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The central theme in the Visible Learning books is making learning visible. This 
book is entirely devoted to the concept of learning. It is not a book about learning theories, 
cognitive psychology, or the development of learning models. It is the book on what learning 
looks like and how we can advance it. We also include some of the fascinating studies that 
have informed us about learning. We describe learning with the following core notions: 
developing skills and strategies in concentration, deliberate practice, persistence, and 
knowing what to do when not knowing what to do. We emphasize that we can teach these 
skills. Even when our children lack these skills, there is no need to drug them.  

There are three major sections: 'Learning within classrooms,' 'Learning 
foundations,' and 'Know thyself.' The individual chapters evolved from many discussions 
between us. Through the magic of Skype and Dropbox, we have had profound debates 
about how best to present our ideas. Greg is in South Australia and John in Melbourne (an 
eight-hour driving distance), but we started this over six months when both were in 
Auckland, New Zealand. Then, we proceeded to the details, such as the choice of themes 
and studies. We made decisions about how best to present in a writing style to entice readers 
into the delights of the world of learning.  

Many people contributed to the development of this book. Foremost are our 
partners ‒ Janet and Shirley ‒ their generous support and constant imperatives made this 
book possible. We acknowledge their tolerance of two 'codgers' spending hours on a 
machine talking. They kindly allowed us to dwell in esoterica ‒ while they pursued their own 
esoterica. We express thanks to those we learned most from ‒ Joel, Kyle, Kieran, Bobbi, 
Jimmy, Milton, Richard, Catherine, and Trenton.  
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Others read various chapters, made suggestions, and provided other studies ‒ we 
thank Terry Bowles, Debra Masters, and Debbie Price. Patricia Alexander prompted us in 
many discussions over wine and good food (as well as singing 'Summertime' at John and 
Janet's recent wedding, held after their 27-year courtship). As with the other two Visible 
Learning books, Janet Rivers provided stupendous editing. She offered insights, flow, and 
changes that seemed so obvious once she advised us. Bruce Roberts from Taylor and 
Francis gave us support throughout and once again made the whole process from the 
publishing side seem easy. Of course, we are responsible for any errors in this book ‒ and 
yes, they can be opportunities to continue to learn. 

 

 

DeepL の翻訳がすごいので、試してみました。（⾚字は守による修正） 
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Visible Learning シリーズの中⼼的なテーマは、学習の可視化です。この本は、学習の
概念に完全に捧げられています。学習理論や認知⼼理学、学習モデルの開発について書
かれた本ではありません。この本は、学習がどのようなものか、そしてそれをどのよう
に進めることができるかについての本です。また、学習について私たちに情報を与えて
くれた魅⼒的な研究も紹介しています。本書では、「集中⼒」、「意図的な練習」、「持続性」、
「何をすべきかわからないときに何をすべきか」といったスキルや戦略を⾝につけるこ
とを学習の核⼼としています。私たちは、これらのスキルは教えることができると強調
しています。⼦どもたちにこれらのスキルが⽋けていても、薬を使う必要はありません。 

⼤きく分けて 3 つのセクションがあります。教室内での学習」、「学習の基礎」、「⾃分
⾃⾝を知る」です。それぞれの章は、私たちの間で何度も議論されて⽣まれたものです。
スカイプやドロップボックスを使って、⾃分たちの考えをどのように表現するのがベス
トなのか、深い議論を交わしました。グレッグは南オーストラリア州、ジョンはメルボ
ルン（⾞で 8 時間の距離）にいますが、⼆⼈がニュージーランドのオークランドにいた
半年前からこの作業を始めました。その後、テーマや研究内容の選択など、細かい部分
を進めていきました。読者に学びの世界の楽しさを知ってもらうためには、どのような
⽂体で表現すればよいのかを決めていきました。 

この本の制作には多くの⼈が関わっています。とりわけ、私たちのパートナーである
ジャネットとシャーリーの寛⼤な⽀援と絶え間ない要求が、この本を可能にしてくれま
した。⼆⼈の "コドモ "が何時間も機械に向かって話をしていても、寛容に受け⼊れて
くれたことを感謝しています。彼⼥らは、私たちがオタク的なことに没頭することを快
く許してくれました。（もっとも、彼⼥たちも同じようにオタク的なことを追求していた
のですが。）ジョエル、カイル、キーラン、ボビー、ジミー、ミルトン、リチャード、キ
ャサリン、トレントンなど、私たちが最も学んだ⼈たちに感謝します。 
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テリー・ボウルズ、デブラ・マスターズ、デビー・プライスに感謝します。パトリシ
ア・アレクサンダーは、ワインとおいしい⾷事を囲んで多くの議論を促してくれました
（また、ジョンとジャネットが27 年間の恋愛の末に⾏った結婚式では、「サマータイム」
を歌ってくれました）。他の 2 冊の Visible Learning の本と同様に、ジャネット・リバー
ズが素晴らしい編集をしてくれました。彼⼥は、洞察⼒、流れ、変更点などを提供して
くれましたが、それは彼⼥が助⾔してくれたからこそ、明らかになりました。テイラー・
アンド・フランシス社のブルース・ロバーツは、終始私たちをサポートしてくれ、今回
も出版社側のプロセス全体を容易にしてくれました。もちろん、本書の誤りは私たちの
責任であり、それは学び続けるためのチャンスでもあるのです。 

 

www.DeepL.com/Translator（無料版）で翻訳しました。 

 
 


