体で覚えるメカニズムと社会性の関連
：IT による技能学習の可能性
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今日、テレビやビデオさらにコンピュータを用いた IT 教育メディアが家庭、学校の双方に
浸透してきている。インターネットやビデオを用いた IT 教育には、身近な体験からだけで
は学べないさまざまなことに対する学習の機会の提供と、多くの子供に教育の機会を与え
られるなど大きなメリットがある。しかし、現在の視聴覚に偏った IT 教育では、実際に自
分で体験して「体で覚える」という重要な学習の要因が制限される危険性がある。体で覚
えることは健全な発達にとって重要な要因であることは疑いないが、どのようなメカニズ
ムによって成立するものなのか分かっていない。また、われわれの研究によって社会性の
発達障害である自閉症では、体で覚える能力が弱いことが示されており、体で覚えること
と社会性についての関連が示唆される。そこで本研究では、体で覚えることについての認
知的なメカニズムと社会性との関連を発達的に解明し、体で覚えることを助け、社会性を
のばす IT 教育法について提言を行う。

Recently IT educations media using television, video and computers are penetrating the home and
school. IT education that uses videos and internet offers an experience of learning that cannot be
learnt solely through personal experiences. IT also has the merit of giving many children an
educational opportunity. However, at present IT education that relies upon the visual and auditory
senses, actually has the danger of restricting important learning factors such as learning through
action. For healthy growth, learning through action is undoubtedly a crucial factor, yet it is not
known through what mechanism action forms. Furthermore, developmental disorders of the social
ability in Autism, as seen in our research shows that the ability to memorize through action is weak

which suggests that there is a connection between learning through action and social ability.
Therefore, in this research the connection between a cognitive mechanism and social ability in
learning through action is investigated with recommendations as to how IT educational methods that
increase social ability can help the body to learn.
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