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日本思想（仏教教典）の海外への発信 
            ―ある企業家に見る高い志―  

 
                    能力開発工学センター評議員 奥田 健二 
 

ミツトヨと言えば精密計測機器メーカーとして国際的に高い評価を得ている会社である。しかし同社が創

業者沼田恵範氏の若き日の理想「仏教伝道」のための財源を生み出す目的で、1934 年に創業された企業

であることはあまり多くの人は知らない。 

1897（明治 30）年、広島県の浄土真宗寺院住職の家に生まれた恵範は、1915 年１８才の時、アメリカ開

教使補として真宗本願寺派から米国に派遣されたが、十分な経済的支援はなく、苦学してカリフォルニア

大学を卒業している。この間、過労のため結核となり死線をさまよったこともあったが、親鸞上人の教えによ

って救われたというのである。 

苦学中は、折からの日本人移民排斥運動にも見舞われ人種的侮蔑を受けたが、そのような困難な中か

ら、東洋にも欧米諸国に勝るとも劣らない思想や文化があることを世界の人々に知らせなければならないと

決心するに至ったというのである。具体的には仏教思想を世界に紹介することを自らの使命として自覚する

こととなったのである。 

しかしその使命達成のための財産は全くなかった。そのため日本において事業を興し仏教伝道の資金

を作ろうと決心したのである。どのような分野での事業を興すか。恵範は当時日本産業が 100％輸入にたよ

っていた工業用計測器を日本人自身の手で製作することこそが、日本のためにもなり利益を上げる道だと

決意し、1934 年株式会社ミツトヨを創立したのである。 

彼がカリフォルニア大学で修得したのは統計学であった。それは起業の分野決定のためには役だった

かもしれないが、計測器製造の技術としては、全くゼロから出発することになったのである。恵範は仏教伝

道の資金作りのためという強い目的意識に支えられて、数々の困難を乗り越えて計測技術開発をやりとげ、

世界一流の企業に発展させることに成功するのである。1965 年には財団法人仏教伝道協会を設立し、翌

1966 年には和英対訳仏教聖典を出版するに至ったのである。以降今日まで、ミツトヨの年間販売高の１％

にあたる寄付によって、同財団の活動を支えてきているのである。その活動はきわめて幅広く、世界著名大

学への仏教講座の寄付等々、ここでその全貌を紹介することは到底できない。 

以上、ミツトヨにまつわる歴史、少年恵範の抱いた大きな夢が苦難の末に実現した物語のごく一側面に

ふれただけであるが、私どもは深い感銘を与えられる次第である。と同時に日本の一企業によってこのよう

な優れた事業が世界的な規模で進行しつつあることに、日本人として心からの誇りを抱かざるを得ないの

である。 

沼田恵範氏による仏教伝道の高い志は、ご子息たちの手で今日現在も着実に展開中である。今後のま

すますのご発展を祈って筆をおくこととしたい。 
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１．理科教育をめぐる問題はどこにあるのか 

（１）カリキュラムと教材、学習方法の改善が必要 

最近の小、中、高の学力調査によると、他の教科にくらべて理科の成績が悪いという結果が出ている。

また「理科を好きではない」「生活の中で大切とは思わない」生徒の数が、国際平均より高いという調

査結果もある。その他「理科教育の危機」を叫ぶ声が多く、科学技術創造立国を目指す日本にとって、

見過ごせない問題になっている。 
こうした「科学技術離れ」「理科離れ」問題への対策としてコンピュータ上で最新の技術を活用でき

るデジタル方式の理科教材の開発が強力に進められている。生徒の関心を惹くような映像や双方向性機

能などを活用して、興味を喚起しようということである。我々も昨年からデジタル教材を用いた授業の

調査分析に関わっているが、コンテンツを活用する場合でも、児童・生徒自らが自然現象に接し、実験

したり考えたりという学習活動がなければ、理解を深め、興味を高めることはできないということがは

っきりわかる。結局、一部の興味関心が育った児童生徒をさらに高めることに止まる傾向がある。もっ

と広くすべての生徒が楽しく理科を学ぶような授業はどうしたら可能か。 
我々は、以前から科学技術教育の研究を手がけてきて、理科という教科が扱う自然現象、それを何故

かと追求していくことは極めて興味深いことだと考えており、全ての児童・生徒に興味関心を持たせ、

学習させることが重要だと考えている。 
このことから、我々は、長年の教材や学習方法についての研究を生かしたカリキュラムや学習教材、

学習方法を提案する責任があると考え、昨年から学校現場との共同研究を開始したところである。 
 
（２）理科を苦手にしている教員を理科好きにすることが必要 

 児童生徒の理科嫌い或いは関心の低さの最大の原因は、教師の理科嫌い或いは関心の低さにあるとい

うことが指摘されている。我々はまずその実態をつかむことから始めようと考えた。そしてそれを踏ま

えて教師向けの教材開発および研修のカリキュラム設計を計画した。 
そして昨年、これまで我々が手がけてきた電気分野について、教師向けの教材を開発し、それを用い

た研修を行った。本年１月末には小学生向けの教材も開発し、授業での使用に提供した。研修を終えた

教師が現実に授業で使えるような教材の開発が不可欠であろうとの考えからである。現在までの実践で、

小学校の電気分野に関する限り、子供が楽しく学ぶためには、どのような教材を使ってどのように授業

すればよいかの見当がついてきたところである。ここでは、特に教員に対して行った意識調査および研

修についてあらましを報告したい。 
 

２．教師に対する調査から明らかになったこと 

 教師が理科の授業に対してどのような意識をもっているか、指導上苦労していることはあるか、教師

自身は理科についてどの程度の教育を受けてきたか、研修などへの要望はどのようなことがあるかなど

について質問紙方式で調べた。茨城県水海道市と富山県富山市の二つの小学校合わせて３６名の教師を

対象に意見を聞いた。「理科大好きスクール」の指定を受けるなど、理科を校内研究のテーマとしてい

る学校も含まれる。 

 

理科を楽しく学ぶために  
     －「理科離れ」解決への一つの試み － 

                        能力開発工学センター  矢口 哲郎 
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（１）理科の指導は自信がない、という教師が多い 

理科を教えることについて、教師は「大変だ」と感じている一方で、子供たちが喜び楽しんでやる教

科なので「楽しい」とも感じている。「大変だ」と答えた教師と、「楽しい」と答えた教師の数はほぼ同

数であったが、「楽しいが準備が大変」、「教材研究は大変だが授業は生徒が驚いたり発見したりする楽

しさがある」などという回答もあった。 
理由としては下記のようなものがあげられている。 
     ＜大変と感じる理由＞            ＜楽しい理由＞ 

・ 自分自身が苦手である 
・ 専門知識がない 
・ 知識、経験などに自信がない 
・ 準備に時間がかかる 

・ 児童が実験が好きで反応が良いから 
・ 児童ののりの良い教科 
・ 子供が驚いたり発見したりする楽しさが 
ある 

  
また、苦手な分野、得意とする分野について聞いたところ、得意分野として生物と答えた教師は３名、

半数強の１９名は物理系が苦手だと回答、そのうち６名は、電気、電磁石が苦手だと明記していた。教

える内容について自信がないという教師が多いこと、とくに苦手な分野は物理分野であることがわかる。 
 
（２）教師が受けた理科に関する教育 

教師がそれまでに受けてきた理科に関する学習経験は以下の通りである。 
・ 高校までの理科および大学の一般教養または教職課程を履修した・・・ ２６名（７２％） 
・ 大学で理科系の専門科目を取得した  ・・・・・・・・・・・・・・・  ３名（ ８％） 
・ 教員になってから理科に関する研修を受けた・・・・・・・・・・・・  ５名（１４％） 
全体の７割以上の教師が、高等学校および大学の一般教養レベルの教育しか受けていない。 
 これは、理科教育の専門家でかつて文部省科教科調査官であった山極隆玉川大学学術研究所教授の次

のような言とも一致する。 

「教育学部が文系に属していると認識され、理科嫌いの学生ほど小学校教員を志す傾向がある。そうい

う学生はほとんどが、生物は選択しているかも知れないが、物理や化学は勉強していない。だから、物

理分野や化学分野については、極く一般的な内容しか勉強していない人が多い。」 

 大学で、理科系の専門科目を学んだ教師は極くわずかにすぎない。多くの教師の自信不足は学習経験

の不足からくるものに他ならない。 

  

（３）理科に関する研修などへの要望 

 当然の結果として、研修への要望は多く、内容は大きく二つある。 

第一は、実験・観察を伴う実技研修、ものづくり的な内容、すぐ役立つおもしろ実験を学びたいとい

う要望である（１３名）。基本的な実験の手順を経験したいなど、実物や現象に触れたいという要望で

ある。 

第二は、子供たちを考えさせる授業のやり方、子供の「驚き」「意欲」を引き出す授業方法、或いは

単元を通した流し方などについて学びたいという要望である（８名）。「なぜだろう、どうしてだろうと

いった子供の素朴な疑問を大切にしたい」という記述もあった。 

さらに、理科専科の教員、またはＴＴ方式による授業などを求める声もあった（３名）。専門的知識

のある補助者を求めているということであろう。理科教育の充実のためには考慮すべき指摘だと思う。 

 

３．教員研修試案－電気領域分野で学習教材を開発 

以上のような状況から、教員に対する研修は第一に「基本的な内容について覚えるものではなく実

験・観察を中心としてやってみて考えること」、第二に「生徒の興味・関心を引き出す指導方法を学ぶ

こと、身の回りの生活とのつながりをつけること」、この２点を満足させる必要があると考え、次頁の

ような教材を開発した。 



－ 4 － 

ねらい 小学校高学年以上の一般人を対象として、「電気に関わる内容」を学習すること

をねらいとしたもの。とくに生活の中にある「身近な電気・電気による磁力の利

用を見出すことができる力」を育てることを目的としている。大きくは、「生き

る力」の形成を目指すものである。 

内容 教員の研修を意図して、小学校３年から中学校までの理科および技術家庭科で学

ぶ「電気、エネルギー」の内容を含めた。それを、学習する者が自ら探究してつ

かんでいくような学習として再構成してある。覚えるのではなく、段階を踏んで、

自ら考え、経験し、探究するということを面白く積み上げていく学習教材とする。

身の回りの電気機器、製品、部品を使って行うようになっている。 

学習方法 学習者のペースで進められるプログラムテキストを使って、３～４人のグループ

で相談したり、協力したりして実際にやりながら探究していく学習方法 

学習時間 各ユニットそれぞれ３時間程度 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
これらは、かねてより当センターで開発してきた何種類か 

 
 
 
 
４．研修した教師の反応 

（１）研修の様子 

研修は、夏期休暇中に２日間 または、学期中授業終了後に合わせて３～６時間程度の時間で行われ

た。４つのユニットの中から、関心のあるものを選んで学習してもらった。参加者は希望者として、１

回の人数は１２名～２４名で学習した。４セットの教材で実施したので、１グループの人数が６名にな

ることもあった。できれば３～４名での学習が望ましい。 

＜ユニット １＞「みんなの電気入門」 

直流３Ｖの電気でランプ、スイッチ、ブザー、モーターな

どを働かせる回路を作ることを通じて電気になじみ、興味

を持てるようにする。信号機、懐中電灯、モーターの正逆

転回路などを考え、構成することができるようになる。 

 

＜ユニット ２＞「家庭の電気入門」 

交流１００Ｖで、家庭にあるライト、スイッチ、ブザーな

ど電気製品を使って電気回路を作り、家庭における電気の

利用に興味が持てるようになる。家庭での定量的な電気の

把握について理由が考えられること、またその構成ができ

るようになる。 

 

＜ユニット ３＞「電子入門」 

直流５Ｖの電気で、ダイオードランプ、トランジスタ、ス

イッチ、電子ブザー、抵抗などの小さな電気で働く部品を

使って回路を作ることを通じて電子の世界になじみ、興味

を持てるようになる。半導体の原理、働きについてもつか

む経験をする。 

 

＜ユニット ４＞「電気による磁力入門」 

電磁石の性質からモーターが働く原理をつかむことを通じ

て、電気による磁力の基本的性質をつかみ、身の回りに利

用されている電気による磁力の活用に興味を持てるように

なる。 
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（２）研修後の感想 

 今回は、いわばこちらから押しかけての研修で、いずれも学校内へ教材を持ち込み、我々が指導に当

たるという形で行った。しかし実際にやってみるといろいろな面で、面白い研修だったと感じてもらえ

たようだ。授業を面白くすることへの意欲も語られた。以下は教師たちの意見を整理したものである。 
   ◆ 内容について－電気・電子もやってみるとおもしろい 

  －基本的なことがわかって自信がもてた 
           －知識の再確認という点から有効だった 
           －教科書に出てくる内容に直接むすびつくことの方がよい 
   ◆ 学習方法（テキスト使用、グループ学習） 

    －試行錯誤があり面白かった 
           －３，４人のグループで楽しく学べた 
           －小ステップのテキストで進めやすかった 
           －失敗を恐れずやってみることが大切 
  ◆ 生徒に興味関心を持たせるには 
          －教材の開発、工夫を面倒がってはダメだ 
          －日常生活と関連させることが重要 
          －身の回りにあるものを工夫する必要を感じた 
          －良い授業のための創意工夫が大切だ 

 

５．これまでの実践から－研修とサポート 

（１）教員に対する有効な研修が必要 

教師たちは、理科が子供たちにとって喜び、楽しんでやる教科であることを実感しながらも、ほとん

どの者が教員になるまでに、内容に関する専門的な学習をしてきていない上に、日常的に予備実験や教

材準備などの時間もとれないことから、内容にも方法にも自信を持てない状態で授業に臨んでいる。 
 理科全体としては、生物分野の動植物の生育条件の難しさや天体などで生徒の興味を持たせること、

化学・物理分野の目に見えないものの指導で、とくに悩みが多いようだ。特に小学校の場合は、すべて

の教科を教えなくてはならないから、領域の多い理科を苦手にしている教師が多い。 
 また、子供たちの興味関心を惹き出すことのできる授業方法や単元構成などについて学びたい、とい

う希望も提出された。 
教師への調査からこのようなことが明らかになったといえる。このことから、教員養成課程において

はもちろん、現職研修においても、理科の内容と指導方法の両方を含む有効な研修の機会をより多く設

けることが必要であることを強調したい。 
 
（２）授業実践のためには外部からのサポートが必要 



－ 6 － 

今回、研修を済ませた教師の中から、ぜひ生徒にもこのような学習をさせたいという希望が出され、

６ヶ月の準備の後、小学校６年生の「電磁石の働き」の授業（発展的学習）をグループ別探究学習とし

て実施した。そのことについては、別に報告書＊を書いたのでそちらに譲るが、生徒たちが非常に強い

興味を示したことはいうまでもない。しかし、そのための準備にはかなりのエネルギーが必要で、外部

支援者によるサポートが欠かせないということも判明した。  
準備のためには、まず、授業内容についての基礎的な内容の把握、それを自ら体験を通じて学習する

ことで、面白い楽しいと思うようでなければ児童生徒の指導には入れない。 
その上で、生徒のための自主学習教材を工夫すること、生徒が自主的に探究するための学習プリント

（アドバイスシート、物作り説明シート）などの作成、それらを前提とした「指導案」づくりなどが必

要で、こうしたことを理科の全授業について準備することは、多忙な教師にはとうてい不可能である。

教師の自主的な授業改善の意志に基いたサポートが行われるべきだと考える。 
このようなサポートによって自主的な探究的学習が実現することになり、「理科好き」教員による「理

科好き」児童生徒の育成が可能になるものと予想される。 
                

＊「理科発展的学習での自ら学び、自ら考える授業づくり」研究報告 
                      －学校現場と共同して教材開発、学習指導－ 
 
 

 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇  
 

よりよい授業づくりの可能性を求めて 
     －小学校の現場で－  
                           能力開発工学センター 白尾 彰浩 
 この半年間、長男の通う小学校でパソコン授業のお手伝いをしていた縁から、現場の先生方といろい

ろなことをお話しする機会がありました。昨年９月には本文に紹介のある電気領域の学習教材を紹介し、

その後、６年生の３学期にある「電流のはたらき」という電磁石について学ぶ単元の授業づくりにいっ

しょに取り組むことになりました。電磁石を作って、磁力の働きをしらべ、それを応用したモーターな

どについて勉強する単元です。 
授業づくりのためのおつき合いを重ねていく間に、授業参観日とは違うまったく普段の授業や先生方

の日常の一端に接し、いろいろなことを感じました。たとえば、先生方が忙しいと言われる実際の様子。

確かに忙しいのです。昼間子どもたちがいる間は当然授業があり、職員室には物騒と思えるほど誰もい

ません。昼の給食指導から帰りのホームルームまで、授業と職員室を走り回っています。休んでいる子

どもの家庭への連絡、病院へ行って遅れてきた児童や相談があって来た親への応対と休む時間はありま

せん。さらに校内・校外の公式な教育研究会、職員会議、学年会議など。 
こうした忙しい合間をぬって、電磁石の授業の相談を進めました。この単元は初めてという若い先生、

社会科が専門の先生、理科は少し苦手という先生、みなさん、真剣に取り組んでいただきました。電磁

石については指導書に説明がありますが、実験の意味や条件が曖昧なところがあり、実際に実験してみ

るとそれがよくわかりました。 
棒磁石や方位磁石のＮ極、Ｓ極が必ずしも固定されていなくて、条件によっては変化すること、また、

磁石もいろいろ形や種類によってＮ極、Ｓ極などが一様でないことなどを見つけたり驚きの連続でした。

モーターがなぜ回るのか理屈ではわかっていても、実際の電気の流れと磁力の関係から回るということ

を実験し、実感しながら授業準備を進めました。 
授業は、２月から３月にかけて１５～２０時間ぐらいかけて行いました。今年の初めから、６年生 3
クラスの１０６名分の教材準備をしながら授業を進めました。材料の買い出しから加工まで、教材準備
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は夕方から夜９時近くになることもありました。これだけの準備のお陰で、３人の先生方による電磁石

の授業は卒業式前に無事に終わりました。 
子どもたちは熱心に取り組み、家でも作ってみたいと興味を示した子どももいます。具体的な教材と

課題があったからでしょう。といっても、これは理科のほんの一部ですから、これだけで結果を云々す

ることはできないという思いです。 
しかし、私自身を含めて実施した先生は、手ごたえを掴んだといえます。こうした地道な努力の積み

重ねによって授業を少しでも変えていくことが、教育改革だという自信がもてました。 
それにしても、今回は、小学校一教科の一単元の準備のことです。毎日、毎日他の教科も指導してい

る現場の先生方。現場の先生方が授業づくりに使える時間は限られています。その時間をどのように確

保するか、これは難題です。現実に即した形で支援する専門スタッフの必要性を強く感じました。毎日

の授業を本当の意味で支援するしくみは、人的にも制度的にもほとんどないというのが現実です。「教

育改革」は現場が主役であり、現場が本気で動きやすくするための仕掛け作りです。今回の取り組みを

通じて強く感じました。詳しくは、改めてレポートしたいと思います。 
 
 
 
 

 脳のストレッチ 
 今や、ストレッチ体操は流行というより、すっかり人々の生活に入り込

んだ感がある。とくに中年以上の女性の場合。先日も同窓会がらみの集ま

りに参加したが、食事が終ると早速みんなでストレッチをしましょう、と

いうことになった。体育学科を出た後輩が指導者である。言われるままに

１０分ほど首やら背中やらをのばすと気分はすっきり。これは日常的には

縮んだままになっている筋や筋肉を伸ばすことで血流がよくなるためらしい。 
 それならば脳こそストレッチが必要なのではないだろうか。何しろ私たちが日常的に使ってい

る脳細胞は数パーセントだというのだから。ふだん使わない脳細胞を働かせることで「もの忘れ」

や「ボケ」など脳の老化を遅らせることができるかも知れない。さて、どうすれば脳をストレッ

チできるのか。 
私の場合は、毎週火曜日の夜が脳のストレッチ体操だと思っている。これは４年ほど前から始

めた韓国語の勉強で、普段とは全く違った細胞を働かせる緊張の時間である。教室では日本語禁

止だから、韓国語の単語を寄せ集め、それを韓国語で発音することに全力を注ぐ。熱心な韓国人

の先生を中心に、年齢、性別さまざまなクラスメンバーが片言でやりとりする。当然間違いだら

けだから笑いが絶えない。終ると全身が爽快感に満たされる。さまざまな難題で重苦しかった頭

も気がつくとすっと軽くなっている。 
若い頃シュリーマンの自伝『古代への情熱』で、彼が６０歳を過ぎてアラビア語を学び、会話

はもちろん、航海中の日記をアラビア語で書くまでに上達したということを読んで、語学学習の

天才にして初めて成し得ることと思っていたが、そうでもないようだ。人間の脳はいくつになっ

ても新しいことを習得できるものらしい。しかもそのことが脳の健康にすこぶるよさそうなので

ある。老化防止への効果は定かではないが、すっきり感は身体のストレッチ以上のものがある。

年齢を問わず、新しいことに挑戦することが脳のストレッチになるのではないか、と思う。 
                                    （小澤秀子） 

 

脳あれこれ 
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  ＩＴ学習のカンどころ・目次  ~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
  初級編：パソコン・インターネット入門 

  ～どうもパソコン・インターネットは苦手という人に～ 
         １．安心してパソコンとつきあうためのコツ 
         ２．ホームページを見るってどういうこと？ 
         ３．ファイルとフォルダとつきあうコツ！ 
         ４．電子メールはどこへ届くのか？ 
  中級編：表計算ソフトはおもしろい！ 
      ～一太郎は使えるが、ワードはどうも…という人、エクセルは苦手という人に～ 
         ５．表計算ソフト 基礎の基礎 
         ６．表計算ソフト 計算のコツ 
         ７．表計算ソフト データベース機能の活用 
         ８．＜番外編＞「一太郎」と「ワード」の違いを乗り越えよう！ 
  上級編：ネットワーク・画像入門 
     ～ネットワークがよくわからない、画像の扱いに困っているという人に～ 
         ９．パソコン同士はどうつながっている？ 
        １０．ネットワークセキュリティってどうする？ 
        １１．画像扱いの基本－画像ファイルってどうなってる？ 
        １２．画像をどう送る？どう貼り付ける？ 
 
 昨年６月から雑誌「技術教室」（産業文化連盟編集・農村漁村文化協会発行）に連載してきた『ＩＴ学

習のカンどころ』の執筆が終わりました。 
本年５月号まで１２回にわたって執筆したもの。雑誌原稿ではあるものの、実際にパソコンを操作し

ながら学べるような工夫がにじんだものに出来上がっています。ＩＴ学習研究グループ（矢口哲郎、白

尾彰浩、小池いづみ）のメンバーが実際にやってみながら書き上げた労作です。 
詳しくは、ＪＡＤＥＣサイト「ＩＴ学習」のページ（http://www.jadec.or.jp/it-learning/）を
ご覧ください。 

 
 
 

 

 
 

           世界各地でテロが多発して、日本でもテロへの警戒が具体化して来た。首都

圏の鉄道構内にあるゴミ箱にはダンボールが被せられ使用中止になった。ところで２月には、９年前

の地下鉄サリン事件の首謀者である松本智津夫に対する一審判決（死刑）がようやく下された。それ

にしても、高学歴のエリートたちがなぜオウムに引きつけられたのだろうか。オウム裁判の傍聴を続

け、著書も出している作家の佐木隆三氏は、「“無駄のない教育”に原因がある」という。 
能開流の理科授業、これはじっくり考えながら進めるいわばスローラーニングといえる。生徒一人

一人が自分のペースで納得しながら学ぶ、そういう学習への営みを続けたいと思う。（お） 

◆編集後記◆ 


