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て、前に進む知識や技能を求められています。
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具体的にはジグソー
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CD-ROM に収められ、ダウンロードも可能で、
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利用者もこのところ急速に増えています。是非

これは共通の課題設定、 多くの先生方にも挑戦していただきたいと願
例えば「なぜいま日本
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ていく一方、21 世紀先取り方授業に取り組ん

成の新しい学びを拡げ、日本の授業を少しでも

でおられる、例えば、板倉聖宣先生の仮説実験

変えていくことに貢献できたらと思います。

授業の活動等とも連携し、21 世紀型スキル育

【interviewer】
interviewer】 ジャーナリスト/（株）ディスコ フェロー 恩田敏夫 1967 年日本経済新聞社入社。産業部記者。
編集委員等。1984 年日経ＢＰ社で日経ビジネス副編集長、日経コミュニケーション編集長などを経て、日経ＢＰ社常
務取締役、日経ＢＰ企画社長。現在、日経ＢＰ社参与。大学ジャーナリスト。

■

■ 4

■

本資料に関するお問い合わせ先 ： https://www.disc.co.jp/contact/

2012.1.10

(C) 2012 DISCO Inc.

