための教育です。2020 年度は大阪府のみで

したが、2021 年度から関西全域（三重を除く近畿地方と、

四国の一部にまで拡大）、2022 年度から日本全国が対象

となります（募集は 1月）。

この教育プログラムの教材は、国際博覧会協会のホー

ムページにすべて公開されており、デジタル教材として

学校が使用できる状態になっています。GIGA スクール

構想による「1人 1台端末」が加速したため、実質全国の

学校で、教材を用いた教育プログラムが行える状況と

なっています。デジタル教科書への門戸を開くとともに、

検定や採択を通過しない教材が全国へばらまかれること

になります。この事業は「日本競輪協会（JKA）の補助

事業」であり、予算の多くを JKAが出しているため、教

材の表紙、授業で流す動画の冒頭に大きく「競輪の補助

事業」とロゴマークが存在します。いかにも商業主義的

であり、カジノ、IR万博を象徴するものです。

学校教育の場に公営ギャンブルのロゴマークの入った

教材を無批判に流布させることは許されるものではあり

ません。また、この教材の内容には非常に多くの問題が

あります。たとえば、「『いのち輝く』について考えよう」

というテーマの取組みが 1時間あります。該当ページに

は、発展途上国のスラム街などの写真と共に「世界中で

多くのいのちが輝くことができていない」「輝くことの

できないいのち」という言葉が示されています。日々を

生きる人々の営み、「いのち」に対して「いのち輝く」と

いうあいまいな言葉と、特定の価値観をおしつけるもの

です。また、格差や貧困を発展途上国だけの問題である

かのような誤解を子どもたちに与えるものです。優生思

想にもつながり得ます。また、中学校版の年表には「神

武天皇即位から 2600 年」という表記があり、皇国史観で

ある神話に言及した教材です。さらに、教材内に企業の

SDGs の取り組みとしての社会貢献 PR がふんだんに盛

り込まれています（中学校は完全に企業 SDGs のみです）。

教育活動を通じて、企業 PRを進めるものです。

教材だけでなく、「総合的な学習の時間」を中心に 10

時間程度を使って実施されます。最終的に小学生はポス

ター作製（地域の図書館や万博会場で展示）、中学生はプ

レゼンテーション発表となっています。しかし、その過

程で、「株式会社キャリアリンク」など、学校とマッチン

グさせた企業の介入が行われます。具体的には、授業の

中で「自分たちの考えた『いのち輝く』アイデア」の校

内発表会が行われる際、企業が同席します。そして、そ

の中で子どもたちに「企業が指導助言」します。実際に

2021 年 3 月に大阪府で行われたジュニア EXPO では、

子どもたちが報告の中で「このアイデアを実現するため

には株式会社○○の協力が不可欠です」とプレゼンテー

ションをしています。学校教育が企業の SDGs のとりく

みを PRする場にされるものです。

学校によっては、「SDGs を教えるための無料の教材」

としてとらえられる可能性もあります。しかしながら、

前述のように多くの問題を含んでいる教育プログラムで

あり、文科省や教育委員会を飛び越えた学校への財界の

介入を助長するものです。「教育課程の編成権は学校に

ある」以上、参加の有無、内容など、各学校での十分な

協議と合意形成が

必要です。

全国で「万博教

育」のおしつけを

許さないとりくみ

が求められます。










戦争させない！平和な未来を！

憲法と子育て・教育を考えるつどい

若者に励まされ、勇気がわいた 安達寿子さん（静岡）

 

 















全国展開！万博教育プログラムによる教育への不当な介入
～カジノ・IR万博に向けての一億総動員体制の構築へ～

今井 政廣さん（大阪教職員組合）
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憲法記念日の 5 月 3 日、全国各地で「憲法を守ろう」

との憲法集会が多彩に開かれました。

国会正門前では「とりもどそう！民主主義、立憲主義、

平和といのちと人権を！ 5・3憲法大行動」が開かれ、オ

ンライン中継もされました。主催は、総がかり行動実行

委員会、全国市民アクションなどが参加する 5・3憲法集

会実行委員会です。

小森陽一さんが「九条の会もこの会に参加しました。

憲法が保障する『個人の尊厳、幸福追求の権利』を実現

することを求めましょう」と挨拶しました。

作家の雨宮処凛さんは、「これから『大人食堂』の行動

に参加します。生活保護の利用が増え、一方では特に女

性の自殺が増えています。憲法 25 条を使い倒していこ

う」と発言。

法政大学前総長の田中優子さん（江戸文化研究者）は

「自民党の憲法改正草案は、天皇を元首とし、自衛隊を国

防軍にするという。それは『改正』ではなく、今の憲法

を捨てることになる。今の憲法を捨てるか守るかの 2択

しかない」と語りました。

山口二郎さん（安保法制の廃止と立憲主義の回復を求

める市民連合）は「総選挙で市民と野党の共同で、政権

交代を実現しよう」と訴えました。

他に、羽場久美子さん（神奈川大学教授、日本学術会

議元会員）、清水雅彦さん（日本体育大学教授・憲法学）

が発言。政党からは、立憲民主党、日本共産党、社会民

主党、沖縄の風からそれぞれ党首・代表が登壇あるいは

オンラインで挨拶し、れいわ新選組からはメッセージが

寄せられました。

                               

                               

 
 

 
 

第61回 子どもを守る文化会議ひらく
高柴光男（実行委員会事務局長）

子ども全国センター 2021 年度総会のご案内
● 6月 26 日（土）13：30 ～ 16：30
●全国教育文化会館 5B会議室 ＋ オンライン
・記念講演
・総会議事
2020 年度の活動報告
2021 年度の活動方針
決算・予算
運営体制

 をう をう
各地で 5・3憲法集会 開く

新型コロナと子どもの心・からだ
教育の ICT化がすすむもとで大切にしたいこと

田中 哲 さん（児童・思春期精神科／
子どもと家族のメンタルクリニックやまねこ院長）

講演

全教、教組共闘連絡会ととも
に、今年も「えがお署名」にと
りくみます。
2022 年度の政府予算に向け
て、文部科学省の概算要求に組
み込むよう、現場からの要求を
提出しましょう。
ぜひ、ご協力をお願いいたし
ます。

署名用紙をもっと必要な方は
ご連絡ください。
7 月 5 日（月）までに子ども
全国センターへお送りください。
ネット署名の拡散もお願いし
ます。

提出 2021 年 7 月 8 日（木）

めざせ 20 人学級
せんせいふやそう 教育の無償化！

どなたでも
ご参加
いただけます


