
１　才能教育の研究意義と、実践および研究の歴史

この小論では、完全習得学習（Mastary Learning）を応用した教育理論や教育実践により、学
習障害（LD）のための才能教育（Gifted and talented education）を可能にする方法を探る。LD

には、教育的観点からの Learning Disabilities、医学的観点からの Learning Disorders、学び方の
違いや多様性という観点からの Learning Differences がある。学習障害児が充実した職業生活を
送るためには、その人が興味を持ち得意である能力を伸ばすことは重要である。学習障害児へ
の教育をどうするかということは、学習障害児のみならず、学力格差の問題の改善などにも役
立つ実践となり得る。学習障害児の学習を支える教育方法は、すべての児童・生徒の学習を支
える教育方法になりうる。すべての児童・生徒の長所・才能を伸ばす教育方法となりうること
が、「学習障害のための才能教育」を研究する意義である。

文部科学省の「主な発達障害の定義について」によると、「学習障害とは、基本的には全般的
な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論する能力のうち特定
のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態を指すものである」（文部科学省1999．下線
は筆者による）。「知的発達に遅れはない」ということは、学習障害児にも才能児が存在する可
能性があると推測する。

才能教育は、日本では英才教育と思われがちであるが、米国ではすべての子どもたちの才能
を伸ばす教育である。才能教育は、発達障害への個別的対応という機能もある。個別教育計画

（IEP: individualized education program）は、日本では発達障害児への教育方法と思われがちであ
るが、米国では配慮や支援が必要なすべての子どもたちに適用される。才能教育と個別教育計
画とは、才能児や発達障害児に、個別に対応する教育という点で共通している。

山内乾史によると、日本の才能教育では、1989年の第14期中央教育審議会が分岐点とされる。
戦前からのエリート教育は社会的要請であった。それに対し、才能教育は個人的要請であるこ
とが示されたことを山内は評価している（山内 2004：15）。同審議会答申で、「個性を尊重する
これからの時代においては、特に能力の伸長の著しい者に対しては教育上の例外措置を認め、
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その能力の一層の伸長を図ることが必要である」と記載された（第14期中央教育審議会 1989：
27）。この審議会答申以後、日本でも、才能教育の本格的な研究書が発刊されるようになったと
山内はいう（山内 2004：16）。こうした日本の才能教育の研究では、早熟な突出した才能や学
習能力をもつ少数の人たちに注目することが多かった。才能を他者との比較で優秀であるとし、
才能教育はそのような能力を持つ人たちの特別な教育と定義するからである。麻生誠は、「創造
的才能教育推進のための12の提言」の「提言１ 才能教育の理念及び目的を明確にすること」で
は、「才能教育は、知能やその他の才能に恵まれた優秀児を早期に発見し、その素質を望ましい
方向に発達させる教育である」と定義している（麻生 2004：106）。「提言６　才能教育の対象
者を少数に限定すること」では、「『例外的な措置』という基本的な立場を堅持するためにも、
才能者の数は当該年齢人口の0.1％程度、つまり千人に１人程度の数に限定することが望ましい」
と主張する（麻生 2004：110）。

近年では、外国での才能教育についての研究もあらわれている。杉本均は、シンガポールの
才能教育について論じている。一貫校の設置、特殊校の設置、促進（飛び級）プログラムの導
入、才能児の選抜・識別方法の多様化、という四つの特徴があると杉本はいう。促進（飛び級）
プログラムは、才能児を既存の学校に早く入学させるだけなので、コストが抑えられるメリッ
トがあるという。また、シンガポールの才能教育には、受験勉強で時間と労力を浪費させるよ
りも、子ども自身が学習するという本来あり得べき教育を実現させようという理想が背景にあ
ると杉本はいう（杉本 2012：22-36）。シンガポールの才能教育は、教える側と学ぶ側の両者の
負担を少なくするという観点からすれば、合理的な選択であると言える。また、日本で受験勉
強の負担が重いことや同学年に同年齢集団を重視する年齢主義に対して、シンガポールの才能
教育は対照的であるといえる。

南部広孝は、中国の才能教育について論じている。中国では、才能教育は「超常教育」と呼
ばれる。中国の生徒や親には、大学入試が重視されているため、特定の才能を伸ばすことには
消極的である。また、教育の公平性という理念から、才能教育には消極的であるという。しか
し、個人の能力を伸ばす新しい教育方針も示されており、今後の動向が注目されるという（南
部 2012：52-65）。才能教育よりも大学入試が重視されているという点は、日本の教育の現状と
共通している。

石川裕之は韓国の才能教育について論じている。韓国の才能教育では、特殊目的高校と英才
教育機関の二つに分類できるという。韓国の才能教育では、数学・科学分野に極端に偏重して
いる傾向があるという。才能教育が国家・社会の要請に基づいて行われると、多様性が失われ、
国家の利益に寄与する分野に偏重する危惧があると、石川はいう（石川 2012：37-51）。「韓国
における才能教育の理念は、社会の活性を高め、国家の国際的地位を高めるために、科学技術
分野を中心に革命的な発見や発明を導こうとする『国際競争主義・科学ノーベル賞型』と、個々
の子どもの能力に適した教育を提供するという『適能教育主義』の２つの側面を有している」
と石川はいう（石川 2011：277）。韓国の才能教育は、山内のいう社会的要請および個人的要請
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の両側面を持っているといえるだろう。
植田みどりは、英国の才能教育について論じている。特徴として、教育全体の水準向上に才

能教育が寄与している、国家戦略として才能教育を推進している、などがあると植田はいう（植
田 2012：66-79）。「福祉国家」からの転換として、将来への投資という観点から人材育成を重
視する「社会投資国家（社会的投資国家）」論がある。英国での才能教育は、社会投資国家論の
影響を受けているのではないかと思われる。

石角友愛は、米国の才能教育（ギフテッド教育）を紹介している。「2006年の時点で公立校に
通うアメリカ人生徒のうち、約７% がギフテッドと認定されていた」。「発掘されたギフテッド・
チルドレンの中には障害を持つ子がいることもあり、ワシントン州では６% が障害を持ってい
たと返答しています」。「ミシシッピー州やアーカンソー州では、発掘されたギフテッド・チル
ドレンの約40% ～50% が貧困層に属する子どもだったというデータもあります」（石角 2016：
29-30）。貧困層にいるギフテッド・チルドレンを、発掘して教育機会の平等を実現することが
米国の教育の課題であるという（石角 2016：64-72）。関内偉一郎は、米国での才能教育を研究
し、才能教育が量的拡大をしていった変容過程を明らかにしている。「現在の才能教育は、IQ

に基づいて選抜されたごく少数の知的才能児だけでなく、音楽や美術、舞台芸術など様々な分
野でより多くの子ども達を対象として行われている。その背景にはガードナーの多重知能理論
をはじめとする心理学理論をはじめとする心理学理論の進展によって、才能の多元性や潜在性
が認識されるようになったことが大きい」（関内 2020：123）。「近年、アメリカの才能教育は少
数の優れた才能を持つ才能児に限定されたプログラムから、より多くの子ども達を対象とした
プログラムへと拡大され、子ども達一人ひとりの才能伸長を目指す『適能教育主義』的な取り
組みへとその方向性を大きく転換している」。「『才能』を『並外れて優れた能力』という意味の
他に、『個人内での比較的優れた特性』と広く捉えることで、全ての子ども達の得意な部分に公
正に応じようと」していると関内はいう（関内 2020：232）。発達障害と才能の両方を持つ子ど
も達を「二重に特別な（twice-exceptional: 2E）」子ども達と呼ぶ（関内 2020：164）。２E 児に
対しても、拡大されたプログラムは有効なモデルであり、包括的な学習支援が行われている（関
内 2020：178）。石角と関内が紹介しているように、２E 児（発達障害と才能の両方を持つ子ど
も達）は一定の割合で存在する。２E 児の障害に配慮すると共に、才能を伸ばす教育を提供す
る事も、才能教育の課題である。

松村暢隆によると、才能教育は、一部の子どもたちのためのエリート教育であり、恵まれな
い状況にある子どもたちとの格差を拡大するという批判は、米国にも存在した。そのような批
判を受けないためにも、近年、米国では、すべての子どもたちの才能を伸ばすのが才能教育の
目的であると、才能教育の擁護者たちは主張するようになった、と松村はいう（松村 2003：
7-9）。関内が明らかにした、才能教育が量的拡大をしていった変容過程は、このような米国内
での才能教育に対する批判に配慮した結果でもある。

外国での才能教育を踏まえた、日本での才能教育への提言と意義を紹介したい。米国の早期
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大学入学プログラムでは、まれではあるが、小学生の年齢の児童が大学に入学する例がある。
しかし、これは同年齢の子ども集団での経験を失わせるという問題点がある。この問題点を防
ぐため、松村は、高校・大学連携のプログラムを提案し、A・B・C の３つの才能教育プログラ
ムを提起している。A: すべての子どもを対象とした拡充（子どもに合わせ科目・授業の内容を
深め拡げる）プログラム B: 高校・大学連携のプログラム C: 才能のある障害児に対するプログ
ラム（松村 2008：191-193）。

岩永雅也によると、才能教育の賛成論には、主に次の３つがあるという。①年齢主義・平等
至上主義の見直し②国際競争のために創造的な人材を育成する③生徒の能力（学習ニーズ）に
最適な教育システムを構築する。才能児に対して、「専門的能力の早期発見と早期開発」「学校
不適応者救済」という、生徒の能力（学習ニーズ）に最適な教育システムを構築する、という
論拠がある。才能のある子どもたちは、同学年の授業に退屈し、集中できないなど、学校の授
業に不適応を起こすことがある。児童が才能を充分に伸ばせなかったり、心身の健康を害する
などの二次障害を引き起こす場合もある。才能教育は、児童の障害への個別的対応の面もある
と岩永はいう。自閉症児が特定の分野に才能を示すなど、障害と才能とが共存することがある

（岩永 2010：72-87）。
外国で行われている才能教育は、日本の教育にどのような示唆を与えてくれるだろうか。シ

ンガポールのように、教える側と学ぶ側の両者の負担を軽減する合理的な方法を選択すること
は重要である。米国では、貧困層の子どもたちの才能が伸ばされないことが課題となっている。
日本でも、家庭の経済状態に左右されず、すべての子どもたちの才能を伸ばすために、教育の
機会平等を実現しなければならない。英国のように、教育全体の水準向上に寄与する才能教育
であれば、国民の賛同は得やすいであろう。また、関内や松村がいう米国の才能教育のように、
すべての子どものための才能教育であれば、国民は支持するであろう。

このように、才能教育が拡大している潮流がある。才能教育は、すべての子どもたちのため
だとする研究が増えてきている。この論文で、才能教育の定義は、その人自身が興味を持ち、
その人自身の中で比較的高い能力を持っている分野を伸ばす教育とする。才能は、他者との比較
ではなく、天才的でなくてもよい。学習障害児にも才能は存在するという仮説をもとに論じる。

２　才能教育の類型と仮説提示

才能教育は、早修と拡充という二類型で、理論的に考えられ、実践されてきた。岩永雅也の
定義によれば、早修（アクセラレーション：acceleration）とは、既存の教育プログラムを通常
よりも速く、あるいは早期に履修させる教育的対応である。拡充（エンリッチメント：enrichment）
とは、優れた才能を持つ子どもに対して「通常の学校カリキュラムよりも体系的で深化した幅
広い内容の学習」の機会を与えることである（岩永 2010：73-74）。早修は学習速度の調整であ
り、拡充は学習量・学習範囲の調整である。早修は各個人の学習速度を優先し、飛び級などを
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行う。拡充は、前出の岩永がいう年齢主義・平等至上主義であり、飛び級などをさせない代わ
りに、学習量を増やすことで学習速度の速い人を同年齢集団の学年にとどめる方法である。
「Ⅰ．早修」と「Ⅱ．拡充」という二類型に対し、「Ⅲ．熟修」（学習速度）と「Ⅳ．精選」（学

習量・学習範囲）という対照的な二類型を筆者独自の仮説として設定し、学習障害の才能教育
の理論と実践の可能性を探りたい。熟修とは、子どもが興味・関心をもち得意である分野・科
目を、時間をかけてゆっくり学ばせることである。精選とは、必要最小限の知識・技能を精選
し、LD 児に習得させることである。これにより留年も避ける。飛び級と同じく、留年も、同
年齢集団での精神的発達や経験を喪失させるという悪影響を与える可能性があるだろう。熟修
は、B. S. ブルーム（Bloom）の完全習得学習（Mastery Learning）の理論をもとに、ブレンド型
授業（Blended Learning）などの教育実践も採り入れ、新たな可能性を探る。この才能教育の類
型の仮説について、図１「才能教育の４類型」も見て頂きたい。今までの才能教育は、図１の
右側にある才能児に注目していたが、左側にある遅い学習者や LD については関心が低かった。
右側の才能児への才能教育と対照的な類型が、理論的にも実際にも存在するのではないかと推
測したのが、左側の「LD 児の才能教育」である。図の上の方の、「早修」と「熟修」は個人の
学習速度に合わせている。図の下の方の、「拡充」と「精選」は、集団の学習進行に個人の学習
量を増減して合わせている。

ブルームの完全習得学習によると、「速く学ぶ学習者がおり、また遅く学ぶ学習者がいる」
（Bloom1976: iv=1980: 1）。「有効な学習条件が設定された場合、大部分の学習者は、学習能力、
学習速度、今後の学習への動機づけという面で互いに非常に類似してくる」（Bloom1976: v=1980: 

2）。「各々の課題での不適切な学習が到達水準と到達速度の分布に関してだんだん大きな個人差

＜ 児の才能教育＞ ＜才能児の才能教育＞LD

ゆっくり ← 速度 → 速い

（個人優先）

Ⅲ熟修 Ⅰ早修. .

（ゆっくり長く学ぶ） （速く、早期に履修）

完全習得学習 飛び級

( ) 高校・大学連携プログラムMastery Learning

( ) ( )min max

Ⅳ精選 Ⅱ拡充. .

（必要最小限の知識・技能） （体系的で深化した

幅広い内容の学習）

（集団優先）

小 ← 量・範囲 → 大

図１「才能教育の４類型」
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を作り出すのに対して、各課題での適切な学習は、到達水準と到達速度における個人差を減少
させるのである」（Bloom1976: 35-36=1980: 43）。「大部分の者は、必要な時間と助力をもし与え
られれば、学校が教えようとすることを学習できる」（Bloom1976: 207=1980: 218）。このブルー
ムの完全習得学習の理論は、実践され成果をあげてきた。1970年代に、韓国で、金豪権（キム・
ゴオウウオン）によって、中学校第１学年の英語科と数学科で実践され効果が確認された（金 

1976：192-196）。「一部の学習者はよく学習している反面、一部の学習者が学習困難を経験して
いるものと判明すれば、前者の学習者には深化、拡充課程（enrichment program）を、後者の
学習者には補充課程（remedial program）を与えるなど、それぞれに相異なる処置をするのが理
想的である」と金はいう（金 1976：131）。学校での授業の多くが、数十人の学習者相手の一斉
授業の形態であれば、学習速度の遅い学習者は、ついて行けなくなり、学習到達度は低くなる。
一斉授業を継続してゆけば、中程度の到達度が多く、低い到達度と高い到達度とが少ない、左
右対称の山型（ベルカーブ）の正規分布になりやすい。このような学習到達度に差が生じるの
は、学習能力の差があるためであると当然視する常識が、ブルームの完全習得学習理論の登場
以前にあった。これに対し、学習のスピードが異なるだけで、十分な時間を与えて学習すれば、
ほとんどの人は一定以上の学習成果をあげることができると提唱し、証明したのがブルームの
完全習得学習理論である。絵や図が多く説明が詳しいなどの教材に変えたり、繰り返し教える
などすれば、一定水準以上の学習到達度を、ほとんどの遅い学習者も達成できる。金による韓
国での実践は、完全習得学習の有効性を証明した。

３　反転授業・反転学習・オンライン学習による完全習得学習の実践

完全習得学習は、教える労力や教材の費用などのコストが大きいことから、多くの国で継続
されなくなった。推測であるが、日本の教育の現状は、学習塾や家庭教師などが、前出の金豪
権がいう補充課程や拡充課程を補っているのではないかと思われる。このことは、貧富の格差
が、教育格差になることにつながる。橘木俊詔は、「塾に行ってる子と行っていない子でどの位
の差がつくのか」について調査している。進学校の高等学校の在籍者は、家庭教師を含む通塾
率が高い。裕福な家庭の子どもは、有名大学への進学に有利であると橘木は解釈している（橘
木 2017：16-54）。この橘木の研究は、学習の早い子どもたちの拡充課程を学習塾や家庭教師が
補っていることを示唆している。学習の遅い子どもや学習障害児の補充課程も、学習塾や家庭
教師が補っていると推測できる。しかし、そうした経済的余裕のない家庭の、学習の遅い子ど
もや学習障害児は、学校での授業について行けなくなる場合が多くなるだろう。

最近のインターネットやパソコンの普及により、完全習得学習の実践のコストを抑えられ、
実践を支えるハード・ソフト両面の技術も向上したことにより、完全習得学習の理論は再び多
くの教育活動で応用されることになった。オンライン・個別学習によるブレンディッド・ラー
ニングや反転授業・反転学習など、新たな教育・学習方法が理論・実践ともに生み出されてい
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るが、いずれも完全習得学習を重視している。これらの新たな教育・学習方法を参考に、学習
障害の才能教育を考察したい。

インターネットの無料のバーチャル教育「NPO カーンアカデミー」で有名なサルマン・カー
ン（Salman Khan）はこういう。「大きく変わった点があります。テクノロジーが完全習得学習
のコストを飛躍的に下げたということです。紙のワークブックはもはや要りません。個別の練
習問題をお金をかけて印刷する必要もありません。マイペースの学習に必要なものはすべてコ
ンピュータのなかにそろっています」。「カーンアカデミーほど、完全習得学習の原理を幅広く
有効活用しているところは、いまだかつてありません」（Khan2012: 42-43=2013: 51-52）。カー
ンアカデミーの数学の学習では、完全に理解できてから次の学習へ進む形態をとっている。学
習者は、完全に理解できるまで、ユーチューブのビデオを繰り返し見て学習することができる。
カーンはこういう。「算数で遅れがちだった生徒が、高等数学に必要な抽象的想像性では群を抜
くこともあります」（Khan2012: 20=2013: 30）。

Horn & Staker によると、ブレンド型授業（ブレンディッド・ラーニング）とは、正式な教育
課程において、学習の少なくとも一部をオンラインで実施し、時間、場所、方法または進行速
度について生徒が自己管理をする。かつ少なくとも一部は自宅以外の監督された校舎において
授業を受けることである（Horn & Staker 2014: 34-36=2017: 47-49）。

山内祐平・大浦弘樹によると、反転授業では、従来の授業相当分の学習をオンラインで授業
前に行うことで、知識の定着や応用力の育成を重視した対面授業の設計が可能になる（山内・大
浦 2014：4）。反転授業は、オンラインと対面を組み合わせたブレンド型授業（Blended Learning）
の一形態とみなすことができる（山内・大浦 2014：7）。Bergmann & Aaron によると、反転型
完全習得授業という教授法は、完全習得学習の原則を採用しつつ、それを現代のテクノロジー
と組み合わせることによって、持続と再現と管理が可能な学習環境を作り出す（Bergmann & 

Aaron 2012: 53=2014: 111-112）。Bergmann & Aaron は実践を紹介している。「学習ペースの速い
生徒は、仲間より先を行けるのが嬉しいので、彼らにとっても良い結果となっています。さら
に、特別支援教育の生徒も（共同で受け持っている特別支援学級で反転型完全習得モデルを実
施しました）、読み書き指導の先生と一緒に勉強に取り組めるようになりました」（Bergmann & 

Aaron 2012=2014: 139）。反転授業は、早修や熟修を可能にする才能教育の一形態といえるだろう。
宮尾益知は、米国フロリダ大学の学生向けパンフレットに書かれてある認知スタイルと学習

方法を紹介している。視覚学習者は、図表・グラフや写真などからの学習が得意である。聴覚
学習者は、聴くことや音楽などからの学習が得意である。言語思考者は、言葉で考え、記憶す
ることが得意である。触覚・体験学習者は、筆記・タイピング・暗唱・触る・体を動かすなど
による学習が得意である（宮尾 2010：40-42）。学習者が自分の得意な認知スタイルと学習方法
で学べるオンライン教材を、教える側が用意することが、学習障害の才能教育には重要になる
だろう。学習障害（LD）を、学び方の違いや多様性という観点から Learning Differences と読
むのは、本人に合った学び方が重要であるという認識からである。
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以前の学校での一斉授業では、基礎的な知識を説明することに多くの時間が使われ、学習者
自身が知識の応用や考えることに時間が少ししか使われなかった。学校での学習は、知識の応
用や考えることに多くの時間が使われることが望ましい。そうした問題を解決するために、教
科書の基礎的な知識などは、ビデオの説明を事前に見て学習する。学校での授業は、生徒から
の質問や、数人のグループでの学習や討論など、学校でしかできない学習形態を多くする。

金成隆一は、米国カリフォルニア州公立フェアランズ小学校のハイフェル先生による反転授
業の実践を紹介している。ハイフェル先生はこういう。「教室での時間は限られているのでとて
も貴重です。そのため、教室では新しい知識を伝えたり、記憶したりすることではなく、知識
を自分の力で活用することに重点を置きます」。33人の中には、自閉症や注意欠陥・多動性障害

（ADHD）の子が３人いるという。ハイフェル先生は教室では、これらの特別なケアを必要とし
ている子と、練習問題の出来具合が思わしくなかった子を中心に巡回し、隣に座って長い時間
を過ごす。ハイフェル先生は「反転授業は、学習内容を子どもたちに伝える方法の選択肢を広
げた。特に、学習の遅い子たちに大きな助けとなっている。彼らのニーズに合わせる時間的な
余裕が私たち教師にできたのだから」と強調した（金成 2013：161-166）。

各学校の教員に、完全習得学習の補充課程や拡充課程の教材づくりをすべて任せるのは負担
が重すぎると筆者は考える。補充課程・拡充課程の教材や映像・音声による解説などを、文部
科学省や教科書会社、全国の学校・教員の実践例から提供するようにする。教材を、個々の生
徒に応じて、アレンジするなどは、各学校・教員に委ねる。他にも様々な方法が考えられるだ
ろうが、教員の負担を減らしながら、実践を可能にしていくべきである。無料でダウンロード
できる教材の種類が増えれば、学習障害や貧困家庭の子どもたちの教育格差の改善にも役立つ
であろう。

完全習得学習は、学習障害の才能教育だけでなく、どのような教育方法にも基本となる理論
である。完全習得学習を技術的に可能とする実践として筆者が重視するオンライン授業は、病
弱や不登校であったり、芸能やスポーツを優先する児童・生徒にも役立つであろう。児童・生
徒は、ビデオ教材などを、理解ができるまで繰り返し再生したり、言葉や視覚教材などで違う
説明の仕方をしているものを選んで、自分自身の学習の管理者となる。教育や学習を、教員主
体から学習者主体へと移行していくとする教育理論や実践の潮流がある。学習の管理者が、教
員から学習者へと移行すれば、学習の責任も移行する。

小金井市立前原小学校元校長の松田孝は、同校での実践を紹介している。３年生の算数の授
業では、子どもたちの習熟度に合わせてドリル問題コンテンツが配信される。「教員は子どもた
ち一人一人の理解度や学習状況を確認することができ、その状況に応じた支援が可能となりま
す。子どもたちに対しては問題を解くと『がんばりコイン』を獲得でき、全問正解すればトロ
フィーが表示されたり、学習意欲が喚起される仕組みもつくられたりしています」。「デジタル
コンテンツはその子どもの理解に合わせた問題を配信し、つまずきを克服できるように設計さ
れています」（松田 2020b：128-131）。
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東京学芸大学付属小金井中学校での実践では、「教師が提示した動画よりも分かりやすい動画
を探してリンクを貼る生徒も現れるようになり、仲間と一緒に学んだり情報を共有するという
学び合いの雰囲気が出ています。教師の授業スタイルが変わることで、生徒の学び方も変わり、

『主体的・対話的で深い学び』が行われているなと感じています」と同校の大西琢也教諭はいう
（大西 2020：46）。

千葉大学教育学部附属小学校での実践を紹介したい。同時双方向のやりとりをしない「非同
期型のオンライン学習」については、「子どもにとって取り組みたいと思わせるような提示が不
可欠」であると同校の新谷裕貴教諭はいう。同校の佐藤達也教諭による社会科学習では、「水の
使用」を題材とした事例が紹介されている。「家にいながら使用記録をとっていけば、水は必要
不可欠であるということを体験的に調べ、学習を進めることができる」というねらいだった。

「調べた内容をオンライン上で共有することで、友だちも多く水を使用していることに気づいた
り、自分の調べ学習に足りない部分を見つめ直したりと、一人だけの学びではなく、『〇〇さん
のワークシートを見てもう一度調べ直してもよいですか』という姿から対話的な学びへと自然
に変容していく様子が見られました」。「子どもたちの好きな時間に友だちと交流したり、時間
に縛られたりすることなく自身の課題に対する欲求を満たしていけることがオンラインの強み
と感じています」という（千葉大学教育学部附属小学校 2020：81, 104-107）。

前出の前原小学校元校長の松田は「①個別で学ぶこと（Adaptive）、②気付きの機会があるこ
と（Assistive）、③協働すること（Active）」という ICT（Information and Communication Tech-

nology: 情報通信技術）が持つ３つの機能を活かした学びを実現することが重要だという（松田 

2020a：41）。オンライン学習には、主に基礎学力を定着させる一人での学習（個別で学ぶこと）
がある。グループで助け合って学習しているという仕組みを作ること（協働すること）も、子
どもたちのモチベーションを高める方法であろう。

小中高の学校では、教科書の学習内容を教えなければならず、受験という現実的な問題もあ
るので、大きな改革を先導することは難しいと思われる。大学での教育の方が、実験的な試み
もしやすいと思われるので、大学でのオンライン授業や教室での実践例を検討して、それを小
中高の学校や特別支援学校での教育に応用することを今後の課題としたい。

山内祐平らの東京大学大学院情報学環反転学習社会連携講座は、生涯学習プログラムも行っ
ているので反転授業を「反転学習」と呼ぶ。「反転学習」は、基本形となる知識の定着を目的と
した「完全習得学習型」と、実践的な専門知識・スキルの育成を目的とした「高次能力学習型」
との２つに分類できる（東京大学大学院情報学環反転学習社会連携講座 2015：４- ５）。東京大
学で、戦後東京の変化を題材とする高次能力学習型の反転授業を伏木田稚子は実践している。

「高次能力学習型」での、オンライン学習後の対面授業では、対話型の活動や、学生が協力しな
がら課題を解決する協調学習が行われた。事前学習で得られた知識や、ものの見方が対面学習
で活用され、深い思考に基づく実践での学習成果が達成されたと、伏木田は評価している（伏
木田 2017：151-162）。
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森朋子は、反転授業では、内化（知識のインプット）と外化（知識のアウトプット）とが重
要であるという。個人が、ビデオなどでのオンライン学習で知識を習得するのが「内化」であ
り、「完全習得学習型」にあたる。集団での話し合いなどの協働により、その知識の応用ができ
るようにするのが「外化」であり、「高次能力学習型」にあたる。内化（わかったつもり）→外
化→内化（再内化：わかった）、という過程を経て、より高い理解を得ることができる。外化→
内化（再内化）の過程で、外化の最後に教員が介入し、高い認知面からのまとめによる「教え」
により、「再内化」が完了する（森 2017：19-31）。

完全習得学習を基礎学力の定着にとどまらず、集団での話し合いや協働の不可欠な準備段階
としている。このことは、才能を育てることにも使える方法であろう。基礎の学力や技術の習
得は、どの学科やスポーツ・音楽・芸術などの分野でも重要である。才能の育て方は、各分野
で異なるだろうが、その分野で専門的な知識や技術を持つ人からの助言や指導は、成長に寄与
するだろう。

４　精選の実践

必要最小限の知識・技能を精選し、LD 児に習得させる「精選」は、日本の各学校で行われ
ている。可能ならば、時間がかかっても、完全習得学習により一定量の基礎知識を習得するこ
とが望ましい。しかし、特定の科目・教科などに、非常に苦手で学習困難が生じている場合に
は、学習内容を精選して必要最小限の学習量で完全習得学習を達成させることも必要になるで
あろう。

京都市立山科中学校特別支援学級での実践を紹介したい。同校の鳴海正也教諭は、「本学級で
は国語・数学といった学力のベースとなる教科は、学年相応の内容をスモールステップで基礎
基本に絞り指導することにしている。知的発達に課題のある生徒に配慮しながら、現状では在
籍生徒の半数以上がこの方針で学習し、ある程度の学力を保証ができている」という（柘植他
編著 2016：135）。神戸市の高等学校での実践を紹介したい。「基礎学力の定着にむけての学習
とコミュニケーション能力の育成に大学院生の協力を得ながら支援活動を進めていきました」。

「個別活動にあたる補習では小学１年生から中学１年生程度までの教材（国語・数学・英語）を
準備しました。大学院生にはそれぞれに担当生徒を決めて、一対一で学習に取り組んでもらい
ました。段階に分かれた教材を一緒にしながら、つまずきのみられるところまで戻って学習を
始めることができたことには、相応の成果があったと思われます」（柘植監修・中尾編著 2008：
135）。通常の学級での、LD・ADHD・高機能自閉症児への授業は、次のような工夫をする。「授
業を、習熟の状況に応じたグループに編成する」。「発展学習グループと少人数の基礎学習グルー
プとに分ける」。「複数の教員で指導する」。「教材・教具を工夫する」。色分けなど「特に視覚か
らの情報が効果的である」。「地図や資料などで情報が多すぎる場合は、必要な事項を選択する」

（吉田・ 吉川・河村・柘植 2003：67-68）。
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知識の分野での、学習量と才能との関係は、明らかになっていないと思われる。知識が豊富
な方が、アイデアを実現できることもあるだろうが、逆に常識がアイデアを排除することもあ
るだろう。才能教育の実践として伝統的に行われてきた「拡充」が、実際に才能の開花にどれ
だけ貢献してきたか、検証する必要がある。「拡充」と対照的な方法の「精選」は、特別支援教
育などで実践されてきた。「精選」がどのような成果をあげてきたかも、検証する必要がある。

５　結論

この論文では、学習の早い才能児への才能教育の類型である早修・拡充に対して、それと対
照的な学習の遅い学習障害児への才能教育の類型である熟修・精選を想定した。熟修・精選を
可能にする理論は完全習得学習であり、その実践は、現在ではオンライン学習や反転授業・反
転学習として可能となっている。基礎知識の習得は、共通の教材を用意すれば、オンライン学
習などにより労力や費用が大幅に軽減される可能性がある。反転授業・反転学習などの、発展
的な学習をうながす新たな教育技術も生み出されているが、完全習得学習での基礎知識の習得
を前提としている。完全習得学習や、完全習得学習を前提とした発展的な教育方法は、インター
ネットやパソコンなどのハードの技術的進歩により、以前より労力も費用も軽減できる可能性
がある。現状で広く行われている一斉授業と比べると、どちらが労力や費用で低コストである
かは、明確でないという反論も予想できる。しかし、完全習得学習をもとにした教育方法によ
り、国民の能力を最大限に活用できるのであれば、見返りの大きい投資であるといえる。英国
での才能教育は社会投資として行われていると思われる。日本も社会投資として、才能教育を
検討すべきである。

米国では、才能教育は、すべての子どもの才能を伸ばすために行われるようになっている。
日本で才能教育が本格的に行われるなら、米国と同じ方針とするべきである、と筆者は考える。
インターネットやパソコンなどを利用するハード・ソフト両面の技術も向上したことにより、
労力やコストを抑えて、すべての子どもたちに才能教育を実現することが可能となっている。
飛び級や留年をしなくても、その人の学ぶスピードに合わせた学習を支援することが可能とな
る。高等学校に在籍しながら、オンライン授業で大学の講義を学ぶことができる。また、小学
校や中学校の基礎から学び直すこともできる。

2020年は、コロナウィルスの感染拡大の影響により、多くの学校や大学でオンライン授業が
実践されるようになった。これらの実践例や研究報告などを検討して、学習障害児にも役立つ
教育方法や課題などを探りたい。2020~2023年度までの間にパソコンを全生徒に配布する「GIGA

スクール構想」も実施されるので、その成果や課題も検討したい。
今後、日本でも、オンライン授業や反転授業が盛んに行われるようになるであろう。教育格

差を解消し、すべての子どもたちに基礎学力を定着させ、才能を育てるにはどうしたらよいの
か、研究と実践をすすめていく必要がある。学習障害児への才能教育を研究し実践することは、
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すべての子どもたちの教育を改善する方法を発見することにつながると、筆者は考えている。
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