
2020年3月31日

経済産業省 教育産業室

平成31年度(令和元年度)
学びと社会の連携促進事業
(「未来の教室」学びの場創出事業)
最終報告書
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Agenda

3．「未来の教室」実証事業
【参考資料②】各事業者の成果報告書
【参考資料③】教育コーチレポート

2．研究会の運営と提言策定のサポート
【参考資料①】各種調査報告

1．背景と事業の全体像

4．「未来の教室」実現に向けたロードマップ

※【参考資料】は別冊
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1.背景と事業の全体像
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背景（仕様書より）

「第4次産業革命」「人生100年時代」「グローバル化」が進む中、世界は
「課題解決・変革型人材（チェンジメーカー）」の輩出に向けた能力開発
競争の時代を迎え、各国で就学前・初中等・高等・リカレント教育の
各段階における革新的な能力開発技法（EdTech）を活用した「学びの
革命」が進んでいる

こうした中、日本経済・地域経済・中小企業を動かす人材を育む「人づくり
革命」を進めるべく、学校教育・企業研修等の現場において、AI等の先端
技術や産業・学術・芸術・スポーツ等のあらゆる分野の知を総動員した
新たな学びを可能にするEdTechの開発・実証を進め、国際競争力ある
教育サービス産業群を創出することが重要（＝教育のConnected
Industries化）

これらの実現に向け、経済産業省では、学び手自身が自らの学びを設計
していく未来の学び（「未来の教室」）を実現するため、学びと社会の連携
を支える「官民コンソーシアム」を形成、運営しつつ、就学前・初中等・高等・
リカレントの各段階で活用できるEdTechの開発や実証、学校で活用する
際の課題の抽出や効果検証を進めてきた

上記（平成29年度補正学びと社会の連携促進事業（「未来の教室」
創出事業））を承継し、さらなる課題抽出と課題検証を進め、その他
制度論に踏み込む議論に資する調査・広報を進めることにより、人一生の
学びの環境づくりを推進する

背景と事業の全体像1

事業の全体像・スケジュール
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

研究会の運営と
提言策定のサポート

「未来の教室」
実証事業

広報活動

ES2019

公募

第2次提言研究会運営
＋調査

モデル校実証
案件組成

モデル校実証
準備

モデル校実証

Missingパーツ実証（公募なし）

Missingパーツ実証（公募あり）

適宜フォローアップ調査

ポータルサイト、FBページ等での広報

背景と事業の全体像
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2.研究会の運営と
提言策定のサポート
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開催日時 アジェンダ BCGサポート内容（除：運営）

研究会の運営と
提言策定のサポート

2

第2次提言に向けた研究会実施状況とBCGサポート内容

第6回研究会

第7回研究会

第8回研究会

第9回研究会

2019/
2/22

2019/
3/18

2019/
4/26

2019/
5/15

第5回研究会 2019/
1/21

• 「未来の教室」プロジェクトの進捗状況と
今後の進め方について

• 「未来の教室」としての民間教育について

2018年度実証事業の中間報告（2018年12月末）
の取り纏め

第10回研究会 2019/
6/10

• 学校等BPRの調査とEdTechによる解決策
• 学校のICT化に向けた調達構造等
• 「未来の教室」実証事業と学習科学的評価

学校等BPR調査の実施・報告

• 実証事業者の成果報告及び総括 2018年度実証事業の最終報告（2019年2月末）
の取り纏め

• 広域通信制高校・中学生向けフリースクールの挑戦と可能性
• 発達に特徴のある生徒、ギフテッド（異才）を育む学習環境

―

• ギフテッドや２Ｅ（twice-exceptional）の児童・生徒への
支援について

STEAMライブラリーの前提調査(国内外の現状等)

• 経済同友会プレゼン
• 第二次提言に向けて

ー

上記計10回の研究会を経て、「未来の教室」ビジョンが発表された
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研究会の運営と
提言策定のサポート

2

本年度実施した調査一覧 (詳細は【参考資料①】を参照)

I. STEAMライブラリー検討にあたっての基礎資料

II. 中国におけるSTEAM教育トレンド

III. 世界のギフテッド教育の潮流

IV. 国内LMSサービスとJapan e-portfolio

V. セルフBPR調査報告

※上記に加え、「未来の教室」ビジョンPPT版も作成
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3. 「未来の教室」実証事業
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etc

「知る」
(文・理の教科知識や

専門知識)

「創る」
(探究・プロジェクト型

学習(PBL))

一人ひとりの
「ワクワク」

個別学習計画 個人の学習ログ
データベース

新しい学習基盤づくり
ICT環境、制度環境(到達度主義等)、学校BPR、教員養成 等

前年度は「未来の教室」のコンセプトをパーツごとに実証
「未来の教室」実証事業3
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「知る」
(文・理の教科知識や

専門知識)

「創る」
(探究・プロジェクト型

学習(PBL))

一人ひとりの
「ワクワク」

個別学習計画 個人の学習ログ
データベース

新しい学習基盤づくり
ICT環境、制度環境(到達度主義等)、学校BPR、教員養成 等

「モデル校」実証
•長野県坂城高校
•武蔵野大学中学校
•千代田区立麹町中学校
•袋井市立浅羽北小学校
•福山市立城東中学校

Missing parts 実証
• STEAMコンテンツ
•教員研修
•部活支援サービス
• リカレント向けSTEAM研修 等

＋

2019年度は、コンセプト全体の成果を実証する「モデル校」
実証と未着手/不足の要素(missing parts)に取り組んだ

「未来の教室」実証事業3
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①「モデル校」実証
株式会社すららネット1

株式会社マイナビ2

株式会社NTTドコモ3

株式会社Z会4

ライフイズテック株式会社5

Institution for a Global Society株式会社6

7

株式会社JTB8

凸版印刷株式会社9

株式会社STEAM Sports laboratory10

株式会社学研プラス11

Institution for a Global Society株式会社
ベジタリア株式会社

株式会社JTB

株式会社STEAM Sports laboratory

学校法人角川ドワンゴ学園

NPO法人 TOKUSHIMA雪花菜工房
NPO法人 カタリバ

13

14

15

16

17

18

12

モデル校実証＠長野県坂城高校

モデル校実証＠武蔵野大学中学高校

モデル校実証＠千代田区立麹町中学校

モデル校実証＠袋井市立浅羽北小学校

モデル校実証＠福山市立城東小学校

『MaaS』をテーマにしたSTEAMプログラム

『スマート農業』をテーマにしたSTEAMプログラム

『観光ビッグデータ』をテーマにしたSTEAMプログラム

『部活等のスポーツ』をテーマにしたSTEAMプログラム

『AI・機械学習』をテーマにしたSTEAMプログラム

『渋滞・混雑解消』をテーマにしたSTEAMプログラム
『校則改革』をテーマにしたSTEAMプログラム

株式会社COMPASS

②STEAMコンテンツ開発

株式会社学研プラス19 『音楽×プログラミング』をテーマにしたSTEAMプログラム

平成31年度 (令和元年度) 採択事業一覧 (1/2)

「未来の教室」実証事業3
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③個別最適化
株式会社城南進学研究所

NPO法人 SOMA

株式会社スプリックス

株式会社ベネッセコーポレーション

株式会社Barbara Pool

20

21

22

23

24

25

『デキタス』を使った学校内フリースクールの学び支援

一般財団法人活育教育財団

新たな教育支援センターモデルi.Dareの開発・運営

「eフォレスタ」を使った全教科個別最適化実証

④教員研修

株式会社Ridilover26

タクトピア株式会社

株式会社教育と探求社28

住友商事株式会社29

27

新しい教員育成サービス実証（STEAM教員育成）

新しい教員育成サービス実証（意識改革）

部活支援ツール『Bukatool』の開発・実証
⑤部活支援サービス

⑥リカレント向けSTEAM研修
株式会社Ridilover

キャプラン株式会社

一般社団法人RCF

30

31

32

新しいリカレント教育サービス実証（STEAMチェンジメイカー）

平成31年度 (令和元年度) 採択事業一覧 (2/2)

「未来の教室」実証事業3

本報告書では、主に重点案件であった「①「モデル校」実証」を中心に事務局としての見立てを纏める
その他実証については、各事業者の報告書を参照しつつ、採択枠ごとに評価・今後の展開(案)を整理する
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①「モデル校」実証
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狙い・実施概要
「未来の教室」実証事業
（「モデル校」実証)

3

狙い 実施概要

① EdTechによって「知る」(知識習得)の個別最適化
を実現すること

② ①の結果、知識習得に要する時間が短縮され、
その時間を「創る」(探究・PBL学習)に充てられる
ようになること

③ 「創る」と「知る」のサイクルを有機的に回すこと
(学びのSTEAM化)

④ 不登校または不登校気味の生徒に対しても、
上記①～③が有効で、不登校問題の根本
解決に繋がる道筋が見えること

各校(除：城東中)に、「創る」「知る」それぞれを担う
事業者を1社以上入れ、左記①～③の達成を目指
して、実証を開始

月1回以上、関係者全員での定例会を開催し、進捗
状況の確認や必要なコンサルティングを実施

尚、福山市立城東中学校については、対象が校内
フリースクールに通う不登校または不登校気味の生徒
であることもあり、短期間で①～③を強いることはせず、
様々な学びを用意し、反応をみることを主眼においた
実証とした
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教育コーチ
(専門的知見からのアドバイス)

創る
(探究・プロジェクト)

知る
(教科知識・専門知識)

学習基盤
(ICT環境・業務効率化)

袋井市立
浅羽北小学校
(小６)

長野県
坂城高等学校
(高１)

武蔵野大学
中学校
(中１)

千代田区立
麹町中学校
(中２)

福山市立
城東中学校
(中1~3)

前田 康裕 氏
• 熊本大学准教授
佐藤 靖泰 氏

• フューチャーインスティテュート株式会社
教育コンサルタント

稲垣 忠 氏
• 東北学院大学教授
三浦 隆志 氏

• 前岡山県立林野高等学校校長

池田 修 氏
• 京都橘大学教授
石川 一郎 氏

• 聖ドミニコ学園カリキュラムマネージャー

田中 康平 氏
• 株式会社NEL&M代表取締役
西田 光昭 氏

• 柏市教育委員会
指導課教育研究専門アドバイザー

(調整中)

with

with

with

参考）各「モデル校」における座組み

「未来の教室」実証事業
（「モデル校」実証)

3
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モデル校実証全体の成果サマリーと今後の展開 (案)
「未来の教室」実証事業
（「モデル校」実証)

3

成果サマリー 今後の展開(案)
「知る」については、前年度に引き続き、最終的には定量的
な成果まで出せたが、その一方で、各学校の考え方や先生
のスキル・スタンス・置かれた環境によって"EdTechを活かした
授業"を確立するまでに相当苦労し得ることも見えてきた

「創る」については、定量(AiGROW)・定性(先生や生徒へ
のアンケート等)ともに十分な成果が確認できた一方、今後、
現場の先生だけで同じレベルの授業が実施できるか、の部分
には不安の声が多く聞かれた
• 特にMaaS等の教員が馴染みのないテーマは厳しい
• 単純に1:40では人手が足りないという意見もあり

また「創る」と「知る」のサイクルを回すことについては、一部の
モデル校において、その兆しは見えたものの、それを支える
カリキュラムや先生側の体制が整ってないことによって、理想
とするレベルになったとは言い難く、次年度への残課題
• 2~3人の先生では、全ての生徒の興味に応えられない
• サイクルを回す際に、時間割(標準時数)が制約になる

次年度からは、拡大していくフェーズ(GIGAスクール構想や
EdTech補助金)に入るので、早期に"EdTechの活かし方"
モデルパッケージを確立・発信したい
• 学校のタイプや目指す姿によって、幾つかパターンが必要

多くの学校現場にSTEAMを届けるためには、STEAMの
材料やガイドを提供する場所(STEAMライブラリー)が必要で
あり、その創出を急ぐ
また、単に材料・ガイドを発信しただけでは、使いこなせない
先生が出てくることも予想され、“先生のSTEAM化”(例えば
教員研修)も、ライブラリーと合わせて検討していく必要がある

特定のスーパーティーチャーに頼ることなく、「創る」と「知る」の
サイクルを回すために、それを支えるカリキュラムと体制が必要。
但し、それを今の指導要領や学校リソースの制約のなかで、
マネジするのは簡単なことではなく、先進的な学校をモデル校
として、共にその方法を模索、構築したモデルを全国に発信
したい

1

2

3



16 Co
py

rig
ht

 ©
 2

02
0 

by
 B

os
to

n 
Co

ns
ul

tin
g 

Gr
ou

p.
 A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

.

【長野県坂城高校】成果サマリーと示唆

「未来の教室」実証事業
（「モデル校」実証)

3

連携

with

知る

創る

学習基盤

最終的には、国数英全ての教科でEdTechを使った授業が実現し、かつ
持ち帰り学習や単元を超えた個別最適化まで達成。成果としても生産性
向上が定量的に確認でき、先生/生徒へのアンケート結果も概ね好評

但し、軌道にのるまでには相当時間・労力を要しており、この示唆を次年度
の展開フェーズに繋げたい

学校・生徒のベーススキルも考慮し、プログラムの大幅改編を余儀なくされた

ただ、同校が例年実施している企業見学と比較すると高いレベルの内容に
昇華できたのは確かで一定は評価できる

• 探究学習に伴走する存在としてのSTEAMメンター(トモノカイより派遣)
の活躍が大きかった

敢えて最も安価な端末を導入したが(GIGAスクール予算内)、それで十分
に学びを変えられることが分かった。尚、EdTech教材(本モデル校では、
「すらら」)は勿論のことながら、探究学習を進めるにあたってのツールとしての
効果を支持する声も多かった

また、持ち帰り学習が好評且つ効果大で、LTEモデルの有用性も示された

本年度実証では各パーツを成り立たせることで精いっぱいで、連携まで意識
することができなかった

成果サマリー

いかなる学校においても、EdTechが効果的であることを改めて
確認できた一方で、"どのようにEdtechを使うか"は、学校ごとに
かなりの程度準備・カスタマイズが必要

• 麹町中のようにスムーズに導入できる学校ばかりではない
• 特に国英においては、現状、全てをEdTechに置き換えること
は難しく、EdTechとそれ以外の構成がポイントか

探究的に学ぶ経験をしてこなかった生徒に対しては、そもそもの
"探究の仕方"からサポートする必要がある

• 本プロジェクトではSTEAMメンターを投入

STEAMライブラリーに掲載するコンテンツについても、慣れてなくとも
取り組み易いコンテンツも混ぜるなど、要検討

EdTech教材(本モデル校では「すらら」)は勿論だが、その他学び
を効率的・効果的に進めるためのツールとしても、PCは有用

GIGAスクールにおいては、教材導入にこだわらずに、PCの基本
機能(ワード、パワポ、エクセル、Webブラウザ等)を使って、学びが
どう変わるかの事例を創っていくことも重要そう

ー

示唆
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参考）株式会社すららネットの成果報告抜粋（詳細は【参考資料①②③】参照）

「未来の教室」実証事業
（「モデル校」実証)

3

紆余曲折は
あったが、
国数英全てで
EdTech導入
を実現

最終的には
単元も超えた
個別最適化
まで達成

以下は定量的な数字を示すことができた

• 学習生産性の向上
– EdTechによる学習時間の短縮
– EdTechで学習した箇所の成績向上

また、定性的な部分でも、最終的には、
先生／生徒から好意的な評価を得ることに成功

英
語

数
学

国
語
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参考）株式会社マイナビの事業の成果報告抜粋（詳細は【参考資料①②③】参照）

「未来の教室」実証事業
（「モデル校」実証)

3

教員

教材

生徒

STEAM
メンター

プロジェクト学習の推進体制
メンター研修プログラム

ケース型研修の実施風景

各回の目的‐活動定義シート
ZOOM×Google Classroomの
運用検証

トモノカイから派遣されたSTEAMメンターの活躍によって、探究・PBL学習に不慣れな生徒を軌道に乗せることに成功

<先生からのコメント>
"今日の生徒の取り組みを見ていて、うちの生徒でもやるべきことが理解できたら、ここまでしっかりとできるのだということがわかった"
"『うちの生徒のレベルではできるはずがない』というのは、完全に私の思い違いであった。本当に学びの多い時間で、感謝している"
"生徒の可能性を潰していたのは我々教員であることに気づかされた。と同時にその可能性を広げるのも我々の仕事です" 等
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参考）株式会社NTTドコモの事業の成果報告抜粋（詳細は【参考資料①②③】参照）

「未来の教室」実証事業
（「モデル校」実証)

3

学習に必要な機能を備えているが、可能な限り安価な端末の導入

教員・生徒双方に十分な研修と日々のトラブルシューティングを提供

LTEモデルは非常に好評
• 特に持ち帰り学習に活用できたことが教員・
生徒双方から高い評価

• 次年度以降、LTEモデルを希望する声が
出るほど(長野県は、当面はWi-FiでICT化
を進める計画)

EdTech教材(すらら)を利用できるだけでなく、
マイナビが実施したPBL学習でも効果を発揮
• PBLにおける調べ学習やオンライン議論時に
効果を実感した教員・生徒が多数

インターネットについては、県教委と相談の上、
一定の規制をかけたが、生徒から不満の声あり
• 調べ学習で必要なものを調べられないケース
が散見された
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【武蔵野大学中学校】成果サマリーと示唆

「未来の教室」実証事業
（「モデル校」実証)

3

連携

知る

創る-1

創る-2

単元を超えた個別最適化を達成し、学習生産性の向上という意味では
十分な効果が得られた

先生/生徒の受容度が高かったこと、導入(2学期)前に授業スタイルを入念
に練ってから導入したこと、Z会サポーターの手厚い支援があったこともあり、
軌道にのるまでが非常にスムーズだったのも他校との違い

ゲームというテーマは、先生も生徒もなじみやすく、双方よりポジティブな意見
が多く聞かれた。他校(特に公立)において、このテーマがどこまで受け入れら
れるかは確認したい

但し、特徴として、事業者が講師を派遣することで、成り立っているプログラム
であり(それが魅力でもある)、自走性が課題

元々が高校生向けに開発したプログラムということもあり、生徒の反応が
よかったとは言い難い

また先生／生徒ともに、MaaSというテーマが刺さり難かったのも課題
• "自動運転"などといった分かり易い単語には反応するが、MaaSが
ピンとこないまま終わってしまった印象

時間的な連携はできたが、中身の連携までは到達できず

成果サマリー

得られた成果は申し分ないが、Z会サポーターの手厚い支援に
支えられたものであり、教材の特性上も、所謂"普通の学校現場"
へと普及していくイメージは持てなかった

また、"静かに独習"というスタイルに否定的な生徒が結構いたことも
気づきの１つ(Qubenaはイヤホン不要ゆえ、完全独習になりにくい)

atama+も同様だが、事業者が手厚い人員を用意することを
前提としたプログラムであり、実証以外(特に公立)で広く拡大
できるモデルではなさそう

STEAMライブラリー向けコンテンツを作る際は、その自走性まで、
意識して取り組みたいをしたい

STEAM学習で、社会の最先端(例：MaaS)をテーマにした
場合、その導入部分を、学校の先生が担えるのか、担えない
ならば、STEAMライブラリーはそれをどう支えるのか、は要検討

• 今回は事業者がいて成り立っている部分あり
• 動画あれば違ったのか？それはどんな動画化？

中身の連携を実現するには、制約となるカリキュラムや先生
の体制(横連携が弱い)を変えていく必要がある

示唆

with
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参考）株式会社Z会の事業の成果報告抜粋（詳細は【参考資料①②③】参照）

「未来の教室」実証事業
（「モデル校」実証)

3

AI型教材atama+の「完全習得主義」「AI Coaching」+Z会サポーター
生産性(学習時間短縮×成績向上)と
いう定量的な結果に加えて、以下のよう
な声が聞かれた

生徒
• "自分のペースでできるところがよい"

"習熟度別なので普通の授業のように
「ここわかるのにな」と退屈に思う事がない"

• "何回も講義を聞くことができるからわかるま
でできるところがいい" 等

保護者
• ”皆で同じ単元を学習する授業では
「わかったふり」が出来てしまう分、なんとなく
授業が終わってしまいますが、atama+で
はその"ふり"が出来ない分、確実に実力を
つけられると思いました”

• "通常の授業と比べて、きちんと学べている
かが判ってしまうというすごさを感じました"

等
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参考）ﾗｲﾌｲｽﾞﾃｯｸ株式会社の事業の成果報告抜粋（詳細は【参考資料①②③】参照）

「未来の教室」実証事業
（「モデル校」実証)

3

以下構成で「ゲーム」を題材にしたSTEAMプログラムを実施 教員・生徒ともに、ポジティブな反応
であったが、自走のハードルは高いか

以下教員の声抜粋

• "技術や美術とも繋げられそうだった"

• "普段は数学の時間ではそんなに
目立たない、日頃自分のことをアピール
しない子がアピールしていた"

• ”全体通して自分たちでやるのは難しい
と感じた。そう思うくらいプロだった。”

• ”黙っている生徒が少なく、いろいろな形
で参加している。目が生き生きしている”

• ”遊びと学びが一体化していて楽しそう”

等
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参考）Institution for a Global Society株式会社の事業の成果報告抜粋
（詳細は【参考資料①②③】参照）

「未来の教室」実証事業
（「モデル校」実証)

3

高校生向けに開発した
左記プログラムを
中学生向けに変換

<先生/生徒の反応>
• 自動運転などの分かり易い部分に刺激を受けている様子ではあったが、それを自分の学びに繋げようと思う／
繋がっていることに気づく、というところまでは至らず

• 加えて、先生側がMaaSというテーマを理解することに苦労する（≒教えられない）というような姿も見られた
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【千代田区立麹町中学校】成果サマリーと示唆

「未来の教室」実証事業
（「モデル校」実証)

3

連携

知る

創る-1

創る-2

昨年に引き続き実施した数学は勿論のこと、新たに取り組んだ英語について
も、学びの生産性向上という成果を出すことに成功

• 数学と異なり、英語については、全てを置き換えられないため、時間
圧縮効果の幅は狭くなる

• また、全置き換えではない分、授業プラン（どこをEdTechに頼って、
どこからは頼らないのか)を立てることの重要さをより感じた

複数教科(数・英)の知識を使いながら、探究学習に取組める設計になって
おり、先生/生徒の反応も◎。他校への展開性も高そう

改善点としては、本来的には理科や社会といった教科へも広がっていくテーマ
にも関わらず、その方向に興味を持った生徒のカバーがないことか。展開性と
トレードオフになるが、少し探究の仕方を型にはめすぎているような印象あり

観光ビッグデータを使った学習アプリを、更に多くの領域・教科に繋げられる
ように進化させ、それを使った中学生向けのプログラムを開発

別モデル校のIGS(MaaS)と同様に、高校生向けを中学生向けに変換する
ところで苦労し、先生/生徒ともに刺さるプログラムにできなかったのが改善点
(準備時間の短さや先生達との関係性の浅さも影響した可能性あり)

COMPASSが1社で、時間的な連携に加えて、中身の連携にもチャレンジ。
海外のことを調べる中で、語学学習へのやる気が喚起されたり、学んだ英語
の使い道・有用性に気づけたり等、一定の成果はあったと言えそう

成果サマリー

成果に加え、他の「知る」系の実証と比較しても展開性が高く、
次年度の拡大フェーズにおいては有望なサービスだと再確認した

今回は英語に挑戦したが、今後、更に教科数を増やしていき、
多くの教科で"学びの生産性向上"を実現できるようになるとよい

1社で「知る」「創る」の両方を担っているからということもあるが、
しっかり設計をすれば、「知る」⇄「創る」の連携の実現は可能
と言えそう

また、設計をどこまでするか、本来探究はもっと自由にやらせた
方がよいのではないか、という点は、次年度要検討

アプリを含めたSTEAMのネタとしては非常に有望
• アプリは、まさにSTEAMを体現したもの
• また「観光」というテーマは誰でも馴染みやすく且つ重要

展開性も比較的高く、ライブラリーに掲載するコンテンツとしては◎。
他事業者と組ませて、プログラムを作りに行っても面白そう

贅沢を言うと、予め決められた連携（例：英語・数学を学んだの
でそれを使ったSTEAM）であったことを、物足りなく感じたが、展
開性を考えると型も必要であり、どこまでを目指すかは要議論

示唆

with
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参考）株式会社COMPASSの事業の成果報告抜粋（詳細は【参考資料①②③】参照）

「未来の教室」実証事業
（「モデル校」実証)

3

１社で「知る」⇄「創る」の連携に挑戦

昨年度から続く、数学に加えて、英語でも新教材を実証。
全てをEdTechに置き換えることは難しいため、文法学習
に特化する形で、事業内で使用

数学ほどではないが、▲2~3割の時間圧縮には成功
成績の維持・向上も確認できた

SDGsをテーマに、全12回の授業を実施
1. 「SDGsを知る」
2. 「質の高い教育について考える」
3. 「データを読み解く」
4. 「統計を学ぶ」
5. 「対象国のリサーチ」
6. 「仮説立て」
7. 「解決アイデアの創出」/「質問項目の作成」-1
8. 「解決アイデアの創出」/「質問項目の作成」-2
9. 「質問項目の英訳」
10.「集計結果の考察」
11.「資料作成」/「クラス発表」
12.「最終公表会」

生徒コメント(SDGsﾜｰｸｼｮｯﾌﾟについて)

"テレビとかラジオで他の国の問題について
話されていても、自分のことじゃないしどうでも
いいかなと今までは流してたんですが、色々と
調べていくうちに自分も貢献していかなけれ
ばいけない問題なんだなと思いました。"

"気になったことは放っておくのではなくて、
納得がいくまで調べるのがいいなと思った"

"いろんな国の人とかともっと交流を深められ
たら、もっといろんなことが分かるんじゃないか
なって思いました。" →英語学習の動機？

先生コメント(Qunenaについて)

"普段あまり学習に集中できない生徒が集
中して取り組むことができたり、なかなか取り
組みが進まない生徒についても取り組み姿
勢があがっていました。個々人のペースで学
習できることが影響しているのだと思います。"

"教員としても生徒たちがどの部分ができてい
ないのかをデータで把握できるので授業に生
かすこともできました"
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参考）株式会社JTBの事業の成果報告抜粋（詳細は【参考資料①②③】参照）

「未来の教室」実証事業
（「モデル校」実証)

3

観光予報プラットフォームを軸にした３(4)種のアプリを使って、中学生向けにSTEAMプログラムを開発・実施
(別事業で高校生向けに作ったものをベースに中学生向けにカスタマイズ)

高校生向けに開発した
左記プログラムを
中学生向けに変換

以下①~④を目標にした
全8回の授業を実施

①現代社会におけるデータの
大切さを知る
（ビッグデータとは？）

②地域の観光への取り組み
（施策）を調べる

③地域が抱える問題に対し、
課題を想定してみる

④データを使って自分の
アイディアを整理して表現する
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【袋井市立浅羽北小学校】成果サマリーと示唆

「未来の教室」実証事業
（「モデル校」実証)

3

連携

知る

創る-1

時間圧縮・成績向上という２つのKPIを達成。生徒の学びに対する態度に
ついてもポジティブなエピソードが多く寄せられた

課題は、単元を超えた個別最適化について。小学生という事情も分かるが、
単元がすぐ終わってしまう子や戻りたい子もいるはずなので、本来的にはそこ
まで踏み込むべきで、時間圧縮効果はもっと見込めるはず

昨年度、高いレベルで完成しているプログラムではあるが、それを担任の先生
でも実施できるようにという目標で実施

• 教材やガイドライン、1day研修を用意
• 最終的にはライブラリー化を見据えたもの

結果として昨年度(プロの指導)と同等以上の効果を得られた

本年度は、本格的な連携までは取り組めず。
ただ、「創る」パートで算数・プログラミングに対する意欲喚起は確認できた
ので、あとはそれを受ける「知る」側の整備

成果サマリー

少なくとも高学年においては、小学生でもあまり苦労せずにEdTech
を導入できることは分かった

• 使い方へのキャッチアップは大人よりも優れている

一方で、授業スタイルを180度変える必要はあり、そこで苦労する
先生は発生し得る(坂城高校同様)。ここのサポート需要はありそう

小学生向けのSTEAMとして、元々完成度が高かったが、展開性
という意味でも十分であることを示せた

• STEAMライブラリーの小学生向けフラッグシップとして発信

一方で、このようなプログラムをどうサステナブルに生み出していくか
(事業化するか)、という点は課題

旧来型の標準時数に縛られた時間割の場合、折角STEAMで
意欲を喚起しても、それを受ける時間がないことが課題。
小学校の場合、1人が複数教科を担当しているので、先生側の
体制には問題なく、STEAM向き

示唆
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参考）凸版印刷株式会社の事業の成果報告抜粋（詳細は【参考資料①②③】参照）

「未来の教室」実証事業
（「モデル校」実証)

3

小学生6年生の算数の授業を、やるKeyを
使って個別学習化
• 始まり/終わりだけ、一斉授業を実施
• 独習で終わらないよう教え合いも推奨

個別最適化は、あくまで単元内で実施
• 早く進んだ子は同単元の習熟/応用
問題をやる

• 次の単元へ進む際は、クラス全員で

定量・定性の成果

定量
• 時間は例年の77%まで圧縮
• テストの平均点も向上

– 特にC・D層の底上げに貢献

定性(先生コメント)

"今まで、力はあるが集中力がなかった子が、常
に手元で学習が進むことにより、集中して学習で
きた。それにより、点数が伸びた"

"算数が得意な児童が、普段の授業ではどうして
も待つ時間ができてしまうがそれが解消された"

"目視では分からないことに気づくことができる"

"「先生もわからないから、一緒に機能を見ながら
頑張ろう」という話をした。その結果、「先生、これ
はこうやってやるんじゃない？」と教えてくれる児童
が出てきた。児童と一緒に使いながら、上手に活
用していくスタイルを考えていくことが大切。"
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参考）株式会社STEAM Sports Laboratoryの事業の成果報告抜粋
（詳細は【参考資料①②③】参照）

「未来の教室」実証事業
（「モデル校」実証)

3

昨年度開発したプログラムを改良し、担任の先生による授業が実施できる
ようにすることを目指した

実際に担任の先生の力だけで、十分な質の
授業を実現。昨年度(プロが指導)と同様、
児童たちにポジティブな変化をもたらした

<先生コメント>

"体育が苦手な生徒でも、役割を明確に持って参
加することで運動量が確保できた。"

"実技と座学を往復することで、プログラミングで発見
した戦略と現実に差があることを実感できた。これに
より、チームワークを良くするためには何に着目すれ
ば良いかが明確になった。また「AIができること」と「人
ができること」があることを学ぶ良いきっかけになると感
じた。"

"より良い動きを追求したり、動画で自分自身を客
観視することで「やりたい」「試したい」というモチベー
ションを喚起することができると感じた。"

"課題としては、タグラグビー未経験の指導者には事
前に予習が必要であることと、試合における審判を
確保すること（2面で実施の場合）。"
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【福山市立城東中学校】取組み内容と暫定成果 （詳細は【参考資料①②③】参照）

「未来の教室」実証事業
（「モデル校」実証)

3

取組み趣旨
<背景>
不登校傾向のある児童・生徒は、今、
潜在的に44万人超いると言わている。
一口に不登校傾向と言っても、生徒に
よる出席率の違い、学習進度の違い、
学習意欲や習慣の違い、特性による
学習への適応の違いなどがあり、学校
も対応しきれていないのが現状

<取組み趣旨>
福山市立城東中は、教室でもない自
分の部屋でもない居場所として校内フ
リースクールを設置しており、一定の成果
を
あげていた。
そこにEdTech教材や探究学習を導入
することで、学びへの意欲を取り戻させ、
一人ひとりの進度に応じた個別最適化
学習を実現することで、生徒の学び続け
る力を育むことができないかに取り組む

具体内容・暫定成果

1人1台
環境の整備

教科学習のため
のEdTech教材

の導入

STEAM・
探求授業の実施

ROCKET
Music Blocks

個別学習計画
の作成

教室に行けない児童・生徒の場合は、そうでない場合と比較しても特に、1人1台の恩恵（いつ
でも/どこでも学ぶことができる）が大きくなることを確認できた。
従い、基本的にポジティブな成果ばかりではあるが、展開する際には学校/家庭のICTに対する
誤解・抵抗感が課題になる可能性あり(過剰なアクセス制限、持ち帰りへの抵抗感 等)

期間中、EdTech教材を十分な時間利用してくれたのはわずか4名/20名のみ。元々学習意欲
の高い生徒には効いたが、そうでない生徒に対しては、まずは学習意欲の喚起が重要か。
EdTechを複数入れておくことは、意欲が喚起できた際の学びの選択肢として重要である一方で、
それだけでは解決しないことが、改めて確認された

ROCKETのプログラム、Music Blocks授業ともに10名前後/20名が参加し、そのうち半分くらい
の生徒の学習意欲にはポジティブな変化が見られた。
但し、意欲が必ずしも、学校の授業で学ぶことに繋がるわけではなく、十分に応えられなかった
(先生が捌き切れない、指導要領に関係ない 等)

そもそも学習意欲が低減している、または偏りや波がある生徒にとって個別学習計画を立てる
ことはハードルが高い。
本年度事業では、明蓬館(通信高校)やトイボックス(フリースクール)を参考にしたが、指導要領
や人員リソースの制約を考慮しなければならない公立中学が、それに完全に倣うことは困難

単年度で成果を出すことは難しく、上記示唆を蓄積しながら2-3年体制で取り組んでいく
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参考）不登校問題に対する考え方（現時点の整理）

「未来の教室」実証事業
（「モデル校」実証)

3

本年度実証1)で見えてきたこと

一口に不登校傾向と言っても、その
背景には様々な要素があり、(たとえ
高品質であっても)単一ソリューション
で全ての子どもを救えるわけではない

また、上手く刺さり、学ぶ意欲の喚起
に成功しても、それを上手く拾って、
導くことは簡単ではない
• 工数/スキル的に、先生だけでは
捌ききれない

• 喚起された意欲の向いている
方向は多種多様であり、必ず
しも指導要領に沿ったものに
ならない

⇒多数の選択肢とそれらを許容し、
柔軟にナビゲートできる人・場が
必要

1. 「③個別最適化群」の実証も含む

<強み>
教育委員会公認なので、

• 成績・卒業という面では、公的に認めて貰いやすい
• 公的な予算を運営費に充てることができる

<弱み>
指導要領や人的リソースに制約があるため、"多数の選択肢の
用意""それらを柔軟にナビゲートする人・場の提供"は難しい

校内フリースクール・教育支援センター

<強み>
制約がない/少ないため、 "多数の選択肢の用意""それらを柔軟に
ナビゲートする人・場の提供"ことはやり易くなる

<弱み>
一条校ではなく、あくまでオルタナティブスクールなので、成績・卒業
における公的認定や公的予算の獲得が難しい

オルタナティブスクール

２つの方向性

①校内フリースクール/
教育支援センターに
外部リソースを注ぎ
込むことで学びの場
として充実させていく
(城東中・鴨居中）

②オルタナティブスクール
を教育委員会に公認
して貰う
(SOMAのi.Dare）

不登校問題解決の選択肢
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②STEAMコンテンツ開発
※詳細は事業者報告書参照
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狙い・実施概要
「未来の教室」実証事業
（STEAMコンテンツ)

3

狙い 実施概要

① 「未来の教室」ビジョンの中で示されたSTEAM
ライブラリー構想の実現に向けてコンテンツの
実例を開発し、発信すること

※本年度事業は以下2パターン

– ライブラリー掲載を意識した教材を開発し、
その効果の実証まで取り組んだ群

– 与えられたテーマに対して将来的な教材化・
プログラム化の可能性検討に取り組んだ群

– 含：アイディアソン

事務局から依頼/合意したテーマにつき、以下を満たす
授業プログラムを開発

• 産業界/研究機関が取り組んでいるトピック、直面
している社会課題をテーマにしていること

• 上記テーマについて、探究的に且つ複数領域の
知識・技能を使って取り組めていること

• 学校の授業内で実施できるものであること

開発したプログラムを、次年度ライブラリーに掲載する
ことを意識して整理
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参考）開発したSTEAMプログラム一覧

3

事業者 テーマ 対象 形式 教科の拡がり
動画

ｽﾗｲﾄﾞ
WS等高 中 小

1. モデル校用に作り込んだものなので、そのままライブラリー掲載は難しいが、加工すれば検討可能なもの

ｱﾌﾟﾘ等

ベジタリア

JTB

IGS

TOKUSHIMA雪花菜工房

STEAM Sports Laboratory

STEAM Sports Laboratory

学研プラス

カタリバ

キャリアリンク(アイディアソン)

キャリアリンク(アイディアソン)

ライフイズテック

COMPASS

スマート農業

観光ビッグデータ

MaaS

混雑解消

部活動データ

タグラグビー×プログラミング

音楽×プログラミング(Music Blocks)

校則改革

製薬会社 (大日本住友製薬)

地銀(YMFG)

ゲーム

SDGs

〇

〇

〇

〇

TBD

△

△

△

△

△

〇

△

△

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

△

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

数学・社会・理科 等

数学・社会 等

数学・社会 等

体育・数学・理科 等

体育・数学・プログラミング 等

社会 等

TBD

TBD

数学・美術・音楽・プログラミング 等

数学・社会・理科・英語 等

す
ぐ
に
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
掲
載
用

初
期
検
討

モ
デ
ル
校

1)

〇 △

〇 △

〇

〇

〇

TBD

TBD

TBD

TBD

TBD

数学・社会・理科 等

〇 △ 〇

機械学習 △ 〇 〇 数学・社会 等

21世紀型スキル △ 〇 〇 ー
角川ドワンゴ学園

体育・数学・プログラミング 等

「未来の教室」実証事業
（STEAMコンテンツ)
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今後の展開(案)：STEAM検討WGの発足

3

背景
本年度、モデルとなる幾つかの優良な
コンテンツを開発することはできた。
但し、本格的にSTEAMライブラリー
構想の実現を目指していくにあたって、
以下については、未だ「未来の教室」
事業として明確な指針を打ち出せて
いない状況
A) 「未来の教室」で目指すSTEAM

コンテンツの要件

B) A)を掲載するSTEAMライブラリー
が備える機能

C) A)の量産、B)の運営を支える
仕組み
(予算、ビジネスモデル、組織等)

今後の展開(案)
「未来の教室」とEdTech研究会の委員を中心に検討WGを発足。先A)~C)について、
「未来の教室」としての指針を打ち出す

STEAMコンテンツ
の要件

STEAMライブラリー
が備える機能

コンテンツ量産
ライブラリー運営
を支える仕組み

• テーマに要件を設定するのか否か、またその場合はどのような要件にするのか
• "探究的に学ぶ"をどのように定義するか（例：具体的なアウトプットは求めるのか）
• "学校の授業内で実施できる"ことを求めるか、またその場合はどの水準にするのか 等

※広義要件ではなく、「未来の教室」として目指すSTEAMコンテンツの要件をどうするか

• コンテンツ配信以外にどのような機能を求めるのか、またどこまでを必須にするのか
– リコメンド機能、コミュニティ機能、オンラインPBL機能 等

• 上記を１つのサービス上で実現するべきか／実現することができるのか 等

• 誰がどのようにしてコンテンツ量産・ライブラリー運営を支えるのか
– 国 or 民間
– L of Lを作るのか、あくまでムーブメント作り(各社が夫々作る)に徹するのか
– ユーザから徴収 or スポンサーモデル 等

上記を踏まえてコンテンツ第2期の開発を開始する

想定論点

「未来の教室」実証事業
（STEAMコンテンツ)



36

Co
py

rig
ht

 ©
 2

02
0 

by
 B

os
to

n 
Co

ns
ul

tin
g 

Gr
ou

p.
 A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed

.

③個別最適化
※詳細は事業者報告書参照
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狙い・実施概要
「未来の教室」実証事業
（個別最適化)

3

狙い 実施概要

<スプリックス>

① 生徒1人1人が個別学習計画を立て、それに
沿って学習していく「完全個別最適学習」の
可能性を検証する

<城南進研・SOMA1)>

① 全国に潜在的には44万人超いると言われる
不登校/不登校傾向の児童・生徒に合った
学びのモデルを創出する

② ①を現行制度の中に組み込んでいくための
課題を抽出し、乗り越える方策を検討する

<スプリックス>

• EdTech教材「eフォレスタ」を使い、個別学習
計画に沿った授業を実施

• 一部学校では、教科混合の個別学習計画
にも挑戦

<城南進研・SOMA1)>

• 不登校/不登校傾向の児童・生徒に対して、
様々な学びを提供し、有効なものを検証

• それらを現行制度に組み込んでいくためには
どうすべきか、教育委員会／学校と意見交換

1.  城南進学研究社は、横浜市立鴨井中学の校内フリースクールで実証。NPO法人SOMAは、i.Dareというオルタナティブスクールを開設し、土佐町の教育支援センター認定を目指した
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参考）不登校問題に対する考え方（現時点の整理）

「未来の教室」実証事業
（個別最適化)

3

本年度実証1)で見えてきたこと

一口に不登校傾向と言っても、その
背景には様々な要素があり、(たとえ
高品質であっても)単一ソリューション
で全ての子どもを救えるわけではない

また、上手く刺さり、学ぶ意欲の喚起
に成功しても、それを上手く拾って、
導くことは簡単ではない
• 工数/スキル的に、先生だけでは
捌ききれない

• 喚起された意欲の向いている
方向は多種多様であり、必ず
しも指導要領に沿ったものに
ならない

⇒多数の選択肢とそれらを許容し、
柔軟にナビゲートできる人・場が
必要

1. 「③個別最適化群」の実証も含む

<強み>
教育委員会公認なので、

• 成績・卒業という面では、公的に認めて貰いやすい
• 公的な予算を運営費に充てることができる

<弱み>
指導要領や人的リソースに制約があるため、"多数の選択肢の
用意""それらを柔軟にナビゲートする人・場の提供"は難しい

校内フリースクール・教育支援センター

<強み>
制約がない/少ないため、 "多数の選択肢の用意""それらを柔軟に
ナビゲートする人・場の提供"はやり易くなる

<弱み>
一条校ではなく、あくまでオルタナティブスクールなので、成績・卒業
における公的認定や公的予算の獲得が難しい

オルタナティブスクール

２つの方向性

①校内フリースクール/
教育支援センターに
外部リソースを注ぎ
込むことで学びの場
として充実させていく
(城東中・鴨居中）

②オルタナティブスクール
を教育委員会に公認
して貰う
(SOMAのi.Dare）

不登校問題解決の選択肢

再掲
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④～⑥その他
※詳細は事業者報告書参照
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実証概要と今後の展開(案)
「未来の教室」実証事業3

実証概要 今後の展開(案)

以下３群については、それぞれのテーマで、「未来の
教室」のコンセプトに資する新サービスを開発・実証

a. 教員研修サービス
b. 部活動支援サービス
c. リカレントSTEAM研修サービス

また開発したサービスは、次年度以降、自走していく
ことを基本とし、実証事業終了時には、自走に向けた
プランも検討・提示

いずれの事業についても、本年度実証したサービスに
ついては好評であり、またそれぞれ独自の手法で測定
した成果もいずれもポジティブなものだった
(詳細は各事業者報告書を参照)

一方で、自走については、特に教育委員会／学校の
予算を要するa./b.については苦戦。唯一教育学部
（東京学芸大）と連携したBarbara Poolだけは、
教員免許更新の科目としての自走が決まったことから、
教員養成課程や教員免許更新との連携が１つの解
になりそう

c.については、企業向け且つ2年目の事業ということも
あり、一定の目処はたった形。今後は、イベント等での
発信支援という形で、後押ししていくイメージか
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4. 「未来の教室」ロードマップ
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令和2年度は、平成29年度補正事業 (2018年度) から続く数々の検討の流れを踏まえた、
第3フェーズとして、継続性ある且つ更に進化した取組みを実施していく
｢未来の教室｣ (学びの場)創出事業の全体ロードマップ

2018年度 2019年度 2020年度

コンセプト策定
• 研究会1期
• 第一次提言

コンセプト具体化
• 研究会2期
• ｢未来の教室｣
ビジョン

単体パーツ毎の実証

モデル校実証
• 前年度検証したものを
組み合わせて実証

Missing parts実証
• 前年度検証できなかった/
不足していたテーマに着手

スーパーモデル校実証
• これまでに得た成果・知見を結集し、
「未来の教室」の理想のモデルを創る

モデル自治体実証
• 「未来の教室」全国展開に向けた実証

STEAMコンテンツ開発他
• 引き続き必要なパーツを開発・実証

コンセプト実現に向けた更なる検討
• STEAMライブラリー構築に向けた検討
• 学習ログ利活用に向けた検討
• 学校BPR推進に向けた検討
• GIGAスクール構想との連携 等

更なる進化
&

全国へ普及

オンラインでの広報 (Webサイト立ち上げ、SNS活用等)

オフラインでの広報 (イベント開催、講演登壇、キャラバン企画等)

広報戦略
の練り直し

オフライン/オンラインを融合させた
新広報戦略の下、コミュニティを拡大

他省庁含めた関連プロジェクト
(GIGAスクール構想、学びを止めない未来の教室 等)



bcg.com









①EdTechによる「学習ログ」の
蓄積・分析と、「個別学習計画」
の作成・修正のサイクル形成
学習ログによって、一人一人の認知特性・
ワクワク・到達度等を把握し
それを基に個別学習計画
を作成

学習ログの活用が進めば、不登校問題の
根本解決に繋がる可能性も

更に、ギフテッドや2Eといった子ども達を含む、
一人一人の才能を取り残すことなく、育める
環境も構築

2. 「未来の教室」の構築に向けて：３つの柱、10のアクション
「学びの自立化・個別最適化」：一人一人の認知特性・ワクワク・到達度から組み立てる学びに

教育の究極の目的の一つは「人の自立」。EdTechによる「学習ログ」を活用し、幼い頃から自分に適した
学び方を堂々と選び、組み立てる（個別最適化）が可能な学習環境づくりを進める

２

②「一斉授業」に替えて「EdTech
による自学自習と学び合い」を
主体に
基礎的な知識・技能の習得は、画一的な
「一斉授業」からEdTechを使った「個別
学習」へと比重が移っていく

また、それは必ずしも孤独な学びではなく、
疑問点は、周囲と学び合い、教師に質問
したりする「協働学習」でもある

この中で、教員の役割も、一層高度な
専門性が求められる、より子ども達に近い
役割へと変化していく

③自分の時間割と学び方を組み
立て、目的を持って他者と協働
する環境に
インターネット等の技術の発展で、通信制
（・単位制）が特別なものでなく、むしろ
「時間や場所にとらわれない学び方」として
注目されている

また、これは「働き方改革」を進める現代
社会にも合った考え方と言え、全日制の
高校の教育にも、良い点は取り入れること
を検討すべき



2. 「未来の教室」の構築に向けて：３つの柱、10のアクション
「新しい学びのインフラ」：学習者中心、デジタル・ファースト、社会とシームレスな学校(1/2)

「学びのSTEAM化」「学びの自立化・個別最適化」とも、現行制度下であっても、理屈上は実現可能
ただ、これらの普及を支え、更に進化させるためには、様々な「学びのインフラ」を大胆に作り替える必要がある

３

①徹底的なICT環境整備
（「１人１台」・高速大容量通信・クラウド接続への調達構造改革）

②制度環境整備
（授業時数管理を超えて到達度主義へ、ネット・リアルの融合等）

"パソコンは「新しい文房具」"
"ICTは温かいもの"等の意識改革

調達ガイドラインを策定
（LTE・クラウド活用・広域調達等を推奨)

BYODや寄付といった
公費外の手段との組み合わせ

「履修主義」に加えて、
「到達度主義」という選択肢を

ネットとリアルを融合させた
「新しい対面型」の学び

STEAM化された学びを実現するための
カリキュラム・マネジメント



2. 「未来の教室」の構築に向けて：３つの柱、10のアクション
「新しい学びのインフラ」：学習者中心、デジタル・ファースト、社会とシームレスな学校(2/2)３

③学校BPR（業務構造の抜本的改革）の普及

業務実態の把握と「自己診断」 「自己目的化した業務」の削減
と業務の再構築 ICT投資による業務のデジタル化

④教員が学び続け、変化を続ける機会の創出
（大学の教職課程からリカレント教育まで）

教員や起業家・企業人の
学び合いのネットワーク

海外の教育の先端に
触れ続ける機会の創出

教員自身がアクティブ・ラ―ナーとして
探究を楽しむ機会の創出

⑤学校教育・民間教育・産業界・地域社会の融合した学習環境創出

産業界・研究機関・地域社会等
から初中等教育への参画

学校と学習塾・EdTech企業が
対話を深める機会の創出



3. おわりに：「未来の教室」の工程表
まず、足元取り組めるものは2020年度中までに達成できる様、スピーディーに推進していく
そして、中長期的には、新しい教育ビジョンのもと学習環境全体を一新していく、「一体的変化」を目指す

短期（~2020年度） 中長期

一体的変化へ

関係省庁と連携し、
カリキュラム・マネジメントのモデルプランを策定

質の高いSTEAMコンテンツを作成し、
そのプラットフォームとしてSTEAMライブラリーを整備

到達度に基づく学習管理や
ネット・リアル融合の「新しい対面型」について
解釈の明確化や弾力化の検討を開始

「学習ログ」等について、標準化や利活用、
個人情報保護等の基本方針を提示

パソコン1人1台の目標時期と手段の明確化と
それに合わせた調達ガイドラインを策定

学校現場が自力で学校BPRを行うことを助ける
「簡易自己診断ツール」の試作・実証

「学びのSTEAM化」
の実現

…

「学びの自立化・個別最適化」
の実現

「新しい学びのインフラ」
の実現



Ⅰ．STEAMライブラリー検討に
あたっての基礎資料



1

Society5.0/第4次産業革命時代の能力観の整理
第1次提言で示したもの OECD Education 2030

『５０センチ革命』を起こす力
• 自己肯定感/効力感
• 圧倒的な当事者意識
• 他者への共感力
• 課題の発見力
• (勝算や成否を恐れず)
最初の一歩を踏み出す力 等

『越境』する力
• 思考の軸になる専門性
• 異分野 を理解する力
• 多様性の受容力
• ﾀﾃ割り・対立を溶かす対話力
• 巻き込む力 等

『試行錯誤』で結果を出す力
• 遊び心
• 創造性
• 正解なき中での思考力
• リフレクション（省察）
• 失敗からの回復力 等

創造的な課題発見・解決力

政府会議・提言でのキーワード
自ら考え、主体的に行動して、
責任を持って社会変革を実現していく力
(エージェンシー)

新たな価値を創造する力

責任ある行動をとる力

対立やジレンマを克服する力

ベースとなる知識・スキル・価値観/姿勢
に加えて、上記3つの力を他者と協働し
ながら発揮することで"エージェンシー"を
発揮できる



2

「未来の教室」で目指すSTEAMプログラム
【前提】STEM/STEAMとは

• 2000年に米国NSF(National Science Foundation)のJudith A. Ramaley が『STEM』を提唱
– これからの時代に必要な分野としてScience、Technology、Engineering、Mathematicsの4分野を挙げたもの

• 2008年に、John Maeda（米国Rhode Island School of Designの元学⻑）がArt(Arts)を加えて5分野にしたものが『STEAM』
• 学び方を定義した論文もあり、 Tsupros/Kohler/Hallinen(2009)*は、"学際的なアプローチ"、”アカデミックと現実世界の融合"、

"学校と社会の接続"をしながら学ぶものと定義している

上記前提も踏まえ、「未来の教室」では、以下通り定義（案）したい
• 実社会（産業界/研究機関/省庁・自治体 等）が抱えるテーマを題材とし、
• 可能であれば、そのテーマの本物・プロも巻き込みながら、
• 複数の学問分野を横断して、探究的に課題解決に取り組めるプログラム

– Science、Technology、Engineering、Arts、Mathematicsは勿論、文系領域も含む

ヒューマニズム(人間/人文主義)

イノベーターマインドセット 『世界を変えるSTEAM人材 シリコンバレー「デザイン思考」の核心』
（ヤング吉原麻里子／木島里江）で挙げられているSTEAM人材に必要な要素

システム思考**

デザイン思考
"システム×デザイン思考"(慶應SDM 白坂教授）

STEAMプログラムを通じて育成したい能力イメージ

*)…ワシントン＆ジェファーソン大・カーネギーメロン大のSTEM/STEAM研究者
**)…全体俯瞰と構成要素のつながりを意識して多視点・構造化・可視化する思考









参考）STEM/STEAMの様々な派生形

新しい要素を付加 言葉は違うが、意味としては、ほぼ同義

STEAMS

eSTEM

GEMS

STEMIE

STEMLE

STEAM + Sports
• 感性・身体性を重視したいという観点で、STEAMに

「スポーツ」を付加（2018・中島さち子）

STEM ＋ environmental
• 技術だけでなく、複雑化している環境分野に着目し、

環境に配慮した社会を作れる人材の育成を目指す
（2008・米Salem Environmental Education）

Girls in Engineering Math and Science
• 女性版STEM。女性のSTEM分野での活躍を目指す

（2006・米ペンシルベニア大）

STEM ＋ Invention ＋ Entrepreneurship
• 米国次世代科学スタンダード(NGSS)に合わせて、

InventionとEntrepreneurshipの2要素を追加
（2016・米The STEMIE Coalition）

STEM ＋ Law ＋ Economics
• 社会実装に近づけるため、STEMにビジネス要素を付加

（出展元不明）

iSTEM
• invigorating STEM program

METALS
• Masters of Educational Technology and Applied Learning Science

STEAM
• Science, Technology, Engineering and Applied Mathematics

STEMM
• Science, Technology, Engineering, Mathematics and Medicine

STREAM
• Science, Technology, Robotics, Engineering, Arts, and Mathematics

STREM
• Science, Technology, Robotics, Engineering, and Mathematics

STREM
• Science, Technology, Robotics, Engineering, and Multimedia

THAMES
• Technology, Hands-On, Art, Mathematics, Engineering, Science

MINT(独語）
• Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik

STREAM
STEAM ＋ Reading

• どんなにテクノロジーが普及しても、何かを学び、何かを
達成する際は言語力と人間的な感性が重要という考え
（2019 ・ BETT Asia 2019でのマレーシア教育大臣）









参考）Kirsti Lonka氏概要

研究内容と主張

Source: Kirsti Lonka HP; インタビュー

• 1961年7月4日生まれ（57歳）
• ヘルシンキ大学教育科学部教育心理学教授
• Ele Finland創業者・会⻑
• フィンランド教育省にて複数の委員を歴任
• EU議会政策部 教育と文化委員会の
エキスパートアドバイザー

テクノロジーを活用したアクティブラーニングを促進する新しい学習方法の開発
• フィンランド教育はPISAにおける好成績獲得で有名だが、今後はPISAで評価
される知識習得型から知識創造型の教育へ転換する必要性を主張

尚、テクノロジーを活用することで知識創造型の学びはより拡がるという考えを持っており、
BYODなどで1:1のデジタル環境を整備していくことにも賛同

直近の実績
フィンランド義務教育課程における新カリキュラム(2016～)に導入されたPhenomenon
-based learningを開発

• Phenomenon-based learning（PhBL）とは、教科体系に基づいた学習ではなく、
ある事象（=phenomenon）から出発し、関連する教科を横断的に
学ぶ学習法のこと

– 例）「気候変動」について、化学・政治学・経済学・倫理学の観点から学ぶ
• 21世紀型スキルと言われる創造性、批判的思考力、コラボレーションなどのを身に
付けることを目的

• PhBLにおいてもテクノロジーを駆使したコミュニケーションや評価方式をとることにより、
より協働的・創造的な学びになると主張





参考）ワールドオリエンテーションで使用されるテーマと学習目標

①作ることと使うこと
労働、消費、持続可能性 等

②環境と地形
人の棲息、植物・動物の棲息、住まいとしての地球宇宙環境 等

③巡る１年
月日、お祝いや催し、学校の年間スケジュール 等

④技術
建設、機械と道具、大きなシステム、原料とエネルギー、技術の使い方 等

⑤コミュニケーション
他の人と、自然と／自然の中で、他の国の人と 等

⑥共に生きる
社会に帰属する、共に生きるために、共にひとつの世界を 等

⑦私の人生
私、人々、大人たち 等

⑧時間
自然の中で時間を測る/使う、時間について哲学する、 循環する時間、線形に続く時間 等

⑨空間
空間を意識する、空間の価値を認めその使用について考える、空間を考慮した思考を発達
させる、空間の計測の仕方、空間の表し方（図で、地図で、模型で）、空間と共同社会、
空間と自然、空間と時間、空間について哲学する 等

Source: リヒテルズ直子「オランダの個別教育はなぜ成功したのか」（平凡社、2006年）、オランダ教育省 中核目標

ワールドオリエンテーションのテーマ（学校ごとに選択）

人と社会
34. 生徒は自身と他者の身体的・精神的健康を気遣うことを学ぶ
35. 生徒は道路利用者、並びに消費者として、社会的に責任ある行動をすることを学ぶ
36. 生徒はオランダ並びに欧州の政府に関する基礎、並びに市民としての自身の役割を学ぶ
37. 生徒は社会における価値観を尊重し、それに基づき行動することを学ぶ
38. 生徒はオランダの多文化社会において不可欠な価値観 - 社会におけるセクシュアリティも含めた

多様性を尊重することを学ぶ
39. 生徒は周囲の環境に対して思いやりをもって接することを学ぶ
自然と科学
40. 生徒は自身の環境における一般的な植物や生物の名前と見分け方を学び、どのような機能を

果たしているかを学ぶ
41. 生徒は植物、生物、人の組成を学び、その形状や機能を学ぶ
42. 生徒は科学の物質や現象（光、音、電気、力学、磁力や温度）を調査し分析することを学ぶ
43. 生徒は温度、降水量や風によって気候を表現することを学ぶ
44. 生徒は物質間の関係を理解し、自身の環境において素材を用い、組み合わせることを学ぶ
45. 生徒は技術的な問題に対し解決策を設計し、実行し評価することを学ぶ
46. 生徒は、太陽に対する地球の位置が季節や昼夜のリズムといった自然現象につながることを学ぶ
地理
47. 生徒は自身の環境における地理を他地域と比較することを学ぶ。これは国内外を問わず、地学、

生活、仕事、政府、交通、娯楽、文化や哲学の観点から見ることを学ぶ。特に、EUの国々、
米国、そしてアジア、アフリカ、南米から1か国ずつに着目する

48. 生徒はオランダにおいて、湿地帯の開拓を通じてどのように居住が可能になったかを学ぶ
49. 生徒は世界における人口や宗教の分布、気候区分、エネルギー源や地学的な分布（火山、

砂漠、熱帯雨林、山岳や河川）を学ぶ
50. 生徒は地図やアトラスの扱いを学び、オランダや欧州、そして世界の地理を習得することを通じて

今日的な世界像を理解する
歴史
51. 生徒は歴史的な資料の活用や、自国の歴史、そして時代区分を学ぶ
52. 生徒は次の時代に関する基本的な特徴を、オランダの歴史を出発点として学ぶ
53. 生徒はオランダの歴史において重要な人物や出来事を学び、実例をもって世界の歴史と結びつける

ことができる

ワールドオリエンテーションの中で達成すべき学習目標

ワールドオリエンテーションの定義には"STEAM"という言葉は
含まれてはいないが、結果としてScienceやTechnology等
の要素は含まれる











Ⅱ．中国におけるSTEAM教育トレンド





1)1位はテンセント; 2) LEGO商品の販売代理店は複数存在するが、NetEaseは有力代理店の1つ
Source: LEGO education HP、新浪科技、Geekpark 等

<民間企業のSTEAM教育参入①>
NetEase社の場合：STEAM教材販売へ参入

1

オンラインゲーム大手(中国2位1))のNetEase社は、創業者理念の下、2010年より、教育業界に参入
直近では、LEGO Educationと提携し、STEAM教材を積極的に販売

概要

創業者・現CEOのDing Leiの"インターネットで教育
格差をなくす"という理念の下、新たな事業の柱として、
教育産業に参入

• "NetEaseは、ここ数年で、ユーザー獲得は
完了した" (Ding Lei)

背景

①オンライン教育講座の提供
• アメリカの大学からライセンスを取得、講義の録画
に中国語字幕をつけて、中国人学生向けに提供

取組み

②LEGO EducationのSTEAM教材販売
• LEGOの販売代理店として活動
• 北京等の大都市で、K12の学校を対象に販売
• 教材だけでなく、指導者向けトレーニング等も
実施し、LEGO教材のエバンジェリストとして活動

①2018年時点での登録者数は6300万人
②LEGO商品を導入している学校は20,000校に到達2)

実績

(参考)LEGO Educationの教材イメージ

レゴブロックを使ってプログラミング思考を学べる教材
• ブロック（ハード部品）とブロックを動かすためのソフトウェアのセット
• ハード組み立てとプログラミングを通じて、設計・実装・試行錯誤を経験できる
• 論理的思考、情報分析力、問題解決力が養えるとされている





<民間企業のSTEAM教育参入②>
NVIDIAの場合：AI関連の講座提供

3

画像処理チップで有名な半導体大手NVIDIAは、AI技術者、研究者、データサイエンティスト向けに、
オンライン/オフラインで、AI関連の講座を提供

概要

NVIDIAは、自社/自業界、ひいては世界の発展の
ためにディープラーニングの技術を広めること、そのため
の人材を育てることを目標に掲げており、2017年より
中国で、AI技術者、研究者、データサイエンティスト
向けAI関連講座の提供を開始

• 米国等で2016年から始めた取り組みだが、
中国でのAI市場の盛り上がり、有力IT企業
の成⻑を受け、2017年より中国でも開始

• 有力人材のリクルーティング効果も見込む？

背景

個人・法人向けにAI関連の講座を提供
• 最新のコーディング等、AIの"技術"を習得できる
講座を提供

– ラインナップは43講座
• 法人顧客には、Baidu, Alibaba, Tencent, 

NetEase, IBM, Cisco, Adobe等の大手IT企業
も含まれる

• 料金は、フリーミアムモデルで、基礎編は無料で
受講できるが、発展編は有料（1授業$30など）

取組み

(参考)コースの内容

1.コンピューターに取り込んだ生の画像情報から、いかに必要な情報のみを取り出すかという研究分野
Source: NVIDIA HP 等

AIの基礎を学ぶ基礎講座から、最新技術を学ぶ発展展講座まで幅広く用意

基礎

発展

– 画像認識とは

– AI プラットフォーム開発

– コンピュータビジョン1)の基礎…
…

ある基礎講座の例
• 人物の写真を見ながら、

顔の形、髪の色、肌の色等
の変数を自分で設定し、
お手本の顔を再現する、
という実験を通して、
ディープラーニングの基礎を
理解



<国・自治体①>
STEAM教育普及に向けたSTEAM実証事業

4

義務教育課程へのSTEAM導入を見据え、国・自治体それぞれの単位で、STEAM教育の"型"をつくるため
の実証事業を実施

概要

義務教育課程へのSTEAM導入が表された一方で
（'17年発表、'20~22年に施行？）、日本同様、
コンテンツや教える人の不足が課題視されている状況。
その課題を解消するために、誰でも質の高いSTEAM
授業を提供できることも目指し、国として実証事業の
実施を計画

背景

<国の取組み(2019年スタート予定)>
全国120の小学校の3年生クラスを対象に、STEAM
の教え方の"型"を実証。また、教える中身だけでなく、
教員トレーニングやSTEAM教育を補助するデジタル
ツールも検討される予定

• 講義用コンテンツを掲載したライブラリや教員間
コミュニケーションを促進するプラットフォーム等

実証事業者で明らかになっているのは、以下2社
• 政府IT産業部傘下の電子工業出版
• 政府教育部傘下のYazhuo Education

<自治体の取組み(2017年より実施)>
上記と同目的で、STEAM授業の実証を、江蘇省が
243校('17)、広州市が155校('17)で実施

取組み

(参考) 実証事業のキックオフイベントの様子

Source: 教育部HP, TechCrunch等

教育部主催で、'19年3月に、実証事業のキックオフイベントを開催
• 10以上の地域から、500名超の教育関係者が参加

– 研究者、学校⻑、一般教諭と幅広い関係者が参加
• パイロット校の教員向けに、STEAMの授業のデモを実施



<国・自治体②>
AI人材育成のための環境整備

5

AIを活用して、社会課題解決・イノベーション創出ができる人材を育成することを目標に、 2020年までに、
大学や高校教育課程の改革を実施（学部・専攻新設、入試に追加 等）

概要

政府国務院が、中国版AI戦略「New Generation
Artificial Intelligence Development Plan」を
発表('17年)

• 2030年までに国内約16兆円のAI市場を創出し、
AI分野のグローバルリーダーとなることを目指す

それを踏まえて、教育部でもAI人材の育成策を推進

背景

取組み

(参考)高校教育課程「情報科学」の内容変更

①大学にAI関連の学部・専攻・研究機関を新設
• AIを活用して社会で解決できる「"AI + X"人材」
の育成を目指す（AIエンジニア育成ではない）

• 学部を+50、専攻を+100という数字目標あり
• 現時点で、吉林大学1)、天津大学2)といった
トップ大学も名乗りを上げている

②①の動きも見据え、高校教育課程における「情報
科学」の内容を変更('17年)
• これまで、選択単元扱いであった"人工知能"を
選択必修3)に格上げ

③一部の省4)で「情報科学」を入試科目に追加
('17年~)

1. 国家重点大学の国立大学.清華大学、北京大学等に並び政治家を多く輩出 2.国家重点大学の国立大学
3. いくつかの単元の中から、何単位分かを必ず選択して必修とするもの. 4.中国は、省ごとに大学入試試験（センター試験にあたるもの）を作成・実施している
Source: 教育部HP, TechCrunch等

変更前 変更後

全
員

必
修

選
択
必
修3)

選
択

1. 情報科学とは

-

1. アルゴリズムとプログラム
設計

2. マルチメディア技術の
応用

3. ネットワーク技術の応用
4. データ管理
5. 人工知能

1. データとコンピュータ
2. 情報システムと社会

1. データとその構造
2. ネットワークの構築
3. データ管理・分析
4. 人工知能
5. 3Dデザイン
6. オープンソースハードウェア
でのプロジェクト設計

1. アルゴリズム
2. モバイルアプリ設計





<公民連携②> 
AIの教科書「人工知能基礎」を出版

7

上海市が、大学発のAIスタートアップ（センスタイム社）と大学等の協力を得て、2018年に高校生向け
のAIの教科書「人工知能基礎」を出版。中国国内初の試みで、2019年時点で約100の高校が採用

概要

センスタイム1)と、華東師範大学、香港中文大学、上海市内
の高校教諭で作成

• コンテンツは、センスタイムチームと、大学教授らが担当
• 高校教諭は、教える側の観点からのフィードバック

– 上海市内のトップ校の教員から選抜

出版時期

(参考)教科書の内容

2018年

1. 中国の大学発AIスタートアップ。米リサーチ会社CB Insightsによる”AI100”(AI世界のスタートアップの、累計調達額によるランキング)の2019年版では1位を獲得
2.画像認識などに活用される技術
Source: TechCrunch等

普及状況 約10万部が出版され、約100の高校で採用
• 2019年末には1,000校での導入を目指す

AI研究の歴史から始まり、現実での応用、最新の研究成果まで幅広く収録
また、理解に必要な数学的な知識もフォローする内容になっていることもウリ

• 1章 : AI技術の応用、AIの歴史、機械学習の理論
• 2章 : 特徴両抽出と分類
• 3章 : Deep LearningとCNN2)

• 4章 : 音声認識
• 5章 : 動画認識
• 6章 : 教師なし学習
• 7章 : テキスト解析
• 8章 : 画像解析
• 9章 : alpha碁



(参考) センスタイム社について
7

概要

創業年 2014年
• 香港中文大学の研究室メンバーにて
創業

会社名 センスタイム（商湯科技）

企業価値 30億ドル超 ('18年)

主な顧客/パートナー

ディープラーニングの技術を活用した、画像や動画の特徴抽出
による認識技術が強みで、金融、モバイル、自動車等の大手
企業を顧客/パートナーとして持つ

• 顧客
– 中国銀聯
– チャイナモバイル
– SNOW

• パートナー
– 政府

(国内約1.8億台の監視カメラでの顔認証)
– ホンダ (自動運転技術の共同開発)

CEO 徐立（シュー・リー）
• 共同創業者
• 香港中文大学博士課程卒
• マイクロソフト研究所、レノボ研究所勤務
を経て2015年に就任

所在地 香港

1. 数億円~10億円規模の投資を募るもの
2. Source: Forbes JAPAN等

直近の
調達額

2018年4月にアリババが主導した
シリーズC1)で約640億円を調達



Ⅲ．世界のギフテッド教育の潮流



28

海外におけるギフテッド教育の例

〇 国家防衛教育法（1958年）、ギフテッド・タレンテッド学生教育法（1988年）と
連邦政府としても、ギフテッド教育を推進

〇 それに基づき30超の州がギフテッド教育に関する法律を持っており、特にネバダ州の
Davidson Academy（上位0.1%を対象）が有名。同校には、2E向け配慮も存在

1 米国

〇 ギフテッド教育を含むエリート教育を専門に扱う部局department of gifted and
outstanding studentsなる機関（上位20%を守備範囲）が存在

〇 ギフテッド教育と言う意味では、上位8%以上に対して、以下を提供
- 上位~3%は、ギフテッドスクールに通学。上位3~8%は、週1のプログラムを受講

２ イスラエル

〇 中学校以降の進路を、小学校卒業時に決めるPLSE（Primary School Leaving 
Examination）を軸にしたエリート教育が教育システムのベースとして存在

〇 これに加えて、1984年より、上位1%に対して、更に上位の教育を提供するGEP
（Gifted Education Program）を導入

3 シンガポール











Ⅳ．国内LMSサービスと
Japan e-portfolio





Japan e-Portfolioの概要

基本情報 活用イメージ

概要 高校生活における、授業や行事、部活動、
取得資格や課外活動での成果を記録し、その
データを、今後の学び・成果に繋げるための振り
返りと大学入試に利用できるサービス

開発体制 文部科学省の大学入学者選抜改革推進
委託事業(’16～’18年度)にて開発

• 関西学院大学他7大学のコンソーシアム
が、ベネッセの「ハイスクールオンライン」を
間借りする形で開発

運営体制 文部科学省より、運営を許可された一般社団
法人「教育情報管理機構」が運営

活用開始
時期 2018年度の入試より一部大学で活用開始

規模* 利用生徒数： 約18.5万人（全体の約5%）
利用高校数： 約3,300校（全体の約70%）
参画大学数： 112大学

※入試活用は、10大学のみ

Source: 文部科学省HP、Japan e-Portfolio HP
*2019年3月時点

収集・蓄積 ポートフォリオ化 活用

以下を教員・生徒が手入力
• 一部のデータは民間

LMSから読み込み可

<入力できる8分野>
• 探究活動
• 部活動
• 資格・検定
• 生徒会・委員会
• 学校以外の活動
• 表彰・検証
• 学校行事
• 留学・海外経験

※詳細は、次頁参照

蓄積されたデータを、生徒で
自由に編集可能
但し、ポートフォリオ化する際
に教員の承認が必要

大学入試に活用
• 主に推薦/AO入試で

活用

尚、初年度は10大学のみで、
またそれら大学でも活用した
項目は一部であり、今後、
更なる大学側の積極参画が
求められる

• 東京医科歯科大、
青学大等、約40の
大学は合否には影響
しないが、"参照する"
と発表（実際どう使っ
ているかは不明）





Ⅴ．セルフBPR調査報告









トライアルには、現時点で670名(58校)にご協力頂き、
うち、⻑野県/岐阜市/熊本市の3自治体ではワークショップまで実施

小学校

中学校

高校

374名

248名

48名

33校

20校

5校

ご協力頂いた教員/学校
('19年11月末時点)

合計 670名 58校

⻑野県/岐阜市/熊本市には
ワークショップにもご協力頂き、
課題や打ち手について、議論







実態把握③:教員の意識レベル
⻑時間労働が常態化している学校は、定性的にも課題がみえてきた
※残業80時間/月超が8割を超える中学校をピックアップして検証

10.3

24.1

58.6

6.9

0 20 40 60

効果が出ている

（％）

実行できているが
効果が出てない

意識しているが
実行できてない

意識してない

働き方改革を評価する
仕組み・雰囲気

13.8

13.8

24.1

48.3

0 20 40 60
（％）

3.4

27.6

48.3

20.7

0 20 40 60
（％）

ITツールによる
コミュニケーション効率化

人員の絶対水準と
配置流動性

働き方改革を意識はし始めている
一方で、実際の仕組みには
反映されていないのが現状

全体的にITに対する意識は低い
認識にバラつきがあることも問題

(導入したのに効果を得られてない)

人員不足という根本的な問題も
"取り組んでいるが効果が出てない"
という回答も多く、取組み成否の

検証が必要か





打ち手の検討・導入(ワークショップ実施校で出た打ち手の例)
前述のワークショップでは、打ち手の検討・合意までを行う

各種届出の記載事項・申請フローを見直しし、効率的なフローを新規で導入構築

紙ベースの出欠確認表を廃止し、Google Drive(スプレッドシート)による共有へと切り替え
ただし、個人情報管理の観点で問題がないか、引き続き教委とは密な連携を実施

学校からのメール同様、学年・クラスからの連絡もメールで実施(Google ログイン用のアカウントでメールアドレスを作成)

Google Drive上で、生徒1人1人の情報を共有、担任でなくても、ある程度のことであれば対応できるような体制を構築

地域の行事への協力等、現行協力している行事を棚卸し、生徒の育成の観点で不要なものがないか精査

まずは、生徒にとって最適な授業開始時間、授業時間を再考、変更
それ以外に、現状に合っていないものの棚卸し、あり方の再考、変更

テスト返却時の説明をビデオで代替し、効率化。テスト返却時の解説に使っていた時間に他の業務もできるようになることを期待

会議について、その実施可否、参加メンバー、必要アジェンダを再考。共有事項は、Google Driveで事前共有し、会議では割愛

留守番電話の導入。ただし、留守電対応中の緊急連絡対応窓口は、県教委と要相談

月間予定表の管理がアナログで非効率なので、デジタルツールを導入

4

5

6

1

2

3

7

8

9

10

同校では、現在上記打ち手に順次取組み中(年度末に再アセスメント予定)
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①「モデル校」実証
株式会社すららネット1

株式会社マイナビ2

株式会社NTTドコモ3

株式会社Z会4

ライフイズテック株式会社5

Institution for a Global Society株式会社6

7

株式会社JTB8

凸版印刷株式会社9

株式会社STEAM Sports laboratory10

株式会社学研プラス11

Institution for a Global Society株式会社
ベジタリア株式会社

株式会社JTB ※

株式会社STEAM Sports laboratory ※

学校法人角川ドワンゴ学園

NPO法人 TOKUSHIMA雪花菜工房
NPO法人 カタリバ

13

14

15

16

17

18

12

モデル校実証＠長野県坂城高校

モデル校実証＠武蔵野大学中学高校

モデル校実証＠千代田区立麹町中学校

モデル校実証＠袋井市立浅羽北小学校

モデル校実証＠福山市立城東小学校

『MaaS』をテーマにしたSTEAMプログラム

『スマート農業』をテーマにしたSTEAMプログラム

『観光ビッグデータ』をテーマにしたSTEAMプログラム

『部活等のスポーツ』をテーマにしたSTEAMプログラム

『AI・機械学習』をテーマにしたSTEAMプログラム

『渋滞・混雑解消』をテーマにしたSTEAMプログラム
『校則改革』をテーマにしたSTEAMプログラム

株式会社COMPASS

②STEAMコンテンツ開発

株式会社学研プラス19 『音楽×プログラミング』をテーマにしたSTEAMプログラム

平成31年度 (令和元年度) 採択事業一覧 (1/2)

「未来の教室」実証事業3
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③個別最適化
株式会社城南進学研究所

NPO法人 SOMA

株式会社スプリックス

株式会社ベネッセコーポレーション

株式会社Barbara Pool

20

21

22

23

24

25

『デキタス』を使った学校内フリースクールの学び支援

一般財団法人活育教育財団

新たな教育支援センターモデルi.Dareの開発・運営

「eフォレスタ」を使った全教科個別最適化実証

④教員研修

株式会社Ridilover26

タクトピア株式会社

株式会社教育と探求社28

住友商事株式会社29

27

新しい教員育成サービス実証（STEAM教員育成）

新しい教員育成サービス実証（意識改革）

部活支援ツール『Bukatool』の開発・実証
⑤部活支援サービス

⑥リカレント向けSTEAM研修
株式会社Ridilover

キャプラン株式会社

一般社団法人RCF

30

31

32

新しいリカレント教育サービス実証（STEAMチェンジメイカー）
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未来の教室
「AI教材すららの公立学校教育への導入」

株式会社すららネット



1

参考：未来の教室実証事業の目的

様々な個性の子供たちが未来を創る当事者
（チェンジメイカー）になるための教育環境の実現

※ 「未来の教室」HPより抜粋。 https://www.learning-innovation.go.jp/about/

教科学習や総合的な教科学習、特別活
動も含めたカリキュラム・マネジメン
トを通じ、一人ひとりのワクワクする
感覚を呼び覚ます。

文理を問わず教科知識や専門知識を習
得する（＝「知る」）こと。

探究・プロジェクト型学習（PBL）の
中で知識に横串を刺し、創造的・論理
的に思考し、未知の課題やその解決策
を見出す（＝「創る」）こと。

これらが循環する学びを実現すること。



背景：長野県坂城高等学校背景

2

坂城高校の位置する環境

長野県の長野県埴科郡に位置する公立高等学校。
最新の技術や取り組みの情報の入手難易度は都心と比較すると高く、その機会は多く
ない。eラーニング等ICT等の技術を利用した先行事例は近隣には少なく、利活用に当
たっての現場レベルの情報交換の機会は限られる。

所在地





目的：地方公立スタンダード高校においての大目的実現のための目的

１．生徒の“学習生産性”の向上
生徒達がより短い学習時間で同様の内容を習得する/より深い内容まで学ぶ。そのために、
A．生徒各々が自分のペースで学習できる状態をつくる。
B．生徒が授業終了時に「わからない」という状態から（可能な限り）「わかる」

状態にする

２．教員の”指導生産性”の向上
生徒達が授業内でより学習効果の高い学びを享受できる状態を目指す。そのために、
A．教員が授業内（外）でコーチの役割をより担えるようにする
B．授業時間外の教員の業務の削減・効率化を行い、
質の高い授業実施のための準備を行えるようにする

３．生徒の”学習意欲”の向上
学習の原動力である、生徒達の学習に向かうモチベーションをあげる学びの実施を目指す。
そのために、教員は、
A．スタディログに基づく声がけを実施し、生徒の変化や努力を「承認する」
B．生徒に適切な難易度・個所の学習を提供し、「わかる」をたくさん経験させる



実施概要

5

 期間：2019年9月末～2020年2月末
 科目：英数国の3科目
 学習シーン：各科目授業内（※）
 授業内での使い方については、各科目の先生と協議し決定
 対象：高校1年生75名
 実施環境：生徒、教員 1人1台のchromebookを利用
※冬期休暇より生徒からの希望に応じて、Chromebook の学校外持ち出しを解禁。

授業風景 授業風景







8

科目共通：スタディログを参考にした声掛け

スタディログに基づき、回答内容、生徒の正答率、学習時間、配信外課題の自主学
習、学習時に判定された苦手個所の復習有無などを確認して、
それまで見えなかった生徒の隠れた「努力」を承認する。





特定科目：2クラスを合算し教員によるサポートを充実化

2つのクラスを一つにまとめ、コーチの役割を2名の教員で実施。
サポートが必要な生徒により手厚いサポートを実施。
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立ち上げ～活用練度向上のための活動１

 経産省・事務局の協力によるEdtechの先行導入校への視察
 立ち上げのための研修・事例共有・活用討議
 すららの「先行導入校の教員を招いた模擬授業
 NTTdocomoによるChromebookの使い方の研修・ワークショップ、など
 すらら導入塾授業視察と、導入塾の先生による授業視察とフィードバック

週次、多いときは授業ごとに教員と対面・GoogleやZoomなどを活用したWeb会議を交えて、振り
返りを実施、良いところと改善点について協議を重ねた。これまでと異なる授業スタイルに教員・
生徒が慣れるに従い、使い方を更新。例えば、「同一単元の学習させる」 → 「オンラインテス
トにより、一人ひとりの学習するべき個所を導き出し、個別の課題を学習させる」といったように、
期間中も活用方法に工夫を重ね、より効果的な使い方へと改善を繰り返した。

他校教員による教員研修 すらら導入塾の視察
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立ち上げ～活用練度向上のための活動２

 公開授業・取り組み発表
 校内で取り組みに関しての課題や良い点を共有する場の設定
 アドバイザー研修
 生徒・教員に対するアンケート
 学力の定量調査・インタビュー調査、等

徐々にインプットからアウトプットをメインに移行。インプットにより、イメージを想起 ＞
形に落とし込み授業で実践 ＞ 振り返り＆効果検証 ＞、ノウハウを共有というサイクルで
改善を繰り返し、“ICTがある風景が当たり前ではない“地方のスタンダートな公立高校である坂城
高校を“ICTによる個別最適化がされているのが当たり前”とするため、
生徒・先生とともに学びながら実証事業を進めた。

取り組みについてのインタビュー 公開授業の様子





目的と成果

14



再掲載：坂城高校における生産性向上のための3つのテーマ

１．生徒の“学習生産性”の向上
生徒達がより短い学習時間で同様の内容を習得する/より深い内容まで学ぶ。
そのために、まずは下記の実現を目指す。
A．生徒各々が自分のペースで学習できる状態をつくる。
B．生徒が授業終了時に「わからない」という状態から（可能な限り）「わかる」

２．教員の”指導生産性”の向上
生徒達が授業内でより学習効果の高い学びを享受できる状態を目指す。そのために、
A．教員が授業内（外）でコーチの役割をより担えるようにする
B．授業時間外の教員の業務の削減・効率化を行い、
質の高い授業実施のための準備を行えるようにする

３．生徒の”学習意欲”の向上
学習の原動力である、生徒達の学習に向かうモチベーションをあげる学びの実施を目指す。
そのために、教員は、
A．スタディログに基づく声がけを実施し、生徒の変化や努力を「承認する」
B．生徒に適切な難易度・個所の学習を提供し、「わかる」をたくさん経験させる









教員の指導生産性向上について（アンケートの結果）
指導生産性については、“①授業内のコーチング等、教員の役割の変化に伴う生徒の変化”ならびに
“②授業時間外の業務の変化”の2点から意見を聞いた。

“①授業内のコーチング等、教員の役割の変化に伴う生徒の変化について”

〇“単元に入る前に「小テスト」を実施し、その結果に基づいて、習熟度別のグループ分
けを行った、各グループに適した課題を配信することで、課題に全く手がつかない生徒や
すぐ終わり、手持ち無沙汰になる生徒がなくなった。生徒間で学習内容について話しあう
場面が、授業中に見られるようになった。

〇授業中の取り組み状況をチェックし、必要に応じた声がけや、生徒の解答や正誤を
チェックし、個別に指導するようにしている。これにより、分からない所を質問したり、
以前に学習したプリントで調べている生徒も現れ、主体的な学習が行われつつある。

〇 「すらら」を活用する前までの授業では、私語などで授業が止まってしまうことが
あったが、個別に学習ができるので私語が大幅に減った。担当者間で使い方や生徒の様
子、フィードバックの方法などについて情報共有できたらもっと効果的な利用ができると
思う。

⇒ 生産性の向上は測りにくい観点と思うが、教員視点で学習風景の変化や、
取り組む姿勢の変化といった“生徒の変化”を通して成果を実感いただけたよう
に思う。後述の生徒の学習意欲の向上という観点からもその成果が表れてい
る。



教員の指導生産性生産性の向上について（アンケートの結果）
“②授業時間外の業務の変化”について

〇これまでもICTを活用する授業を実践していたが、「すらら」の課題配信機能や小テス
ト作成機能などを活用することで、授業準備にかける時間が大幅に減少した。

〇小テストの作成と採点。1回の授業につき1時間ほど削減できたと思う。

〇毎時間の単語プリント作成・印刷が必要なくなった。

〇学習プリントの印刷やチェックはなくなった部分が多い。それが、すららの内容を事前
にチェックし教材研究する時間や課題の設定・学習の進捗状況のチェックの時間となった。

〇すららの小テスト、レクチャーの学習内容にそった授業をすることによって、これまで
行っていたドリル作成、ドリル採点などの教員・生徒の両面での作業量の減につながって
いる。活用方法になれれば、授業毎に２０分の準備は削減されると考えられる。

〇次週課題の作成が減った/授業プリントとは別の演習プリントの作成が減った。

⇒ 多くの学校で導入のサポートをしている私たちにとっても、”先生方が授業
準備にかけている時間“に対する声の多さは想像以上だった。授業時間外の業務
の削減については、いろいろな表現で、関連工数が削減したと、業務改善の実
感を持っていただけたことは大きな収穫だった。
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「未来の教室」モデル校実証
長野県坂城高等学校
実施報告書

株式会社マイナビ
進学情報事業部 教育地域創生運営チーム 企画運営課

株式会社トモノカイ
学習デザイン部門

効果検証／データ分析指導
舘野泰一先生（立教大学経営学部特任准教授）

2020.02.28
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「未来の教室」モデル校実証（坂城高校）実施報告書
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●事業の狙い
●実施内容と成果物
●得られた成果
●今後の課題
●公開授業の発表内容
●効果検証



Copyright(c)  Mynavi Corporation.2020 all rights reserved2

事業の狙い／学習目標の設定に関する議論を踏まえて

●当初の学習目標
プログラム開始の時点で、実証校からは、これまでの体験学習の経験を踏まえ、「自ら考え、それをまとめ、他者に対し説明する

という学習活動に積極的にとりくもうとするインセンティブが低い状態にある生徒が多い」という状況であるとの説明があった。
今回の実証では、「マイナビ＆トモノカイのプログラムを取り入れることで、より主体的に企業から情報を収集し、収集した情報

をグループで協働して整理し、アウトプットの仕方を工夫し、自分の言葉で発表する」ことを目的としたいという意見をいただいた。
その上で、最終的なゴールとしては、「地域企業でのフィールドスタディ（会社見学・職場体験）をすることで、地域企業の魅力

を発見し（地域の魅力を知ることに）、自分たちの言葉でプレゼンする」こととした。

●学習目標に対する問題提起
この学習目標に関して、経済産業省より「企業の魅力を発見することは予定調和な目標ではないか？」という問題提起があった。

「世界が劇的に変化するなかで、日本の製造業も安泰ではない。規模の大小に関係なく、企業はさまざまな課題を抱えている。むし
ろ、企業の現状や問題点を直視し、どうすればそれを克服できるか、問題意識を持って企業活動を見る視点を養うべきではないか」
という指摘であった。

●最終的な学習目標
この問題提起に対して、学校側からは、関係性を築いてきた地元企業を批判的に見ることに懸念の声が上がったが、議論を重ね、

ものごとの本質を客観的に判断するクリティカルシンキング能力を育成することの重要性を再確認した。その上で最終的な学習目標
を「企業を訪問し、様々な知識や意見交換を通して論理的な質問にまで深め、主体的な質疑応答につなげる。結果として、社会に対
する興味・関心を持ち、社会課題を見つけ、その解決に向けて自ら考え、行動できる力を育成すること」とし、具体的なプログラム
のゴールとして、「坂城の企業がどのように社会の課題を解決しているのかを明らかにし、社員になったつもりで“企業の未来をつく
るアイデア”を提案する」こととした。
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「未来の教室」モデル校実証（坂城高校）実施報告書
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●事業の狙い
●実施内容と成果物
●得られた成果
●今後の課題
●公開授業の発表内容
●効果検証
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実施内容

11月1日 教員向け
「探究学習研究会」

ワークブックの監修を依頼した大阪大学佐藤先生をお迎えして、教員向け研究会を実施した。
テーマ／「私たちは未来へ準備された次世代を育成できているのか？ー探究学習の意義とその特徴ー」

11月6日 事前学習（1日目） プログラム初日を迎え、プログラムの全体説明の後、STEAMメンターとの関係づくりをするアイスブレイ
クを実施。その後、「誰に」「何を」提供している会社か答えをさがす「会社あてゲーム」を行った。

11月13日 事前学習（2日目） Webサイトやパンフレットを通じて企業の情報を収集。その情報をもとに企業見学会での質問内容を考えた。
グループごとに質問項目をまとめ、その内容を担当の先生経由で企業側に事前提供する準備をした。

11月22日 企業見学会
グループに分かれて10社の企業を訪問。事前学習で作成した質問票をもとに質問し、企業からの説明を聞い
て、ワークブックにメモを取った。企業担当者は、積極的に質問をし、真剣にメモを取る生徒たちの姿に、
これまでにはない前向きな姿勢を感じたようだった。

11月27日 事後学習（1日目）
企業見学会の振り返りからスタート。ただし、ワークブックを忘れた生徒が見受けられ、企業見学時のメモ
を活かすことができないのが残念だった。この日のゴールである「企業の未来を考える」ことについては、
グループごとに進捗に差があり、一部のSTEAMメンターはファシリテーションに苦労しているようだった。

12月4日 事後学習（2日目）
12月18日の発表に向けた準備とシナリオづくり。企業の特徴や魅力、強み、未来予想図を整理する作業を進
めた。トモノカイのSTEAMメンターはZOOMによるオンラインのサポートを実施、高校ではディレクター
役の3名が参加するのみで、STEAMメンターはグループごとにオンラインでの参加となった。

12月18日 事後学習（3日目）
授業公開

会場準備からスタート。その後、スライド内容の確認、発表原稿の確認、リハーサルなどを実施。14時10分
からは発表と評価を実施。平均2人で発表を行い、その間、残りのメンバーは他グループの発表を聞いて評
価を行った。公開授業後に、STEAMメンターから生徒たちにフィードバックがあった。

2020年
1月22日

2学年就業体験発表会で
1学年代表プレゼン

1学年10グループの発表の中で、生徒の評価が高かった2グループを選抜。2学年の「就業体験発表会」で、1
学年代表としてプレゼンテーションを実施した。発表に向けては、トモノカイSTEAMメンターがLINE経由
でサポートを実施。プレゼンの精度向上をはかった。
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実施内容／事前学習の様子（11月6日、11月13日）

事前学習の1日目は、プログラムの全体説明とSTEAMメンターとの関係づくりをするアイスブレイクからスタート。その後、「誰
に」「何を」提供している会社かの答えをさがす「会社あてゲーム」を実施。
事前学習の2日目は、Webサイトやパンフレットを通じて企業の情報を収集。その情報をもとに企業見学会での質問内容を考えた。
その後、グループごとに質問項目をまとめ、その内容を担当の先生経由で企業側に事前に提供する準備をした。
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実施内容／企業見学会の様子（11月22日）

全体説明会後に、5台のマイクロバスに分乗して企業を訪問。企業訪問時は、どの企業でも事前学習で作成した質問票をもとにか
なり積極的に質問がなされ、ワークブックに一所懸命にメモを取る姿が目についた。企業担当者も、真剣に取り組む生徒たちの姿
は強く印象に残ったようだった。尚、各グループの担当教員が事前に企業を訪問し、今回の取り組みの趣旨を説明するとともに、
生徒たちの質問内容を共有しておいたことで、企業側の受け入れも非常にスムーズだった。
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実施内容／事後学習・公開授業の様子（11月27日、12月4日、12月18日）

事後学習1日目は、企業見学会の振り返りからスタート。グループごとに「企業の未来を考える」ための情報の整理と意見交換を
実施。2日目は、発表に向けて、企業の特徴や魅力、強み、未来予想図を整理する作業を進めた。そして、事後学習の最終日は、
会場準備をしながら、スライド内容の確認、発表原稿の確認、リハーサルを実施。その後の公開授業では、文部科学省、経済産業
省、教育委員会をはじめ、他校からの見学者、また、今回の企業見学会の受け入れ企業の担当者も見学に訪れた。
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実施内容／事後学習・インターン発表会の様子（1月22日）

公開授業の投票で選抜された2チームが、2年生のインターン発表会に参加し、プレゼンテーションを行った。12月18日公開授業
後に改めて生徒への動機付けと個人の内省をSTEAMメンターより実施。グループ制作の楽しさが学びの中心になっていた状態か
ら、自分の将来、来年のインターンに向けた自分ごと化ができている状態まで内省をサポートし、発表に臨んだ。
結果、2年生に勝るとも劣らない発表の熱量と自信をもって、学びの成果を列席の地域の方々に示すことができた。

4Aチーム（投票1位）の発表 2Aチーム（投票2位）の発表 学年代表の発表
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実施内容／その他の取り組み

生徒のプロジェクト学習の熱量を高め維持するため、リアル対面とオンラインを交えた時間外のコミュニケーションや
生徒の取り組みに対する承認イベントを設計、実施した。
生徒だけではなく、大学生・教員までを巻き込んだプロジェクトとして取り組みを加速することができた。

メンターによる対面でのフィードバック・チアアップ

メンターによるオンライン・フィードバック

プロジェクトマネジメントとしての一体感の演出

承認イベントとしての修了証授与式
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得られた成果／企業を調べる視点の獲得

「文理を問わず必要な教科知識・専門知識の効率的な習得（「知る」）と、探究・プロジェクト
型学習（PBL）による課題発見・解決の試行錯誤（「創る」）が循環する学びの実現が、「未来
の教室」の本来の狙いである。

しかし、マイナビ＆トモノカイの取り組みとしては、自分たちが取り組むプログラムの設計と運
営で手一杯になってしまい、 「知る」と「創る」が循環するような仕組みづくり、特に「知る」
を支援する「すらら」との連携はまったくできない結果となってしまった。

ただし、PBL学習を進めるなかで、企業のことを調べ、企業の魅力や課題、可能性を「知る視
点」は十分得られたのではないだろうか。
また、今後に向けては、改めて「知る」と「創る」が循環するプログラムをグランドデザインす
ることの重要性を指摘しておきたい。特に、年間の授業計画、効果検証などを含めた全体設計を
事前にしておく必要があると思われる。

※ワークブックの利用状況からは、事前の情報収集、質問の準備、企業見学会当日のインタビューなど、「知る」ことへの前向きな姿勢が感じられる。
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得られた成果／知る＝情報収集に対する意識の向上

11月22日の「企業見学会」では、事前に準備した質問項目を中心にさまざまな質問が投げかけられた。また、企業側の回答を熱心
にワークブックにメモする姿が大変印象的だった。
事前・事後学習の中で、ことあるごとに「企業の未来をつくるアイデア」を考えるというゴールを確認することで、生徒たちの
「知る＝情報収集」ことに対する意欲が向上したのではないかと思われる。

※企業見学会で収集した情報を、ワークブックに熱心に書き留める生徒が少な
くなかった。中には、スペースが足りずに扉ページにまで書き込むケースも。
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得られた成果／坂校生が考える「企業の未来をつくるアイデア」発表例 ※その他の発表内容は巻末

4A班（株）竹内製作所

事前学習で収集した情報と、企業見学会で受けた企業からの説明をもとに、グループごとに企業の強みや課題を整理。その上で、企
業をさらに発展させるためのアイデアを考え、ChromebookのG suiteのスライドにまとめた。
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得られた成果／坂校生が考える「企業の未来をつくるアイデア」発表例 ※その他の発表内容は巻末

2A班（株）長野大崎製作所
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得られた成果／生徒の成長

本プログラムの過程で、生徒たちには以下の成長が見られたと考えられる。

●企業について調べる視点の獲得
生徒へのアンケート調査（巻末参照）から、「企業にどのように質問すればいいか理解している」や「企業と企業がつながっている

ことを理解している（サプライチェーン）」ことに関して、事前事後で有意な差が見られており、生徒は企業に対して自ら主体的に調
べるための準備ができるようになったと考えられる。

●社会課題、イノベーションへの関心の高まり
生徒へのアンケート調査結果（巻末参照）から、「企業がいろいろな社会課題を解決していることを理解している」こと、「課題を

解決するためにイノベーションが必要なことを理解している」ことに関して、事前事後で有意な差が見られることから、生徒の社会課
題やイノベーションについての理解や関心が高まったと考えられる。

●主体的な学習態度
1人ひとりが自分の情報端末を持つことで、IT機器の管理や活用に責任感が発生し、学習への取り組み姿勢も主体的になったと考えら

れる。また、企業への質問内容の整理、情報のまとめとプレゼン資料の作成において協働作業を進めることで、生徒同士の連帯感が増
し、個々の責任感も醸成されたと考えられる。生徒のアンケート調査では、「学校での勉強が社会でどう役立つのかを理解している」
ことに関して、事前事後で有意な差が出ており、学校の勉強と社会のつながりについて理解する契機ともなったのではないか。

●ITスキルの向上
Chromebookを活用して、企業情報の情報収集、まとめ、プレゼンという一連の作業を経験するなかで、情報の探索方法、整理、プレ

ゼン資料の作成から、LINEやZOOMを活用したコミュニケーションまで、さまざまなITスキルが向上したと思われる。さらに、
Chromebookと電子黒板を活用した発表を通じ、プレゼンテーションスキルの獲得にもつながったと考えられる。
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今後の課題

●本年度の反省点
本年度の最大の反省点は、「未来の教室」が意図する「“知る”と“創る”が循環する学びの実現」がかなわなかったこと。限られた実証期間の

中で手探りの状態でプログラムの運営にあたっていたのが実状で、準備が不十分だった面は否めない。次年度以降に継続していくためには、
まずは、「知る」と「創る」が循環するSTEAM学習プログラムのグランドデザインを考え、その上でPBLプログラムの授業計画、効果検証など
を含めた設計をする必要がある。そのためには、本年度と同様のICT環境の整備を大前提として、学校、教育コーチ、事業者間の情報共有をさ
らに密にする必要がある。また、自走できるプログラムとするために、ZOOMやLINEによるオンラインサポートを充実させたり、教員向けマ
ニュアルの整備を進めるなど、STEAMメンターへの依存度を下げていく必要もある。

改善ポイント 改善の内容

プログラム全体
学校側のニーズをヒアリング後、教育コーチと相談の上、教科接続を実現するSTEAM学習プログラム
を再設計する。1年～3年の長期的視野でカリキュラムマネージメントを考える。スムーズな進行のた
めに、ブレスト、タイピングなどのトレーニングもプログラムに組み込むことも要検討

教員向け情報提供 自走を視野に教員向けマニュアルの整備（動画解説も検討の余地あり）

ICT環境の整備 PC1人1台（できればLTE版）、Wi-Fi環境。「知る」との連携（教科学習）、調べ学習、オンラインサ
ポートで必須

STEAMメンターへの依存度軽減 本年度の担当教員から来年度の担当教員への情報共有・伝達、本年度経験した先輩に協力依頼、
STEAMメンターのオンライン活用

プログラムと教材の再整備 本年度の取り組みを振り返り、教材の見直し。授業案の再整備も必要

その他 学校、教育コーチ、事業者、受け入れ企業など、ステークホルダー間の情報共有の促進
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ICTがPBLにもたらすもの

PBLを用いた探究的な授業において、ICT環境は不可欠である。
「課題の設定」→「情報の収集」→「整理・分析」→「まとめ・表現」のサイクルにおいて、特に「情報の収集」と「まとめ・表現」については、
ICT環境によってもたらされるメリットは大きい。もちろん、スマートフォンがあれば一部は対応可能ではあるが、プレゼンテーションというア
ウトプットを考えた場合、タブレットPC以上の情報端末が持つ機能は不可欠である。下記にポイントを整理する。

ポイント 詳 細

1人1台のICT環境がもたらすもの

・情報探索・収集から、まとめ、表現、プレゼンまでデジタルならではの学びの充実化がはかれる
・1人ひとりが自分の情報端末を持つことで、学習への取り組み姿勢が主体的になる
・ブレスト、プレゼン資料の作成など、グループでの作業時に、個々人の責任感を醸成し、協働する力を育成する
・ITリテラシーの高い生徒は周りの生徒を積極的にサポートし、自己肯定感を高めることができる
・LINEやZOOMなどを活用してオンラインのサポートが可能となり、充実した学習支援体制を築くことができる

事前に懸念されたポイント
・「情報端末の管理が難しい。生徒がなくすのではないか」「キーボードが打てず苦労するのではないか」等の懸念点が挙げられ
たが、情報端末の適切な管理は不可欠としても、生徒が端末をなくしてしまうことは杞憂にすぎなかった
・タイピングが苦手だった生徒も、作業を通して問題なくこなせる程度に成長した

前提となるICT環境

・1人1台学習用端末／共同使用ではなく個々人の端末であることで、管理と利用が主体的になる
・高速無線ネットワーク／情報収集、協働作業、オンライン会議などをストレスなく行える
・LTE回線／下校後や休日でも作業できる環境を整えることで、生徒の意識はさらに前向きになる
・電子黒板／発表のツールとして、情報端末がそのまま使える電子黒板があればスマートなプレゼンテーションが実現する

想定される課題

・スキルの向上／スマホのフリップ入力に慣れた生徒たちの「タイピング」スキルの向上が必要
・端末管理／学内はもちろんのこと、自宅利用を許可した場合にはさらに適切な端末管理が必要
・情報セキュリティ管理／端末紛失時に個人情報が流出しないようなセキュリティ対策が不可欠
・SNS管理／自宅利用を許可した場合には、SNSのアクセス制限を考慮する必要もある

まとめ
スマホ利用に長けた現代の高校生は、情報探索などIT機器の活用に関する基礎能力は非常に高く、収集した情報をもとに「まと
め・表現」するために情報端末を活用することで、授業に対する主体性を促し、PBLを用いた探究的な授業において大きな成果が
期待できる。ICT環境は教科学習の個別最適化の側面が強調されがちだが、他メンバーとの”協働”を促進する効果も大きい。
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坂城高校生が考える「企業の未来予想図」発表内容

1A班（株）青木固研究所
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坂城高校生が考える「企業の未来予想図」発表内容

1B班信濃機工（株）
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坂城高校生が考える「企業の未来予想図」発表内容

2A班（株）長野大崎製作所
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坂城高校生が考える「企業の未来予想図」発表内容

2B班宮後工業（株）



Copyright(c)  Mynavi Corporation.2020 all rights reserved28

坂城高校生が考える「企業の未来予想図」発表内容

3A班日精樹脂工業（株）
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坂城高校生が考える「企業の未来予想図」発表内容

3B班（株）カヤマ
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坂城高校生が考える「企業の未来予想図」発表内容

4A班（株）竹内製作所
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坂城高校生が考える「企業の未来予想図」発表内容

4B班力石化工（株）
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坂城高校生が考える「企業の未来予想図」発表内容

5A班（株）栗林製作所
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坂城高校生が考える「企業の未来予想図」発表内容

5B班（株）西澤電機計器製作所
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分析の基本方針

立教大学経営学部特任准教授、舘野泰一先生にご助言をいただき、本探究型PBLプログラムの教育的効果について下記の通り検証する。

●モデル校実証（坂城高校）での検証ポイント
「未来の教室」実証事業が掲げるテーマに沿って、本探究型PBLプログラムが、「時代に合わせて変化することの必要性」の理解を促
し、とりわけ「創造的な課題発見・解決力」を身に付けることに寄与しているのかについて検証を試みる。
参考：https://www.learning-innovation.go.jp/about/

特に、今回のモデル校実証（坂城高校）では、以下のポイントについて検証を進める。
①自分で企業について調べる（インプット）
②社会課題を見つけ、未来を描く（アウトプット）
③それらをプレゼンテーションにまとめ発信することができる

●具体的な検証内容
・直接評価（生徒の最終的な成果物の評価）

最終成果としてのプレゼンテーション（スライド）の質を検証する
①企業について調べることができているか
②社会課題についての未来を描くことができているか
③プレゼンテーションをスライドにまとめ発信することができているか

・間接評価（事前・事後アンケート結果を検証）
生徒が自らの学びをどのように自己評価しているか、事前・事後アンケートの結果をもとに検証する
①企業について調べる視点を学んでいるか
②社会課題、イノベーションへの関心が高まっているか

※参考：直接評価とは「学習者の知識や能力の表出を通じて、「何を知り何ができるか」を学習者自身にやってみさせることで、学
習成果を直接的に評価する方法」 https://www.mext.go.jp/content/1417855 002.pdf
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直接評価について

●評価基準と狙い
企業研究発表におけるプレゼンテーションの評価（企業研究発表評価シート）を活用する。
生徒の発表の評価は、下記の４つの基準をもとに生徒同士の相互評価で採点を実施された。
以下に評価の狙いをまとめる。

評価基準 評価の狙い 評価の視点

内容① 企業の基本的な情報を調べることができ、その情
報をわかりやすくまとめることができる

企業の基本情報や魅力がわかる

企業の情報がよくわかる

企業の魅力がよくわかる

内容② 調べた内容をもとに創造的な問題解決の方法を示
すことができる

企業の未来予想図が面白い

企業の未来予想図の発想が面白い

企業の未来予想図がよく考えられている

スライド 発表内容を効果的にまとめることができる

見やすい、わかりやすい

文字の大きさや色がみやすい

写真や図、グラフを用いている

アニメーション等の工夫がなされている

発表態度 効果的にプレゼンテーションすることができる

伝わる、聞く人を惹きつけている

聞く人に聞こえる声の大きさで話している

発表する姿勢が良い

聞く人の方を見て話せている

表１ 評価基準と狙い
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直接評価について

●生徒同士の相互評価で実際に使用した評価シート
・４つの視点について４段階で評価（4 素晴らしい 3 良い 2 ふつう 1 できていない）
・全部で10班あり、各班とも2～3名ずつ3ユニットに分かれて発表
・自分が発表している以外の時間で、他の6班の発表を聞いて評価
・1つのユニットは6班の発表を評価するため、3ユニット×6班＝18の評価となる
・各ユニットが全部の班の発表を評価することはできないが、評価の回数は同じ

図１ 使用した発表評価シート
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直接評価について

●結果について
・全ての班が４つの全ての項目において「3（良い）」以上の点数を獲得している
・1位と10位のチームの平均値の差は少なく、本プログラムを体験することで全てのグループが４つの項目について最低限のアウト
プットを示すことができた
・特に「社会課題を見つけ、未来を描く（アウトプット）」活動に関連する「内容２」の点数は「スライド」「発表態度」などと比
べても高い傾向にあった（表２）
・「スライド」や「発表態度」は、他の評価に比べてやや低い数値になっているため、今後の改善が必要と考えられるが、見学者の
アンケートコメントにも、「回数を重ねることで上達が見られた」との指摘があった

表２ 各グループの採点結果

チーム 内容1（企業調査）内容2（未来予想図）スライド 発表態度 平均値合計 順位 評価者数
1A 3.37 3.29 3.36 3.17 13.18 8 30
1B 3.45 3.27 3.39 3.06 13.18 9 33
2A 3.66 3.63 3.55 3.22 14.05 2 32
2B 3.60 3.54 3.49 3.34 13.97 3 35
3A 3.51 3.49 3.43 3.11 13.54 5 35
3B 3.55 3.48 3.39 3.39 13.82 4 33
4A 3.61 3.73 3.65 3.42 14.41 1 31
4B 3.28 3.55 3.17 3.00 13.00 10 29
5A 3.48 3.34 3.53 3.06 13.42 7 32
5B 3.56 3.47 3.37 3.03 13.43 6 34
最小値 3.28 3.27 3.17 3.00 13.00
最大値 3.66 3.73 3.65 3.42 14.41
中央値 3.53 3.49 3.41 3.14 13.49
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直接評価について

表３ 評価データの詳細
評価の視点 最小値 最大値 最頻値 平均値 標準偏差

1 2 3 4
内容1（企業調査） 0 3 13 14 2 4 4 3.37 0.66
内容2（未来予想図） 1 1 15 11 1 4 3 3.29 0.70
スライド 0 3 12 13 2 4 4 3.36 0.67
発表態度 1 4 13 11 1 4 3 3.17 0.79
内容1（企業調査） 0 2 14 17 2 4 4 3.45 0.61
内容2（未来予想図） 0 2 20 11 2 4 3 3.27 0.57
スライド 0 2 16 15 2 4 3 3.39 0.60
発表態度 0 8 15 10 2 4 3 3.06 0.74
内容1（企業調査） 0 1 9 22 2 4 4 3.66 0.54
内容2（未来予想図） 0 0 12 20 3 4 4 3.63 0.48
スライド 0 1 12 18 2 4 4 3.55 0.56
発表態度 0 6 13 13 2 4 3 3.22 0.74
内容1（企業調査） 0 0 14 21 3 4 4 3.60 0.49
内容2（未来予想図） 0 1 14 20 2 4 4 3.54 0.55
スライド 0 3 12 20 2 4 4 3.49 0.65
発表態度 1 4 12 18 1 4 4 3.34 0.79
内容1（企業調査） 0 1 15 19 2 4 4 3.51 0.55
内容2（未来予想図） 0 2 14 19 2 4 4 3.49 0.60
スライド 0 3 14 18 2 4 4 3.43 0.65
発表態度 0 7 17 11 2 4 3 3.11 0.71

3A

度数分布

1A

1B

2A

2B

評価の視点 最小値 最大値 最頻値 平均値 標準偏差
1 2 3 4

内容1（企業調査） 0 2 11 20 2 4 4 3.55 0.61
内容2（未来予想図） 0 1 15 17 2 4 4 3.48 0.56
スライド 0 3 14 16 2 4 4 3.39 0.65
発表態度 1 2 13 17 1 4 4 3.39 0.74
内容1（企業調査） 0 0 12 19 3 4 4 3.61 0.49
内容2（未来予想図） 0 0 8 22 3 4 4 3.73 0.44
スライド 0 1 9 21 2 4 4 3.65 0.54
発表態度 0 4 10 17 2 4 4 3.42 0.71
内容1（企業調査） 0 2 17 10 2 4 3 3.28 0.58
内容2（未来予想図） 0 1 11 17 2 4 4 3.55 0.56
スライド 0 3 18 8 2 4 3 3.17 0.59
発表態度 1 6 14 8 1 4 3 3.00 0.79
内容1（企業調査） 0 3 10 18 2 4 4 3.48 0.67
内容2（未来予想図） 0 3 15 14 2 4 3 3.34 0.64
スライド 0 0 15 17 3 4 4 3.53 0.50
発表態度 0 9 11 11 2 4 3 3.06 0.80
内容1（企業調査） 0 1 13 20 2 4 4 3.56 0.55
内容2（未来予想図） 0 1 16 17 2 4 4 3.47 0.55
スライド 0 6 10 19 2 4 4 3.37 0.76
発表態度 0 11 12 12 2 4 3 3.03 0.81

度数分布

3B

4A

4B

5A

5B

上記の表は各評定の度数分布も示している。「４」が多いが、「３、２、１」をつける生徒もおり、生徒同士でも適切に評価して
いる様子がうかがえる。
「内容１」「内容２」に比べて、「スライド」「発表態度」では「2」や「1」がつく傾向が強い。
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直接評価について

●見学した教育関係者、企業の方のアンケートの記述内容から

【企業関係者のアンケート内容から】
企業関係者のアンケート内容から、以下の２点を指摘できる。

・「企業調査」「未来予想図」について評価をしている
・一方、「スライド」「発表態度」については今後の改善の可能性を示している

【企業関係者の実際の記述内容】
・当社のことを発表されていた生徒さんたちの発表を見させていただき、見学からもたくさんのことを吸収していただいたこと、ま
た、事前学習から発表まで皆さんで協力して取り組まれたことがよく伝わってきました。生徒さんの見学受入れにご協力させていた
だいたことをこのような形で見せていただき、とてもうれしかったです。また、私たち企業側の者には考え付かないような思い付
き・着眼点もあり、驚きました。
・生徒たちが、企業として発想できない全く違った考えを持っており、とても楽しく見学させていただきました。頑張って大きな声
を出していた生徒も素晴らしかったと思います。
・見学から何を思ったのか気になってきてみました。高校生の素直な気持ちの発表を聞くことができ良かったです。素敵な内容の発
表でしたが、ちょっと聞こえづらく、もったいない感じがありました。今後を楽しみにしています。

【教育関係者のアンケート内容から】
教育関係者のアンケート内容をみると、以下の２点を指摘することができる。

・「スライド」「発表態度」に改善点はあるが、回数を重ねるごとに上達している様子を評価している
・また、今後の課題として「企業のプレゼンテーション」を通じて、自己について理解することの重要性を示す回答も見られた（こ
れは後述するアンケート結果とも重なる）
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間接評価について

●間接評価のポイント

生徒向けに実施したアンケートでどのように自己
評価をしているかを検証した。
今回のPBLプログラムでは、学習目標を「企業を

訪問し、様々な知識や意見交換を通して論理的な質
問にまで深め、主体的な質疑応答につなげる。結果
として、社会に対する興味・関心を持ち、社会課題
を見つけ、その解決に向けて自ら考え、行動できる
力を育成すること」としており、以下のポイントに
おける生徒の変化について注視したい。
・企業について調べる視点を学んでいるか
・社会課題、イノベーションへの関心が高まってい
るか

「今のあなたの状態について」に質問した各アン
ケート項目の「事前・事後」を比較。
回答を１～５に数値化し、事前事後の平均値の差

を「対応のあるt検定」によって分析を行った。

表１ 分析結果

質問項目 事前/事後 平均値 標準偏差 有意確率

事前 2.49 1.04

事後 3.82 0.89

事前 3.04 1.21

事後 4.18 0.83

事前 3.19 1.09

事後 4.23 0.80

事前 3.21 1.16

事後 3.95 0.88

事前 3.65 1.08

事後 3.74 1.09

事前 3.42 1.09

事後 3.81 0.88

n ＝57

t  =-4.68  , p<.01, r =.53 （大）

n.s.

t  =-2.51  , p<.05, r =.32 （中）

1

2

3

4

5

6

企業にどのように質問すればいいか理解している

企業と企業がつながっていることを理解している

企業がいろいろな社会の課題を解決していることを理
解している

課題を解決するためにイノベーションが必要なことを理
解している

自分が何に興味や関心を持っているのか理解してい
る

学校での勉強が社会でどう役立つのかを理解してい
る

t  =-8.84  , p<.01, r =.76 （大）

t  =-7.35  , p<.01, r =.70 （大）

t  =-7.31  , p<.01, r =.70 （大）
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間接評価について

●事前・事後アンケートの分析結果から

分析結果をみると項目１〜４が1%水準で平均値に有意な差が見られた（効果量も大きい）。
この結果から今回のプロジェクトの事前と事後で
・企業について調べる視点を学んでいる
・社会課題、イノベーションへの関心が高まっている
ということが示唆された。より具体的には以下の指摘ができるだろう。

・企業について調べる視点を学んでいるか
質問項目１・２の結果を見ると、事前の段階では「そもそも企業に何を質問したらよいのか」、「企業の仕組みはどうなっている

のか」をあまり理解していないと考えられる。しかし、授業後は、企業に対して自ら主体的に調べるための準備ができていると考え
られる。こうした態度を獲得すれば、今後自ら企業について主体的に行動を起こすことが可能になるのではないか思われる。

・社会課題、イノベーションへの関心が高まっているか
質問項目３・４の結果を見ると、「企業と社会課題の関係」、「課題解決とイノベーションの関係」について事前・事後で平均値

に有意な差がある。

また、「学校での勉強が社会でどう役立つのかを理解している」については5%水準で有意な差が見られた。上述の2項目の１～４の
項目と比べると平均値の差や効果量は劣るが、学校の勉強と社会のつながりについて理解する契機になっていたことが伺える。

一方で、「自分が何に興味や関心を持っているか理解している」については、有意な差が見られなかった。
企業発表会での教育関係者の意見にもあったように、今後は調査した内容と自己の関係や、調査を通じて「自分はどのように興味が
あるのか」という点に引きつけて考えるプログラムを追加することが今後の課題と言えよう。
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間接評価について

●キャリア観・仕事観の醸成について

今回の調査では、企業の調べ方を理解し、未来のプランを考えるということはある程度達成されたと考えられる。
しかし、「働き方そのものの考え方が変わる・深める」というところまでは到達しきってはいないと考えられる。
理由１：「将来の見通し」に関する項目に変化がない
理由２：「どんな仕事が理想だと思うか」に関する項目にほぼ変化がない
理由３：「働くこと」のイメージに関する自由記述にあまり変化がない

また、地元企業についての理解が深まっていることがうかがえる。
「地元の企業について知っていることを、何でも良いので自由に書いてください」という設問での事前事後の比較では、
事前は「26人」が記述している。
記述内容でもっとも多いのは「工場が多い、工業系の会社が多い」というイメージで、９人が記述。
例）工場が多い。工場がたくさんある。

工場が多いことは理解しているが、内容はあまり理解していない様子。具体的な企業名で知っているものがあるという程度と考え
られる。

また、事後は「25人」が記述しており、事後も同様に「工場が多い、工業系の会社が多い」というイメージを７人が記述している。
ただし、事後では、「技術」や「グローバル」という視点に関連した記述が見られるようになった。（技術力やグローバルという視
点に関する記述は事前では一つも見られない）

例）技術力がすごい（技術関連）、すごい技術を持った会社がたくさんある（技術関連）、世界にも出ていてすごいと思いまし
た（グローバル）、グローバル化が進み、世界に進出していく企業が多い（グローバル）、環境問題に取り組んでいる企業が多い
（社会課題）
これらの記述内容を見ると、「工場がある」というだけでなく、工場の持つ「技術」や「グローバルな展開」、「環境問題とのか

かわり」については、事前に比べイメージを持てるようになっている可能性が考えられる。
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間接評価について

●全体のまとめ

【直接評価（プレゼンテーションについて）】
生徒の相互評価のデータをもとに今回のアウトプットに対する評価を行った。

その結果、すべてで３以上の評定がついたことから、よりよいアウトプットをつくることができたと考えられる。
特に「内容１」「内容２」が評価されていることから、企業について調べ、未来を構想するということを発表として実現できてい

たと考えられる。

受け入れ企業のアンケートでも、内容１、内容２を評価するコメントが多く見られた。
発表のやり方については課題が残ったものの、回数を重ねるごとに上達していることが示された。

【間接評価について（アンケートについて）】
アンケートでは以下の点について検証した。

・企業について調べる視点を学んでいるか
・社会課題、イノベーションへの関心が高まっているか

これらに関連する項目１～４の事前事後で平均値に有意な差がみられた。
この結果から、このプログラムを体験することで、これらの視点を身につけていたと考えられる。
また、授業の内容と社会に出てからのことを結びつけている兆しも見られた。

今後の課題としては、企業のことを調べることを通じて、自分自身の興味関心をより明確にするといった、仕事観の醸成につなげ
るための支援をプログラムに追加していくことが重要だと考えられる。
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未来の教室 モデル校実証事業
長野県坂城高等学校

学習に適した安価な学習環境の構築

成果報告書

令和2年 2月28日
株式会社NTTドコモ
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背景

今までの自治体所有のオンプレミス環境においては、主に各学
校に設置されたサーバ・有線LAN/無線LANの保守・運用負
荷（特に故障発生時の切り分けや業者手配など）があるうえ、
一度選定した学習ソフトウェアから他のソフトウェアへの乗り換え
が困難であるなどの課題を抱えているものと考えている。

それら状況を踏まえ、2019年6月 経済産業省「未来の教
室」ビジョンにより、必要なアクションとしてICT環境の整備（1
人1台パソコン・高速大容量接続・クラウド接続の実現、調達
改革・BYOD・寄付）が示された。

背景と事業の狙い

事業の狙い
未来の教室ビジョンに則り、モデル校の一つである坂城高校に
おいて、必要なスペックのパソコン・迅速な導入が可能である
LTE回線・既存のシステムに依存せず安価でセキュアなパブリッ
ククラウドにより1人1台のICT学習環境を構築し、授業・校務
への利活用を支援する。
それらの成果（Chromebook導入にあたって、システム的に
考慮すべき事項や、授業・校務での活用事例）を学び・気づ
き集として取りまとめる。
また、LTEならではの取り組みとして持ち帰り学習にも取り組む。
際立ったICT環境・活用経験のない一般的な学校においても、
教員・生徒がノート型PCを文具と同じように日常的に活用でき
るモデルケースを確立する。
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①LTE＋クラウドによる徹底したアウトソーシング
目的：フルクラウド・フルLTEによる教育ICT環境を構築し
運用する
 LTE回線／G Suiteによる学習基盤整備
 LTEのエリア及びスループット確認
 G Suiteのセキュリティポリシー確認と保護者周知
 クラウド利用についての保護者からの問い合わせ有無
 G Suiteで取り扱い可能な情報の整理
 G Suiteで施した主な設定
 リスク事項を考慮したセキュリティ担保
 LTE通信量の確認
 フィルタリングの実施

実施内容

②学習に適した安価な端末の導入
目的：企業で一般的であるタッチパネルなし・リアカメラなし
の安価な端末が受け入れられるか確認する
 LTE内蔵 Chromebookの導入
 キッティングにかかる稼働の把握と他OS比較
 キーボード・タッチパッドによる実践
 その他端末・ネットワークへの要望確認

③パブリッククラウドによる学習・校務活用推進
目的：クラウド・Chromebookの習熟を図り、学習・校務
での活用を推進する
生徒向け学習会の実施
教員向け習熟の実施
教員向けワークショップの実施
持ち帰り学習の計画と実践
 BYODを踏まえた生徒調査の実施
 マイナビ様実施の企業訪問・研究活動支援を通した活用の
推進

• 長野（坂城高）⇔東京（大学生）間のWeb会議
システムによる遠隔支援実現

• Google Classroomによる同時編集
• Google Formによる各種アンケート取得支援

 すらら様実施の個別最適化学習支援を通した活用の推進
• ログイン時 すらら自動起動実現
• 疑似SSOの実現
• Flash動作の自動化 等



4

実施スケジュール
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実施内容
 LTE回線／G Suiteによる学習基盤整備
• 通信ネットワークはスマートフォンと同じ電波を利用するLTE
回線を用い、学習用サーバはクラウドサービスであるG
Suite（および、すらら）を利用した。学校に端末・充電保
管庫の設置のみとし、工事は一切行わなかった。

 LTEのエリア及びスループット確認
• 設置前に机上でのエリア確認及び訪問による学校全体のエ
リア及びスループット（通信速度）調査を行った。奥まった
場所にある多目的ホール（葛尾会館）の一部で電波の弱
い場所があったものの、その他の場所では問題のないレベル
であったことから、エリア対策は実施せずに導入した。

• 山間部であるが、端末あたりのスループット（通信速度）は
平均して50Mbps程度であった。

 G Suiteのセキュリティポリシー確認と保護者周知
• Google for Educationのコアサービスでは、ドキュメント・
スライドなどのコアサービスを提供する目的でのみデータ利用
されること。追加サービスにおいても、個人情報が広告の表
示目的で利用されないことを県教委様と確認した。

• 上記を踏まえ、保護者に対してクラウドサービスの利用を通
知した。

 クラウド利用についての保護者からの問い合わせ有無
• 問い合わせは発生しなかった。

実施内容
①LTE＋クラウドによる徹底したアウトソーシング

 G Suiteで取り扱い可能な情報の整理
• ユーザ名等、個人識別できる情報をクラウドへ登録しない整
理とした。

• G Suite上で取り扱うデータは、学習系及び校務外部接続
系情報（機密性２A以下）に限定した。

 G Suiteで施した主な設定
• 外部とのメールは遮断した。ただし、既存教員Windows環
境における教材活用の観点から、教員に限定し、長野県ド
メインのみ許可した。

• 外部へのファイル共有は遮断した。
• 許可されたアプリケーションのみ利用できるようにした。
• Google Classroomを除き、追加サービスはOFFとした。
• 非常時に備え、教員・生徒共にインターネットアクセス履歴
を消去できないようにした。

• 生徒指導面でのリスクを考慮し、チャット系(Hangout
chatやLINE)のアプリケーションは許容せず、代替手段とし
てGoogle Classroomの掲示板機能を利用した。
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実施内容
 フィルタリングの実施
• 生徒用環境については、ALSI社のIntersafe Gateway

Connectionによるフィルタリング及びアクセスログ取得を実
施した。

• 本サービスはクラウド環境で提供されるものであり、LTE環
境・自宅Wi-Fi環境問わずフィルタリングをかけられるもので
ある。

• フィルタリングルールはメーカー標準の「高校」レベルを選択し
た。

 LTE通信量
• 実証を目的に無制限に使えるようにした。
• 利用データ量を計測した結果、毎月平均2GB/回線程度
であった。

実施内容
①LTE＋クラウドによる徹底したアウトソーシング
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成果：概要
①LTE＋クラウドによる徹底したアウトソーシング
フルクラウド・フルLTEによる環境の構築ができ、大きな問題なく運用することができた。

達成したい状態 実際の達成度 理由・改善／発展の方向性

1.クラウドで取り扱うことのできるデータについて検
討し、定義できている

2.クラウドサービスの利用規約・個人情報ルール
を考慮し利用するクラウドアプリを決定している

3.フルクラウド・フルLTEによる環境構築・運用

4.保護者からのクラウド利用に関する不安に対
応する

5.運用のパッケージ化を実現する

・文科省情報セキュリティポリシーガイドラインを
考慮し、G Suiteにおけるデータ保管ルールを決
定した

・Google for Educationでは、広告表示目
的でのデータ利用がなされていないことを確認し
た

・フルクラウド・フルLTEによる構築・運用を実現し、
事業におけるデータ利用量を積み上げた
（2GB/月）

・保護者への情報提供ができた結果、問い合わ
せは発生しなかった

・本検討を踏まえ、フルLTE・フルクラウドによる運
用パッケージを実現した

・パブリッククラウド（G Suite)にて
機密性2B以上のデータを取り扱う
ための設計・運用ルール作りが必要
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成果：詳細
①LTE＋クラウドによる徹底したアウトソーシング

LTE回線についての感想

持ち帰り学習・場所を問わず学習ができる点を評価いただいた。

教員

生徒
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実施内容
②学習に適した安価な端末の導入
目的：企業で一般的であるタッチパネルなし・リアカメラなしの安価な端末が受け入れられるか確認する
タッチパネル・リアカメラは企業モデルに搭載されていない文教向け機能であることから、端末価格が高止まりする傾向にある。
両機能を具備しない端末を導入することにより、教育活動への影響があるのかについて検討する。
加えて、キッティングプロセスについても他OSと比較し、運用負荷を確認する。

本実証で導入した端末

C h r o m e O S搭載

タ ッ チパネル非搭載
リ ア カ メ ラ非搭載

徹底的に安価な端末

LT E内蔵端末
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実施内容
 LTE内蔵 Chromebookの導入
• アメリカでのシェアが高く、G Suiteとの親和性が高い

Chromebookを採用した。
• 坂城高校では無線LAN環境がなかったため、即時利用開
始できるLTE端末を選択した。LTEモジュールは高速通信
対応(LTE Cat.9、最大450Mbps)であり、一般的な
USBドングルよりも高性能である。

 Chromebook向け端末管理サ ー ビ ス（ CEU：
Chrome Education Upgrade）の利用

• 紛失やそれに伴う売却、個人所有のGmailログイン抑止に
備え、ログインできるドメインを長野県様環境に限定した。

• 外部記憶媒体は「データの受領」のみ許容した。
• OSのアップデートはリリースから14日程度にわたって自動実
施されるようにした。また、LTE環境によるアップデートを許容
した。

提示型授業で利用できるようHDMIアダプタを提供した
• Epson社製、ELMO社製電子黒板とUSBによるタッチパネ
ル連係動作を確認した。

 キッティングにかかる稼働の把握と他OS比較
• Windows/iOS/Chromebookそれぞれでキッティングにか
かる時間を計測し、比較した。⇒詳細参照

実施内容
②学習に適した安価な端末の導入

 キーボード・タッチパッドによる実践
• 調達価格を安価とするため、リアカメラなし・タッチパネルなし
の機種を選定した。なお、教員については、一斉授業での
操作性を考慮し、タッチパネルありの機種とした。

• 教員・生徒へアンケートを取得した。 ⇒詳細参照
端末運用体制
• 端末は予備機を物損等の故障率5%と程度と見立てて用
意した。

• 故障機は着払い伝票によるセンドバックとし、オンサイト対応
は行わなかった。
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成果：概要
②学習に適した安価な端末の導入

Chromebookが運用・キッティング稼働が最も容易であることを確認した。

達成したい状態 実際の達成度 理由・改善／発展の方向性

1.Chromebook運用にあたっての留意点提示

2.リスクを考慮し端末設定がなされている

3.キッティングにかかる時間が比較できている

・留意点の抽出・提示ができた

・運用リスクを考慮し設定した

・実測し、Chromeが最も容易であった

・タッチパネル/リアカメラを前提とした
端末調達
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成果：詳細
②学習に適した安価な端末の導入
キッティング作業内容・必要な時間の比較

それぞれのOSについて一般的なキッティング方法に則り作業時間の比較を行った。
条件をそろえるため、全ての端末は最新版のOSをインストールしている。

3OS中、Chromebookが最も手順が少なく、待ち時間も少なかった。

OS キッティング手順 作業員操作時間 待ち時間

Chromebook
1.起動
2.エンロール
ー端末初回起動時に登録用ID/PWによるログインを行う

1分 ２～3分

iPad
1.数ステップの画面操作
2.DEP(自動登録）
ー端末初回起動時（アクティベーション）に自動登録

1～2分 10分程度
※アプリ数に依存

Windows
1.USBメモリ挿入
2.マスターイメージからの書き戻し
3.ウイルス対策ソフト、フィルタリングソフトの有効化
※ADへの登録を含む

10分 1時間程度
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実施内容
③パブリッククラウドによる学習・校務活用推進
目的：クラウド・Chromebookの習熟を図り、学習・校務での活用を推進する
パブリッククラウドを利用して、学習・公務での活用を推進する。教員・生徒及び他事業者と連携し、ICTスキル向上のきっかけを探る。

研修・活用風景

教員向け研修 マイナビ様
探求学習のためのICT環境提供
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実施内容
生徒向け学習会の実施
• 利用開始時、生徒向けにChromebook及びすららの利用
方法について授業を実施した。

教員向け習熟の実施
• G Suiteの利用方法について、教員向けに研修会を2回実
施した。

• 1回目：既存Windows環境との差分を意識した
Chromebook及びG Suite(ドライブ・ドキュメント・スプレッ
ドシート・スライド）の基本操作研修

• 2回目：授業での利用を想定したLMS研修（Google
Classroom/Google Form)

教員向けワークショップの実施
• Chromebookの授業での活用方法例を提示した。
• 類似した科目の教員同士でグループを組み、簡易的な授
業案の作成と模擬授業を実施いただいた。

持ち帰り学習の計画と実践
• 持ち帰り学習を前提にセキュリティ面（想定しないWebサイ
ト閲覧の抑止）・端末運用面（ACアダプタ調達や紛失時
対策）での課題事項を洗い出し、事前に対処した。

• 授業時間帯以外はG Suite、ドリルの利用に制限した。

実施内容
③パブリッククラウドによる学習・校務活用推進

 BYODを踏まえた生徒調査の実施
• スマホの所有率・契約ギガ数を確認した。場合によってはテ
ザリング利用が想定されるためである。

 マイナビ様実施の探求学習
• 長野（坂城高）⇔東京（大学生メンター）間のWeb会
議システムによる遠隔支援実現

• Zoom （ テ レ ビ 会 議 シ ス テ ム ） 及 び Google
Classroomを利用して東京にいる大学生メンバーか
らの遠隔支援を実施した。

• Google Formによる各種アンケート取得支援
• 教員・生徒向けのアンケートを、Google Formを利
用して実施した。

 すらら様実施の個別最適化学習
• すらら専用端末化、Flash動作の自動化

• 利用開始当初は「すらら」の定着が主題であったことか
ら、教員・生徒の負荷を低減することを目的に
Chromebookのすらら専用端末化を行った。
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成果：概要
③パブリッククラウドによる学習・校務活用推進
持ち帰り学習においては、病欠した生徒が自宅から企業研究の担当パート作成に参加するなど、LTEの強みを生かすことができた。特
に、坂城高等学校における主な実証目的である、個別最適化学習及び企業研究（STEAMプログラム）での利用を促進することが
できた。

達成したい状態 実際の達成度 理由・改善／発展の方向性
1.生徒がChromebookを利用できるようになる

2.G Suiteが活用されている

3.持ち帰り学習が実現でき、運用できている

・92％の生徒が利用できるようになった

・すらら、マイナビでの活用・支援を実現し
たが、上記以外での利用に課題が残った。

・持ち帰り学習を実現した

・具体的スキルについてのルーブリッ
ク等検討が必要

・県下統一のクラウド環境構築
（異動後も教員の既存資産を引
き継ぐことができる）が急務

・Webサイト制限の方向性（制限
による調べ学習への影響と、リスクの
対比）
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成果：詳細
③パブリッククラウドによる学習・校務活用推進
今回の実証を通してChromebookを利用できるようになったか

約92%の生徒が、今回の実証を通してChromebookを利用できるようになった。
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実証に対する現場の声（教員）
ジャンル 回答

ICT学習環境の有効性

個別最適化学習コンテンツ、協調学習用コンテンツともに、今後の授業で必要であり、非常に効果的な
ものであることを実感することができた。
（本事業終了後、LTEを回収し）Wi-Fi環境としたときの通信が途絶えるという課題が改善されれば、
ICT機器は非常に効果的になるところまできていると感じている。
各授業に合わせて多種多様な使用方法ができると便利なのではないかと感じた。

教員向け研修 職員の定期的持続的研修による活用能力の底上げを行わないと活用における裾野の広がりを創造する
ことは難しい。

情報活用能力の向上

すららの授業利用により活用力が向上した。さらにマイナビによる探求学習により真の意味でのICT活用
力が飛躍的に向上した。
「すらら」「STEAM」については、必要性があったこともあり、生徒のキーボード入力する速さ、プレゼンテー
ション利用する力が伸びたように感じている。
どのようなタイミングであれ、様々な使用の場面を増やしてあげることが向上につながる。
操作回数に比例して慣れていくのだと思う。

セキュリティ 自宅での持ち帰りは有効であるが、セキュリティーの設定をどうするかという課題がある。

リアカメラ・タッチパネルの必要性

生徒のノートを投影するのにリアパネルは必要と感じた。授業の中で生徒の対応は迅速性を要されることと、
ペンでメモしたことが電子黒板に直接投影される必要がありタッチパネルは必要。
生徒がスマホでタッチパネルに慣れているから。紙やホワイトボードなどを用いてグループの意見をまとめて、そ
れを撮影したい場合、リアカメラの方が撮影しやすい。
キーボードが使用できることも重要だが、問題によってはタッチパネルが使えたほうが効率が良い。

その他
家庭への金銭的負担が課題と言える。
普及を進めることは確かに必要不可欠であるが、同時にデメリットについても研究していく必要があると思う。
Microsoft系のデータと互換性が不十分で使いにくい。
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実証に対する現場の声（生徒）
ジャンル 回答

情報活用能力の向上

使いやすいし、前よりパソコンがスムーズなに使えるようになった

自己学習にプラスしてこのようなすらら学習はとてもいい経験だった

学校でパソコンを使うのは情報の授業しかなかった。でも、この機会を通してたくさんのことが学べたと感謝し
ている。少し欲を言うとすると、タッチパネルがほしい

セキュリティ

制限が多すぎて調べものができない

マウスの配布や、サイトの規制の数を減らしてほしい。

持ち帰って自宅で課題をすることができることわいいと思ったが、調べたい物に、規制がかかっていて調べられ
ないことが多々あったのでどうにかしてほしいです。

規制されすぎていて、調べものがしにくいと思った。

リアカメラ・タッチパネルの必要性 マウスがなくてやりにくかった

LTE環境の動作 大体スムーズに出来たので良かった。
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異動を考慮した全県共通基盤としての導入
• 異動により今まで作成してきた教材が無駄になることを恐れ、

G Suiteの利用に否定的な意見を頂戴した。それらを加味
し、公立高等学校においては最低限でも、全教員を対象に
都道府県レベルでの同一タイミングでの導入が望ましいと考
える。（生徒への展開は準備できた学校から順次とした
い）

研修時間の確保
• 期間事業の本格開始が9月であったことから十分な研修時
間を確保することができなかった。G Suiteはファイル保存の
概念などがWindowsと異なるため、導入にあたっては、細
切れ実施ではなく、半日などのまとめた時間を確保すべきと
考える。

 CEUの導入
• Chromebook で は CEU （ Chrome Education

Upgrade)を購入することでデバイスの管理が可能となる。
• 既述のOSアップデート制御や外部記憶媒体の制御に限ら
ず、端末リスト管理や端末ロックを実現するため、購入を前
提に検討いただきたい。

Chromebook/一人一台導入にあたっての
気づき/留意点/Tips①

 プリンタの準備
• Chromebookでは標準利用されている「Googleクラウドプ
リント」はサービス終了が予定されているが、「CUPS」に対応
したプリンタからのプリントアウトが可能である。比較的CUPS
対応のプリンタは古くから存在し種類も多いため、既存環境
の対応状況の確認を推奨する。

 Officeファイルの互換性
• G Suiteの機能向上によりオフィスファイルの読み込みが可
能となったが、レイアウトなどが崩れてしまうケースがあり、再レ
イアウトが必要となることに注意したい。（なお、同一ファイル
はOffice Onlineでもレイアウト崩れが発生した）なお、クラ
ウドへの移行期間に限った問題と考える。

 アプリ配信・フィルタリング解除フローの確定
• アプリ配信・フィルタリングの解除について、その決定プロセスと
申請フローを明確化すべきである。

 リハーサルの実施を欠かさない
• 本事業において、一部権限設定誤りや奥まった場所での利
用による通信不良などが発生し授業のもたつきが発生した。
当然のことではあるが、Web会議など初めて取り組む際には、
同一の場所・利用方法・同一権限でのリハーサルを欠かさ
ずに行いたい。

運用中に発生した課題と対策について次の通りまとめる。
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電源容量の検討と輪番充電
• 電源容量・充電タイミング・充電グループの考慮が必要であ
る。

• 坂城高校にて一人一台を実践した場合、教員・生徒用とし
て約300台の端末が必要となる。1台当たりのACアダプタ消
費電力は45Wであり、300台同時に充電すると最大
135Aの電流が流れることになる。それらに電子黒板や蛍光
灯の電力が加わるため、分電盤容量もしくは契約容量を超
過する可能性がある。

• 本実証では、充電開始を夜間とし、さらに輪番充電を組み
合わせることで同時に利用する電力量を低減し、上記課題
の発生を抑止した。

• 輪番充電は安価なアナログ方式が存在するが、停電時に
発生する時刻補正を回避することができない。デジタル式か
つ電池バックアップ方式を採用すべきである。

過充電の回避
• Chromebookに限らず一般的なタブレットでは待機電力に
より電池が消費される。意図せず電力消費・充電を繰り返
すことにより電池劣化が進むことがある。回避のため、過充
電防止機能を持った充電器の採用、もしくは長期休暇前に
全ての端末の電源ケーブルを外すなどの対処が必要と考え
る。

Chromebook/一人一台導入にあたっての
気づき/留意点/Tips①

持ち帰り学習時のACアダプタ調達
• 持ち帰り実施時には、自宅充電用のACアダプタが必要とな
ることに注意されたい。

• 1人1台、かつLTE環境となる場合には反転学習を実現で
きることになる。それらを理由に、学校での充電は行わず自
宅での充電のみとする運用も考えられる。

持ち帰り学習実施時のフィルタリングルール
• 意図しない利用を抑止するため、フィルタスケジュール機能の
活用を検討すべきである。なお、授業時間帯以外はドリル・
LMS（G Suite等）への接続に制限するなどが考えられる。

電池パック交換サービスの検討
• 個人負担とせず自治体での購入となる場合、一般的に5年
程度の利用が想定される。バッテリーは消耗品であり充電可
能回数に制限があることから、1回程度の電池パック交換
サービスへの加入を推奨する。

• 中学校・高等学校へのBYOD（個人負担）とする場合に
は、3年程度の利用となることから不要であると思慮する。

物損系サービスへの加入
• 運用中においても、画面割れ・キートップ外れなどの物損が
発生した。自然故障・物損関わらず対応する延長保証サー
ビスへの加入を推奨する。

運用中に発生した課題と対策について次の通りまとめる。
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自動インストールアプリ数
• Chromebookでは端末へ自動インストールするアプリをクラ
ウド側で指定することが可能である。指定したアプリケーション
は端末への初回ログイン時に端末の暗号化された個人領
域へ自動インストールされる。自動インストールされるアプリ
ケーション数を多くすると、初回ログイン時のネットワーク負荷
が高まることに注意したい。

利用端末の固定
• 上記に関連し、前回ログインしたのと別の端末を利用する場
合、再度アプリインストール動作が発生してしまうことからログ
イン時のネットワーク負荷が高まるだけではなく、授業開始時
のもたつきにつながる。共用端末としての利用する場合、出
席番号と同じ端末を利用するなど極力同じ端末を利用する
よう運用を考慮されたい。

 OSアップデートの分散適用
• ChromebookではOSアップデート（数十～数百MB程
度）が6週間に1回程度の頻度で発生する。標準設定で
はほぼ同タイミングで実施されることになりネットワークへの負
荷が高まることに注意したい。なお、OSアップデートの適用を
10日程度に分散させる設定を施すことにより負荷分散が実
現できる。

Chromebook/一人一台導入にあたっての
留意点/Tips③

外部記憶媒体の取り扱い
• 外部記憶媒体（USB）の制限が可能である。データの入
出力方向の制限に限らず、指定したデバイスIDを持つ端末
に限定することも可能であることから、学校指定のUSBに限
り接続させる運用も可能である。

 パスワードキーパーの利用
• 今後、各種クラウドサービスを利用するにあたり複数の

ID/PWが乱立することになる。シングルサインオン系のサービ
スの利用も考えられるが、G Suite標準のパスワードキー
パーでも十分対応可能であるため、利用を検討されたい。
なお、本パスワードはクラウド保存され、他の端末へログイン
した際も引き継がれる。

 ユーザ設定の教員への開放、もしくはGoogle Sitesの
利用

• G Suiteでは端末ログイン時に特定のWebサイトを強制表
示させたり、Bookmarkを配信することができる。本事業に
おいては当該機能を活用し、起動時にすららを自動表示さ
せたり各事業者からのアンケートを強制表示したりすることで
授業の速やかな立ち上がりを実現している。

• 当該設定機能を教員へ開放することが望ましいが、困難で
ある場合には、Google Sitesを強制表示させるよう設定し
ておき、教員がSitesの内容を書き換えることによる対応も
可能であると考える。

運用中の課題ではないが、参考となる情報（TIPS)として次の通りまとめる。
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最後に

LTEとG Suite+Chromebookを組み合わせることで
場所を問わず、負荷の少ない運用ができます

 いつでもどこでも利用できる

 設備管理が不要で、現場の運
用負担が少ない

 安定した通信

 紛失時でも即対応が可能

 設備管理が不要

 無料で利用することができる

 端末の運用も容易

LTEの強み G Suite＋Chromebookの強み
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第１章 実証の概要
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第２章 「知る」をEdTechで効率化する
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１）授業の組み立て方・コマ配置など(事前準備)

カリキュラムについて

学校のシラバスとatama+の単
元の対照表を作成し、生徒
に配布。
目標設定と進捗管理のため
に使用しました。

クラス分けと座席について

当初は通常のクラス分けとは
異なる編成と座席にしました。
また、座席の配置は島などは
作らず通常通り全員が前に
向いた席にしています。

サポーターの採用について

サポーターは、様々なバック
ボーン(性別・年齢・職業(大学
生・社会人講師など))を持って
いる方を採用。
選考に当たっては教科能力だ
けでなく「生徒に寄り添い、話
を聞けること」を特に重視しま
した。

サポーターの事前研修について

事前研修では、「教えるので
はなく、生徒と一緒に考える」
こと、「数学を好きになっても
らうこと」を意識してもらうよう
伝えました。
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４）授業における運用の工夫

カリキュラムについて

基本的にはシラバス通りにす
すめましたが、例えば代数分
野で合格できない生徒がい
た場合には、一旦幾何の問
題に取り組んでもらうなど、特
定の単元が「完全修得」出来
ないことで勉強が嫌いになら
ないよう工夫しました。

クラス分けと座席について

授業を進める中で、生徒の
授業前後での席移動に時間
がかかること、普段のクラスの
方が質問が出やすくなるので
はないかと考え、途中から通
常クラスに変更しました。また、
机間指導しやすいように通路
を広げるなどの工夫をしまし
た。

サポーターの動きについて

当初はクラス内を循環し、コ
ーチアプリと生徒の実際の様
子を見比べながら指導しまし
たが、アンケートで「サポータ
ーが近くに来ると気が散る」と
いう意見があったため、循環
を止め質問・アラートが出る
などした場合に指導するよう
に変更しました。
その後生徒が慣れ、関係性
が構築できたこと、アラートだ
けでは見えないこともあること
から、再度循環する方法に変
更しました。

学びあいについて

atama+での学習だけでなく
「集団でないとできないこと」
の取り組みとして生徒同士の
学びあいの時間を設けました。
実施前はさほど前向きでなか
った生徒も実施後には「教え
てみると理解していないこと
が分かった」など前向きなコメ
ントを残してくださっています。
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第３章 「知る」の最適化の効果
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達成したい状態 どのような手法を用いたか 実際の達成度

【定量面】
・学校の定期テスト
・Ｚ会が塾で実施しているテスト
のそれぞれ2回（事前・事後）の結果とatama＋
の「修得した単元数」との間の
相関関係を確認した。
※「完全修得学習」の有効性を示すには

「修得した単元数」が多いことが定量
的な数値に大きな影響が出ることを
示すことが重要と判断

一方で、Ｚ会実施のテストでは、実証校の生徒
とＺ会の受講生という「外部集団」と
比較が可能という意味で実施した

【定性面】
生徒一人ひとりに対して
・事前／中間／事後の3ポイントで

アンケートを実施
→数学の好き／嫌い、得意／苦手の

度合いを4段階で確認
・保護者による授業見学の際には

保護者にもアンケートを実施

１）事前・事後アセスメントの結果と分析

(１) Ｚ会実施のアセスメントの設計

今回、実証を試みたのは
以下の通り

【定量面】
・週4コマの数学授業から

1コマをSTEAM教育の枠に
割り当てても、数学の修得
状況に悪影響がないことを
示すこと

・「修得の効率化」が実際に
データとして顕在化すること

・効率化に加え理解の「深さ」
に改善が見えること

【定性面】
・「数学を好きになる」という

目標に対して、生徒から
ポジティブな反応があること

【定量面】
・10月以降、数学授業コマ数の

25%をSTEAM学習に充てても
数学の履修達成度に影響は
見られなかった
→AI教材活用による

カリキュラムマネジメント
は成功したと言える

・実証校と学校外集団との
比較結果については、非公表

【定性面】
・「数学が好き／得意」と回答

した生徒割合が実証後に増加

・個別の生徒の声も総じて
ポジティブ
（保護者からも継続の要望が

多かった）
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１）事前・事後アセスメントの結果と分析

(２) アセスメントの概要

使用した問題について

武蔵野大学中学校の定期試験に加え、
Ｚ会が公立中学上位層の中１を対象として作成したテストを使用。
定期テストに加えてＺ会が作成したテストを使用することで、学外の生徒との比較を行うことを企図。
※学外との比較データは、本報告書（公開版）では、非公表

実施時期について

Ｚ会が作成したテスト：８月、１２月
武蔵野大学中学校の定期試験：７月、１２月

Ｚ会が作成したテストの出題範囲

〇１２月実施
小問集合
１次方程式
１次方程式の応用
作図
平面図形（おうぎ形）
空間図形

〇８月実施
正負の数の四則計算
文字式の計算
１次方程式の計算
正負の数の文章題
式の値
等式
１次方程式の文章題



14

１）事前・事後アセスメントの結果と分析

(３) アセスメントの結果-1

アンケートにて、8月時点で数学が
「得意」か「苦手」かを確認した。
その上で、atama＋の進捗度とＺ会の
アセスメント2回の「順位点(※)」の合計値
との相関関係を見ると、かなり強い正の相
関が確認できる。特に数学が苦手な生徒
でもatama＋をきちんと進捗させれば数学
の修得に効果がでていることが伺える。

※順位点：アセスメントの総得点1位を受験者数
+1点、最下位を1点とし、2回のアセスメントの和を
とったもの。

グラフ１
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１）事前・事後アセスメントの結果と分析

(３) アセスメントの結果-2

こちらはグラフ１と同じ手法で「学校の定期テス
ト」2回の順位点とatama＋の進捗度で相関関係
を調べたもの。
Ｚ会実施のアセスメントと同様の傾向(修得単元
数が多い生徒ほど学校定期テストで結果が出て
いる、数学が得意と回答した生徒の
結果が比較的良好）が見える。数学に苦手
意識があっても、基礎を身に着け得点力が
向上した生徒も少なくないことがわかる。

Ｚ会実施のアセスメントについて、事後と事後の偏差
値の差と、atama＋の進捗度の相関関係を
調べたもの。
※直線はトレンドライン。

平均的な進捗度の生徒の多くが偏差値を伸ばしてい
ること、そして数学が8月時点で「苦手」としていた生徒
がかなりの数、偏差値を伸ばしていることがわかる。
完全修得学習で基礎が固まり「得点すべき問題」での
得点力が高まったことが要因と見られる。

グラフ２

グラフ３
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１）事前・事後アセスメントの結果と分析

(４) アセスメント結果からの分析

・「atama＋」の特徴である「完全修得学習」により、修得範囲を広げていくと2種類の
アセスメントの間には正の相関が強く現れた

→数学が苦手と回答した生徒も、ある程度粘り強く取り組めば結果が出ている

・「atama＋」で標準的な「完全修得」範囲を達成した生徒は、Ｚ会のアセスメントにおいて
事後アセスメントで事前アセスメントよりも偏差値が向上している

→特に数学が「苦手」と回答している生徒でも、平均的なペースで苦手分野を修得して
いくことで偏差値の向上が見られた

・10月以降は授業コマ数の25%をSTEAM学習に充てた一方で、同校の例年のカリキュラム
と比較しても特段の「履修状況の遅れ」や「修得状況の遅れ」は見られなかったため、
AI教材により数学の修得が「効率化」された一方で「理解状況に課題がある」という状況には
なっていない（カリキュラム・マネジメントが成功している）と言うことはできる

・数学は積み上げの学問であるため、この集団がより上位学年に移行した際に中１やその前の
履修範囲を「完全修得」していることがよりポジティブに影響する可能性もあり、今後の
経過観察が重要と言える
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２）アンケート・各種調査の結果と分析

(２) 生徒へのアンケート−２

〇教える側のコメント
・相手に教えることで、理解を深めることもできたし楽しかった。
・私が知らない考え方がたくさん知れてよかったと思います。
・友達とやることでやる気になるからいいと思った。
・最近わかる問題が増えて知識が広がった。今日はそれを教える立場になり、一緒に合格する。

嬉しさや達成感があり教える立場も教えられる立場もためになったのでは。
・今回教える方だったが、自分も忘れていることがあったのでおさらいしようと思った。
・他人に教えることで公式や式の成り立つ理由についてとてもよく頭に定着した。
・教える側（先生）の苦労がよくわかった。一つの教え方で理解してもらえないときに

どのように教えるか、という工夫が重要だと思った。
・その子にあった学び方がわからないから、教えるのがとても難しかった。

〇教わる側のコメント
・友達だから、教えてもらいやすくてよかったと思う。
・友達の説明が分かりやすくて話やすかったので楽しくできた。
・仲のいい人だと緊張しないで聞けるのでとてもよい！わからなかったことを聞けたおかげで、

（一つの単元を）合格できた。
・一人でわからないところがあって全然進めなかったが、みんながわかりやすく教えてくれて

進むことができた

2/5に実施した「生徒同士の学びあい」関するアンケート。 全体として好意的にとらえられており、学びあいによる学
習効果がでていることが見える。
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２）アンケート・各種調査の結果と分析

(３) 保護者の声

・皆で同じ単元を学習する授業では「わかったふり」が出来てしまう分なんとなくで授業が終わって
しまいますが、atama+ではその"ふり"が出来ない分確実に実力をつけられると思いました。

・つまずきをなくしながら進めるのはとても良い方法だと思います。
・常に進度が先生の方で確認できるので、気が抜けないのか集中しているように感じました。
・真剣に取り組むと疲れる。と聞くことができ親としてほめることができるとうれしかったです。
・AIを活用し、先生方がサポートしてくださることでが自分に合った勉強をできていると感じた。
・通常の授業と比べて、きちんと学べているかが判ってしまうというすごさを感じました。
・atama+が導入され、自分が頑張った分だけ結果が出る、先に進めているという自信にも

つながったのか、苦手だという言葉がなくなりました。
・先生方が丁寧に見てくださっているので安心しました。

1/30に実施した「保護者見学会のアンケート」。 実際の授業を見学していただくことで保護者の方にもその効果を
実感していただけたことが見える。
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成績が大幅に伸びた生徒にインタビューを行った。
以前の「わからない→勉強が嫌になる→授業は進む→増々わからなくなる・・・」の負のスパイラルが、atama+導入後
は「さかのぼり学習」により分かる喜びを覚え、正のスパイラルになったことが伺える。

３）教職員・生徒からの声 ー(1) 生徒の声-1

Q1.1学期までの数学の学習状況はどうでしたか？

A1.数学は苦手で、成績もよくなかった。小学校の算数も得意ではなかった。

授業は先生の言っている数学の用語の意味が分からないものが多く理解するのが難しかったし、

そのため家でも勉強をする気になれなかった。 また、授業中に周りが騒がしいのが気になっていた(注：紅組)。

Q2.2学期からタブレット(AI ) で学習すると聞いてどう思いましたか？

A2.AIなら自分のペースで静かに学習できるし、分からなかったところが復習できるのでいいと思った。

Q3.実際に授業を受けてみてどうでしたか？

A3.基本的には事前に思った通りだったが、ネガティブな点として

・何回も間違えると同じ動画がでてきて「その動画を見て分からなかったのに・・・」となり進めなくなる。

・同じく、同じ演習問題が出てきて答えを覚えてしまう。

・授業が静かすぎて質問したくても手を上げづらい。

手を上げるのが恥ずかしいのもあるが、みんなが静かに勉強しているのを邪魔したくない。

→「例えば"放課後質問ルーム"のようなものがあればいい？」と聞くと、「それはいいですね」という回答。

Q4.サポーターについてどう思う？

A4.質問に答えてもらえるのはありがたい半面、

自分が考えているときに声をかけられ、思考を止められることがある。

注釈)Q2の自分のペースで学習をしたいの裏返しだと考えられます

Q5.遡らされたり何度も同じ単元を繰り返したりすることは苦ではなかった？

A5.戻らされた瞬間はいやだなと思うが、繰り返すことが理解につながるので、

ラッキーと思うようになった。小学校の範囲に戻るのも気にならない。

Q6.アセスメントの結果はすごくよくなっているが思い当たるところは？

A6.理解が進んでいる実感はある。以前は分からないことが多くて勉強することが嫌だったが、

一度分かり始めると数学が好きになって、気持ちが前向きになり家でも復習をするようになった。
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事前事後アンケートの自由記述欄で得られた生徒の声の一部を紹介する。

３）教職員・生徒からの声 ー(1) 生徒の声-2

【12月上旬に実施したアンケート】

Q：atama＋の数学の授業について これから行う数学の授業のやり方について意見をください

【プロダクト改善提案関係】
・講義動画の種類を増やしてほしいです。（何通りか、増やしてほしい！）

・みんなで相談しながらやったりただただ問題を解くだけでなく、少し、思考をひねらないと解けないような
都立中の入試のような問題をときたい。

・宿題を何分やったか先生しか見れないと思うけど、自分たちも何分やったか見れるようにしてほしいです。
※上記はatama＋のプロダクトチームに共有済

【運用改善提案】

・眠かったり、集中力が切れたら1分以内の休憩がほしい
・授業中、静かすぎて、気軽に質問できない空気があるので、どうにかして、気軽に質問しやすいように工夫してほしい

→1月より一部「教えあい」を取り入れました
・周りをウロウロしないでほしい。視界の端にちょっと映って気が散る。

また、後ろに立ってじっと見つめるのをやめてほしい。この人は自分に何か用があるのか考えてしまって集中できない
→動き回らず、基本的に前方に教員とサポーターが待機する方針に変更

【2月下旬(事後)に実施したアンケート】
Q：数学は好きですか？その理由は？ (※atama＋に限らない回答を許容しています)
【好きと回答した人】

・元々苦手だったからあまり好きではなかったけど、今日、今まで出来なかったところができるようになったから
・はじめは解けなくて嫌だと思ったけど何回も解いてるうちに楽しくなってきたから！

・今まで出来なかった問題が出来るようになったから。
・計算や問題を解いていくごとに楽しくなり、わかるようになったから／わからないところがわかるようになったから。

・前に習った範囲があやふやでも講義動画や解説動画がわかりやすくて納得できたから。
【嫌いと回答した人】

・講義の問題が動画からすると少し難しいから講義動画の問題が簡単すぎる

・小学校までは得意だったけどだんだん複雑になってきてわからなくなってしまった
・計算ミスなどで最初の方に戻って気持ちがだるくなるから

・クラス全体でやると自分のわからないところを聞きにくかった
・あきてきた
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(承前)事前事後アンケートの自由記述欄で得られた生徒の声の一部を紹介する。

３）教職員・生徒からの声 ー(1) 生徒の声-3

【2月下旬(事後)に実施したアンケート】

Q：atama＋が通常の授業より良いと感じるところは何ですか？
・自分のペースでできるところ（類似意見多数）
・たくさん先生がいるので、聞きやすい。

・自分の不足しているところがわかる。また、講義動画がわかりやすい。
・わからなかったらすぐ質問できるところ。家でも、簡単に取り組めるところ。
・習熟度別なので普通の授業で「ここわかるのになー」と退屈に思う事がないところ。

・何回も講義を聞くことができるからわかるまでできるところがいいと思った

・分からない問題を急に当てられたりしてみんなの前で恥ずかしい思いをせずに済むところ
・高校生まで進んで行けること

【2月下旬(事後)に実施したアンケート】

Q：「使い始める前」と「半年間使った後」でatama＋に対するイメージが変わった点はどこですか？
・特にない（最多）
・楽しい（多数）

・もっと難しいものだと思ってた
・AIだからめんどくさそうだなと思っていたけれど、AIだからこそ不足しているところがわかるなどの良さがあるということ。

・みんなより早くやらなきゃと初めは思っていたけれど、自分のペースでできるからいい。
・凄いハイテクだと思った

・家でも、取り組める点がとてもよいと思った。
・かなり頭を使う点（以前はゲームみたいで頭を使わないみたいな感じだと思っていたため）

・AIが不安だったけど今は信用できる
・使い始める前はタブレットだけに頼りきりだと思っていたけれど先生にも聞けるところ。

・アプリ自体が苦手だから自然に苦手意識を持ってしまったが、実際にやってみるとわたしでもできて安心した。
・意外に面白くて映像授業が分かりやすい

・使い始める前は慣れなかったが、半年間使った後ではとても集中できるし、自分の数学に対するイメージが良くなった点。
・使い始める前は楽しそうと思って、半年後は飽きたなぁと思いました

・最初は、戻されたりして合格した範囲を戻されたりしてめんどくさいイメージがあったけど今はそのおかげでその戻された問題が
きちんと解けるようになっていたので楽しい

・内容としては考えたものと似ていたが、こんなに進むとは思わなかった
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(承前)事前事後アンケートの自由記述欄で得られた生徒の声の一部を紹介する。

３）教職員・生徒からの声 ー(1) 生徒の声-4

【2月下旬(事後)に実施したアンケート】

Q：最後に、どうすれば中学生がatama＋をもっと知ってくれると思いますか？（任意）
・テレビCM（多数）
・Twitter（多数）
・TikTok（多数）
・SNSで拡散（多数）
・自分たちでアタマプラスの魅力を語る機会を作る

・他の学校でも実施してみる
・国の方針で使わせる

・スマホアプリ用のものも作る
・パソコン版atama＋を出す

・学校案内のホームページに載せる

・一回お試しなどで他の学校や塾などでやってみる
・もっとにぎやかなアプリにすればいいと思う

・時間制限がある問題をなくして欲しい、、、。
・頭プラスで学んだことを先に進んでいる生徒が教え合う

・公立の中学校にも使えばいいと思う
・YouTubeで少し講義を聞けるようにしたら、もっと聞きたいと思う人が増えて認知度が上がると思う

【報告書取りまとめ担当 所感】
実証校の生徒はiPadの扱いに慣れていることもあり、これらのアンケートはGoogle Formsで先生から
送信してもらい、各自で回答してもらう方式で行ったが、回収率は毎回90％以上であった。

毎回、ほとんどの生徒が一定の分量の文章をきちんと書いて生徒たちが送ってくれることにも驚いた。

自由記述欄は必須回答ではないにも関わらず無答率が非常に低い(おそらく10％台)ことは、普段から
意見を言う、伝えることに抵抗感がない学校文化の現れではないかと感じる。
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Q1.atama+を導入すると決まった時、実際の授業をしてみての感想は？

A1.atama+を初めて見たときには「選択肢の問題だけでできない生徒の力がつくのか」と感じた。

実際に授業を行ってみると、自分の数学観や指導手法(まず定義から説明する等)を生徒に押し付けてきたのではないか、

atama+のように「まず問題に取り組んでみる」という手法もありではないかと思うようになった。

また、生徒がどこで詰まっているかがすぐに分かった(特にプレ数学範囲)ことはとてもよかった。

Q2.atama+を導入して、先生方のお仕事に変化はありましたか？

A2.授業(講義)の準備負担が減ったのはとても大きい。

これまでは毎回ドリルプリントを用意し、授業後採点することがとても大変だったが、

atama+で完結するようになったこともありがたい。

Q3.生徒に対する接し方に変化はありましたか？

A3.授業中は、これまで講義や板書をしていた時間を、生徒一人一人の様子を観察し、指導にあてることができるようになり、

今まで以上に生徒の考え方や、特性が見えるようになった。

授業外でも、負担が減った時間でatama+で取得できるデータを通して生徒の学習状況を分析できる時間が取れるようになった。

３）教職員・生徒からの声 ー(1) 教職員の声

授業を担当した先生にインタビューを行った。
atama+を使用した学習は、生徒の学習の効率化だけでなく、先生方の生徒への接し方の変化につながったことが
伺える。
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・いままでは定義を教える → 演習をやる、という流れのほうが良いと思っていたが、atama＋で

学習する生徒を見て「逆のほうが実は良いのかも」と思った。

・手間が減り(*)、生徒のことを見れるようになった。問題を解く様子を見ることで、今まで知らな

かった生徒の一面に気づけ、生徒とも会話ができるようになった。

* 削減できた「手間」の例：ドリルやプリントの採点、授業準備、授業中の板書 等

・なんでこんなに集中してるの？みたいな生徒が結構見受けられた。

こんなに集中してるのを初めて見た、というような。

・別解を示したり、書いてあることの他に（展開や因数分解など、書き言葉では説明しにくい）コツを

示したりするのも、人間の価値だと思った。基本はatama＋が行い、ほかをサポートする人がやって

いくべきなので、そのためのスキルを身に着けていきたいと思った。

３）教職員・生徒からの声 ー(1) 教職員の声 -２

授業を担当した先生に行ったインタビュー内容の続き。
AI教材と並走する際に教員に求められるスキルや価値軸が従来とは変わっていることが伺える。
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まとめ

本実証事業は、数学学習の効率化と理解の深化の両立、そしてすべての生徒に数学を好きになってもら
うことを目的としていました。

定量的な評価においては、アセスメントの結果に表れているようにatama+での特徴である完全修得学習
により、数学に苦手意識があった生徒も平均的なペースで粘り強く学習することで基礎力を身に着け得点
力が向上していることが確認されました。

また、10月以降は授業コマ数の25%をSTEAM教育に充てましたが、同校の例年のカリキュラムと比較して
遅れはみられませんでした。

定性的な評価においても、各種アンケート結果から生徒保護者からもポジティブなコメントが寄せられまし
た。その中でも「どこが分からないのかが分からない問題が解決した」「繰り返すことが理解につながるので、
ラッキーと思うようになった」というコメントが本実証事業の成功を象徴しているといえます。そして「数学が好
き/やや好き」と回答した生徒の割合は事前-事後で44.3％→60%に増加しています。

一方で先生方からのアンケートにあるように、授業をatama+に置きかえることで、先生方が生徒に向き合う
時間が取れるようになったことも、学習効果の向上に寄与しているといえます。何よりも教員のプロダクトへ
の深い理解があったこと、そして事前準備を含めて全面的な学校の支援をいただけたことが今回の実証事
業の成功の重要な要素であったと言えます。

その一方で、応用問題や記述問題への対応などに課題を残しており、教員をはじめとした「人」が介在す
る点(ノートチェック、添削、学びあい、勉強法を伝えること等)は、さらなる改善の余地があると考えておりま
す。

課題はまだ残っていますが、今回の実証実験を通して、AIと人の力を組み合わせることで「みんなが数学
を好きになる」授業を作りの第一歩を踏み出せたと考えています。
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1.実証事業全体について
1.1 実証事業の目的と背景
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1.1.1 実証事業の目的
今回の実証事業の目的は、STEAM教育の分野における探求やProject Based Learningを進化させる
ためのプログラムを創出することである。STEAM教育の進化にあたっては以下の５つの問題がある
と考えている。本実証事業ではそれらを以下のアプローチにより解決することで、新たなプログラム
を創出することを目指した。

【STEAM教育の進化にあたっての問題と求められるアプローチ】
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1.1.2 実証事業のコンセプト

①〜⑤の問題に対応したアプローチを実現するため、今回の実証事業のコンセプトを、
「ゲームをテーマに中高生の可能性を引き出す探求型STEAM教育プログラムの創出」とし、
その名称を「Creative Project based Learning with Games」とし、略称「CPBLG」とした。
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1.1.3 実証校の教育目標との接続

本事業では、実証校（武蔵野大学中学校）の教育目標を実現することを前提に、
今回のカリキュラムを設計した。なお、実証は、正規の授業の枠内で行われた。
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1.実証事業全体について
1.2 実証事業の概要
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1.2.1 実施内容

本事業では、ライフイズテック（株）が実証学校（武蔵野大学中学校・高等学校）において、1年生
全クラスを対象として正規の授業の18コマを使いCPBLGプログラムを実施した。
授業では、全フェーズに渡って弊社の社員がファシリテーターとなって進行し、弊社所属の大学生メ
ンターが生徒の学習・探究をサポートした。
具体的には、生徒が以下のようなステップを踏みながら「ゲームを遊ぶ側から、学ぶ側へ、そしてさ
らに作る側・応用する側」へシフトし、最終的にはゲームを応用して身の回りの課題を解決すること
を目指した。
授業を実施するに当たってはカリキュラム作成、教材作成を行うとともに、先生方への研修・ディス
カッション、メンターへのインプットを行った。
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1.2.2 実証フィールド

■実証校：
武蔵野大学 中学校・高等学校
（旧 武蔵野学院女子中学校・高等学校）

■所在地：東京都西東京市新町1-1-20（最寄り：三鷹駅）

■対象者：中学１年生 全生徒（4クラス、計138名）

■授業枠：合計18コマ（1コマ50分）英語PBL、数学
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1.2.4 事業全体のスケジュール

事業全体のスケジュールは以下の通りであり、概ね、当初予定通りに進行した。
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1.実証事業全体について
1.3カリキュラムと事前準備
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1.3.4 各クラス時間割
中学1年生の４クラス（紫・紅・緑・青）に所属する138名に対して18コマの授業を行った。
前半は、ほぼ1コマずつであったが、後半に2コマ連続の授業があったため、これに合わせて授業を
設計した。
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1.3.5 教員向け研修
生徒に対してCPBLGを行う一方、学校の先生方に対しても、2回の研修（①技術研修、②授業前研
修）を行い、本実証事業に対する理解を深めてもらった。
また、プロジェクト期間中のミーティングで気づきの点などを共有し合い、随時プログラムに反映さ
せた。

■目的
本実証事業に関係するプログラミングの技術を習得

する。ITの面白さを先生自身が知る。

■実施日：2019年8月14日〜16日（終日）

■参加者：実証校の教員4名
※全国の教員32名を対象として弊社が開催した研修

(Tech for Teachers CAMP)に参加する形とした。

■内容：ゲーム開発、映像制作、Webサイト制作、映
像アクティビティ等のワークショップ

■成果等
・

①技術研修
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1.3.5 教員向け研修(続き)

■目的
初回の授業が始まる前に、実証事業の授業に関係

する先生方向けに、実証事業の導入で活用するゲー
ムを体験いただき、学習内容の詳細や進め方につい
て理解を深めてもらう。

■実施日：2019年10月17日 16:30-18:30

■参加者：
実証校の教諭8名(中学1年生の担任を中心に本プ

ロジェクトに関わる方)

■内容：
・実証事業の内容に関する説明
・「ICE CRUSH」(https://icecrush.net/)をプレイ
・授業で生徒に行うワークショップと同じテーマを
提示し、グループ内議論、全体共有。

①授業前研修
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2.実施内容詳細



21

2.1 ゲームを遊ぶ
本フェーズの目的、実施概要は以下の通り。

■目的
ゲームを実際に遊んでみて、そのルール・ストーリー・表現などの魅力がどこにあり、どんな構造に
なっているのかを実感知に基づき探究・議論する。
遊んだ後に「なぜ楽しかったのか」「どこが面白かったのか」を感想共有した上で、その要因を議論
する。

■実施内容
弊社オリジナルのデジタルゲーム「ICE CRUSH」で遊び、遊ぶ中でも探究ができることをまず体験
してもらった。その上でゲームを作る上で工夫されていた点についても思考を巡らせた。

■実施日 10月11日（1コマ）



2.1.1 第1回授業（10/11）

■授業のステップ
(授業開始前にアンケートを実施)

①各自でゲームを遊ぶ「ICE CRUSH」
(https://icecrush.net/)
・ステージクリア or 100万点取ることを目指す。

②チームで議論
・得点獲得の条件は？
・最後にゴールすると？

③解説
・遊ぶだけでも探求できる。
・実は作り手に操られている。
・ゲームで工夫されていた点はどこか。
・仕組まれている側→次回からは仕組む側へ

■使用した環境等について
・弊社オリジナルのデジタルゲーム
「ICE CRUSH」 (https://icecrush.net/)
・弊社から貸与のPC



23

2.1 ゲームを遊ぶ
本フェーズの目的、実施概要は以下の通り。

■目的
ゲームの背景にある理論や知識、思考フレームなどについて学ぶ。チームを組み、
①講義フェーズ、②調査フェーズ、③議論フェーズ

を行き来することで、ゲームについて自分たちで知識を収集・整理し、他チームにその知識を伝達す
る経験まで行う。教員はじめ大人は、主体的な探究をファシリテーションすることを重視。

■実施内容
伝統的なアナログゲームである「すごろく」を、チーム別にオリジナル制作・発表。ゲーム制作の実
体験を通じて、ゲームを構成する要素とはなにか、要素の違いから生まれる面白さの違い等について
探究を深めた。また、「ゲームを作る」フェーズに入るための「テクノロジア 魔法学校」学習のた
めの事前準備、環境設定を行った。
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2.2.1 第2回授業（10/18）すごろくゲーム作り

■授業のステップ

①すごろくの説明
チームごとに、オリジナルすごろくを作るためのアイデ
ア出し
・シンプルなゲームをどう工夫して面白くするか？
世界観で面白くするか？ルールで面白くするか？

②実際に作る
・コマ数
・アイテム数
・サイコロ数

などの制限の中、実際にチームでオリジナルすごろくを
作成

■使用した環境等について
・オリジナルワークシート
（GAME SHEET、Sugoroku Kit)
・白紙、ハサミ、カラーペン 等

Sugoroku Kit(すごろくのコマなど部品）
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■授業のステップ

①前回作った「○○すごろく」を発表する
チーム毎のルールや世界観などのアイデアを共有

②解説
古典ゲームからゲームの基礎を共有
・ゲームには探究できることがたくさんある。
・ゲーム作ってる人はいろいろ考えている。

③次回までの宿題
一押しゲームの発掘
1位と2位のゲームを決めて以下の点を記入してくる。
・おすすめポイント（世界観、ルール）
・もっと面白くなるアイデア

■使用した環境等について
・オリジナルワークシート
（ゲーム発掘シート）

2.2.2 第3回授業（10/25）すごろくゲーム共有
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2.3 ゲームを作る
本フェーズの目的、実施概要は以下の通り。

■目的
「ゲームを遊ぶ」「ゲームを学ぶ」フェーズで学んだことを参照しながら、実際にプログラミング技
術を使い、ゲームを作るスキルを習得。また、作ることで学んだことを振り返る。

■実施内容
オンライン教材「テクノロジア魔法学校」を利用し、図形、画像、文字を画面に表示する方法、それ
らに音やアニメーションをつける方法、条件に応じてキャラクターをコントロールする方法など、
ゲーム制作に欠かせないプログラミングスキルを学んだ。
また、オンラインゲーム「GRAPHIC BEATS」を遊ぶことでメディアアートの色彩・デザインに触れ
ると共に、今自分たちが学んでいるプログラミングで制作されたプロダクトが社会に出ていることを
認識。
最後には、初回授業では遊ぶのみだった「ICE CRUSH」をプログラミングで改変することで、ゲー
ムを自分自身のオリジナル作品へと作り変えた。
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2.3.1 第5~7回授業(11/29、12/6、1/10)テクノロジア魔法学校学習

■授業の実施内容

・弊社オンライン教材「テクノロジア魔法学校」を 活用
し、ゲーム制作及びゲーム制作に活用可能なメディア
アートの基礎技術の学習を実施。「テクノロジア魔法学
校」で学習した内容は次ページのとおり。各自のペース
で進めた。

・タイピングスキルを楽しみながら習得でき、且つメ
ディアアートの美しさも実感できる弊社オリジナルのオ
ンラインゲーム「GRAPHIC BEATS」も体験。
本ゲーム制作に「テクノロジア魔法学校」で学習してい
る技術が活用されており、実際にはどのような表現につ
ながるものなのか、遊ぶことで認識・理解し、学習意欲
のさらなる向上につなげた。

■進捗の把握について
授業実施後、Googleフォームにて各生徒より学習進捗状
況について情報を収集、把握した。授業の進め方、遅れ
の出ている生徒へのフォロー等に活用。
（進捗状況推移については、「3.全体総括」に記載）

https://graphicbeats.net/
GRAPHIC BEATS 

「テクノロジア魔法学校」のプレイ画面 
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2.3.2 第8回授業（1/17）ICE CRUSH改変

■授業の実施内容

初回授業で遊んだ「ICE CRUSH」を、これまでに学んだ
プログラミングスキルを使い、オリジナル化。

・習得スキルの実用体験を通じて、各自が自分でもオリ
ジナルゲーム制作が可能であることを実感。
・ブロックを崩して得点を得るゲームをベースに、ブ
ロックの配置を変える、ブロックを特殊アイテムに変え
るなど、それぞれに自分の好みの仕様を試行錯誤しなが
ら実現。

これらを通じ、ゲームの組成やゲーム性を成立させるた
めの要素について理解を深めた。

■使用した環境等について
・弊社貸与パソコン
・弊社オリジナルのデジタルゲーム
「ICE CRUSH」 (https://icecrush.net/)の学習用
ソースコード
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2.4 ゲームを応用する
本フェーズの目的、実施概要は以下の通り。

■目的
ゲームの探究を通じて学んだ知識やスキルを活用・応用し、勉強方法や部活の練習方法など、学校・
家庭の身近な課題を解決することへ応用する。
企画案は課題を解決するだけでなく、その解決過程を楽しむことができる要素・工夫を取り入れたも
のであることを目指した。

■実施内容
ゲーム（人を楽しませる、夢中にさせる装置）の１類型である「謎解き」を使って身の回りの課題を
解決することを目指し、実際に謎解きを体験し、そして自分たち自身で謎解き作りも行った。
その後、実際に学校生活の中の課題を発見し、それを謎解きを使って解決した。謎解きの企画を考
え、実際に謎を作るに当たってはチームごとにプランナー、プログラマー、デザイナーという３つの
役割に分かれて追加の実習を行い、全員が各チームの中で主役となり、企画を形にすることができ
た。
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2.4.1 第9回授業（1/24）謎解き体験

■授業の実施内容

次回以降開始する「謎解き」をベースとしたオリジナル
ゲーム制作の導入として、生徒自身が「謎解き」を体
験。
武蔵野大中学校の歴史や設備を反映したオリジナル問

題となっている点、iPadの活用（写真で記録するなど）
を自由にする点などが特徴。

PCに向かう授業が続いていた中で、チームメンバーと
話し合い、アイデアを出し合いながら謎を解き進めるリ
アルの体験を挟むことで、集中力や意欲も高まった。

■使用した環境等について
・学習用iPad
・謎解きアイテム（招待状、配布用問題、回答用紙、掲
示用問題）
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2.4.2 第10回授業（1/31）オリジナルゲーム制作

■授業の実施内容

今後8回にわたる、「謎解き」をベースとしたオリジナ
ルゲーム制作の初回授業。
前回授業で体験した「謎解き」を「ゲーム」の一種と

して捉え、全体の構成から各部分を作り上げる要素、着
眼点を解説。
謎解き制作のための手順を説明後、実際に各グループ

ごとに簡単な謎(謎解き全体のストーリーを解き進める
際の手掛かりを得るための小問)を作り、解き合う体験
を行った。

■使用した環境等について
・
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2.4.3 第11~12回授業（2/5）課題の設定／企画作り

■授業の実施内容

実際にある身近な課題をゲームで解決するために、解決
したいテーマを見つけ出し、それを楽しく能動的に解決
するための企画作りを行った。

①身の回りの課題を全員で挙げる。

②出てきた課題の中から、チームで話し合い、
謎で解決できる、謎に落とし込める課題を設定
（随時メンター等がフォローアップ）

③企画作成、企画部長承認
・解決に至る道筋が見えているかどうか？
・実現度、課題解決性、面白さ

の観点から企画部長からフィードバックを行い、メン
ターがフォロー。インタラクティブなやり取りを繰り返
し、全チームの企画を決定。

■使用した環境等について
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2.4.4 第13回授業（2/7）役割分担・役割別講義

■授業の実施内容

各チームで決めた企画を実現するために個々の役割分担
を決め、各役割ごとの講義を受講。個々の役割について
は希望制で、チームで話し合って決定していった。

①各チームから3コースに分かれる（各2名ずつ）
・プランナー：全体のゲームシナリオ、段取りを考える
役割
・デザイナー：アンサーシートや問題などのアイテムを
デザイン印刷まで行う役割
・プログラマー：ゲーム企画内での暗号や回答を入力す
る機能を実装する役割

②コース毎に教室を分け、それぞれの講義・実習。各自
がチーム内で各分野の専門家となり、次回授業より企画
を実現させるために行動していく。

■使用した環境等について
・弊社貸与PC
・Adobe Illustrator
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2.4.5 第14~15回授業(2/12or19 )オリジナルゲーム制作

■授業の実施内容

まずは全員で謎を制作し、それを基にプロダクト
を制作。
実際のプロダクト制作過程では、プランナーが

指示を出し、デザイナーとプログラマーがプロダ
クトへ落とし込む作業を行った。

2時間連続の授業の中で、いったんは全チームが
最後まで制作しきることができた。

■使用した環境等について
・弊社貸与PC
・学習環境（Adobe Illustratorソフト、
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2.4.6 第16~17回授業(2/26)オリジナルゲーム体験会

■授業の実施内容

①ゲームを完成させ、２チーム１組となり体験会
を実施。
運営側（謎を出題する側となり、謎の紙を準備し
校舎内に貼る等を行う）と体験側（謎を解く側）
をどちらも体験。
2コマ連続の授業で、「20分（準備・開発）＋10
分（準備）＋20分（謎）＋10分（交代）＋20分
（謎）＋残りは発表資料作成」という流れで行っ
た。

②最終発表会用の資料作成
清書、写真撮影、発表シナリオ作成
発表資料は、A3資料＋動画QRコード
（動画はメンターが撮影、編集）

■使用した環境等について
・弊社貸与PC
・学習環境
（Adobe Illustrator、
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2.4.7 第18回授業（2/28）体験共有会

■授業の実施内容
完成したゲームを全チームが発表を行った。
①発表準備、口頭の説明台本、役割を決める

②各チーム２分でA3資料を発表。背景に体験会の
動画を編集して流した。

③講師から全18回の授業を総括し、以下のメッ
セージを贈った。
-発表会で話す側、聞く側も素晴らしかった。皆で
場を作るということを今後も大事にしてほしい。
-「楽しい・面白い」は正義。人を動かす原動力。
ポケモンGOがなかったら、大人の運動促せなかっ
た。国にもできないことをゲームで解決。
-課題解決や面白いものを作ることは、特定の職業
に付かないとできないものではない。中高生のみ
んなでもできること。実際に今回、謎解きで人を
動かすことを皆が実現できた。
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3.全体総括
3.1アンケート調査結果
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3.1.1 本実証事業で実施したアンケート調査概要

授業前 テクノロジア
進捗 希望コース選択 授業後

目的
授業実施前後の生
徒の変化を把握す
るため。

オンライン学習の進
捗状況を把握し、個
別フォロー等に生か
すため。

ゲーム応用
フェーズにおけ
るチーム編成の
参考とするため。

授業実施前後の
生徒の変化を把
握するため。

タイミング 初回授業の冒頭 第6回授業の後
第7回授業の後 第8回授業の後 最終回授業の

後

対象者数 138名 138名 138名 138名

回答者数 129名 120名 124名 127名

実施方法
Googleform
記名式

選択式・記述式

Googleform
記名式
選択式

Googleform
記名式
選択式

Googleform
記名式

選択式・記述式

主な質問
テーマ

•デジタルゲーム経
験について
•英語や数学の勉強
について 等

•テクノロジア魔法学
校の進捗状況
(どこまで学んだか)

•希望する役割
•謎解き経験の有無

等

•自分自身について
•授業を受けて
•今後について
•授業について
•メンターについて
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3.全体総括
3.2 授業前後比較アンケートについて（生徒）
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3.2.1 生徒の授業前後比較アンケート調査概要

授業前 授業後

目的 授業実施前後の生徒の変化を把握するため。 授業実施前後の生徒の変化を把握するた
め。

タイミング 初回授業の冒頭 最終回授業の後

対象者数 138名 138名

回答者数 129名 127名

実施方法
Googleform
記名式

選択式・記述式

Googleform
記名式

選択式・記述式

主な項目 •デジタルゲーム経験について
•英語や数学の勉強について 等

•自分自身について
•授業を受けて
•今後について
•授業について
•メンターについて













48

3.2.4 生徒の授業前後比較結果の分析
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3.2.4 生徒の授業前後比較結果の分析
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3.2.4 生徒の授業前後比較結果の分析
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3.2.4 生徒の授業前後比較結果の分析
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3.2.4 生徒の授業前後比較結果の分析
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3.2.4 生徒の授業前後比較結果の分析
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3.全体総括
3.3 授業期間中アンケートについて（生徒）



57

3.3.1 授業期間中に実施したアンケート調査概要

テクノロジア
進捗 希望コース選択

目的 オンライン学習の進捗状況を把握し、
個別フォロー等に生かすため。

ゲーム応用フェーズにおけ
るチーム編成の参考とする
ため。

タイミング 第6回授業の後
第7回授業の後 第8回授業の後

対象者数 138名 138名
回答者数
（回収率） 120名 124名

実施方法
Googleform
記名式
選択式

Googleform
記名式
選択式

主な項目 •テクノロジア魔法学校の進捗状況
(どこまで学んだか)

•希望する役割
•謎解き経験の有無

等
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3.全体総括
3.4 先生向けアンケート/インタビューについて
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3.4.1先生向けアンケート/インタビューの概要

終了後アンケート 終了後インタビュー

目的 先生方の目線から見た本実証事業の良かった点、改善が必要な
点、学校の授業での実施に当たっての課題等を把握すること。

タイミング 最終授業終了後 最終授業終了後、
すぐに実施

対象者数 4名 3名

実施方法
Googleform
記名式
選択式

弊社PMから先生方への
インタビュー実施

主な項目
・実証事業で実施した内容を自
身が授業で行える可能性
・数学の授業との関連性
・自由コメント

（左の項目に加えて）
・他教科との関連性
・生徒の変化
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3.4.2先生向けアンケート結果

先生方自身で、本実証事業の内容を学校の授業で行うこと、数学の授業との関連性を持たせることに
ついては、概ね肯定的な回答が見られた。



2/28 最終授業終了後のインタビューから

■数学とのつながりについて

A先生
・どの部分が数学が関連があるのか？
・テクノロジアはしっくり来た。それっぽいことをやってるようには思った
・ゲームを創り始めると、数学とは関係なさそうには見える。
・しかし、理系っぽい頭の働きはしているように思った。
・頭の中にあるもの整理して簡潔にして削ぎ落とす部分。
・この活動の中でトレーニングされてきているような気がした。
・数学とは違う領域なので、興味のないことには、退屈さ・つまらなさを感じた。

B先生
・数学では、座標（中１）が出てきた時は抵抗なかった。
・理科の時間に座標が出てきた時もわかっていた。
・授業では教えていないが最初からイメージ出来ていた。

C先生
・謎解きの思考は証明の思考・論理的な思考に重なる。

3.4.3 先生向けインタビュー結果



■他の教科との関連について

・いろんな教科横断してクイズ考えていた。
・技術と合体させるともっと面白くなるのかと思った。
・例題の中に地理の情報が入っていた。自然と頭の中に入っていた。
・デザインの中で、アートの要素があった。美術の時間使ってもいいと思った。

■子どもたちの変化について
・最初。ゲームに飛びついた時の変化が驚いた。普段そういう顔をしない子がいい顔をしていた。
惹きつけるのがうまいなと思った。
・普段は数学の時間ではそんなに目立たない、日頃自分のことをアピールしない子がアピールしてい
た。
・生徒が飽きなかった。この授業が大好き！楽しみにしている。顔がいききしている。
・プログラミングの時「もう50分終わりなの？もう終わっちゃうの？」とブツブツ言って帰ってい
た。
・どんな子も集中している。
・うまくいかなかった子について、愚痴もあまりなかった。
・プログラミングはちょうどいい加減で切ったと思った。あれ以上、基礎編が続けば（不満が）
出てきたと思っていた。

・今年の中1はPBL・言語活動には既に慣れていた。慣れていないとネガティブな意見もあったかも
しれない。
・例年の1年生とは違う。例年だと周り見ている。
・仲良いグループでなくとも組むことも事前からできていたし、今回のグループでもいけた。

3.4.3 先生向けインタビュー結果
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3.全体総括
3.5 定性的データについて（生徒/先生）
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3.5.2 先生からのコメント

■生徒の様子をみて日頃と違うなど、感じたことがあれば教えてください。
・黙っている生徒が少なく、いろいろな形で参加している。目が生き生きしている。
・遊びと学びが一体化していて楽しそう。
・授業中の目の輝き方が違いました。（私も含む教員もです！）
・普段あまりクラスでは目立たない子が活躍したり、授業に集中している姿が見られた。

■その他、今回の授業を全体を通じてのご感想をお聞かせください。
・一時間一時間の効果より、長い流れを通して生徒が身につけたこと（論理的な思考力や具体的に
プログラミング等々）を生徒は自然に受け入れており、肩に力を入れて「勉強して身につけた」と
いうように力むことなく身に着けることが出来ているようで、驚いています。
・「準備」と「ファシリテーションの技術」で成否が決まると思いました。
・たくさんの勉強をさせていただきました。ゲーム好きの私としては、このようなことを中１で学
べるなんて、なんて幸せなんだ、と思います。このような授業を先生だけで準備するのは非常に大
変なので、今後また機会がありましたら、是非ご協力いただきたいと思っております。本当にあり
がとうございました。
・非常に楽しく授業に参加させていただきました。ありがとうございました。題材がゲームという
こともあり、普段の授業とは違う生徒の姿を見ることが出来ました。ダウングレードはしますが、
自校の教員で取り組む場合を想定して参加させていただきました。PBLの授業も参加して慣れ始め
ているので、そういった活動は教員で可能かと思いましたが、専門分野の知識が薄く、情報科の教
員を巻き込む必要性を感じました。非常に練られたプログラムであり、プログラミングを含め、
パッケージ化され全国に拡散していって欲しい講座だと思いました。
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3.全体総括
3.6 実証成果・今後への示唆
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3.6 実証成果・今後への示唆

①学校の全プロジェクトを通じてのカリキュラムマネジメント

学校全体の育成目標、各教科の目標などと連関させつつ、どんなカリキュラムとし、どんな評価を
行うのかについて、学校の全プロジェクトを通じたカリキュラム・マネジメントが必要だと感じ
た。

個別のプロジェクトの中での目標設定やカリキュラム実施は武蔵野大学中高では概ねうまくいった
ように認識しているが、プロジェクト間の連携には課題があった。学校内の複数の実証事業を束ね
てカリキュラム・マネジメントをする役割を誰かが担わないと、その連携は難しい。特に、「知
る」と「創る」の往復を事前に計画立てて学びに埋め込む場合は、難易度が非常に高い。正確に
は、つなげるだけならできるが、高次の学習目的や意欲・関心を引き出せる学習体験であることも
満たした設計は容易ではない。

また、一方で、厳格なマネジメント方針によって、各事業者のカリキュラム内容が限定されてし
まった場合には、各事業者の良さが活かされない、そもそも対応ができなくなるなどの問題を孕
む。カリキュラム・マネジメントの厳格性のちょうど良いバランス調整も重要となる。
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3.6.1 実証成果・今後への示唆

④適切な課題設定をするための学習体験とは

上記③の課題と同時に考えるべきこととして、課題解決に至る課題の発見をどう実現するかとい
う論点がある。CPBLで取り組む課題は何でも良いというわけでなく、子どもたちが本当に取り
組みたいと思っている真正な課題であると同時に、解決に向けての実現可能性が十分ある課題を
最初に設定していないと、途中で学びが止まるリスクがある。今回の謎解きづくりの中でも、学
校の中の課題という身近でイメージしやすい課題ジャンルを設定したものの、短期的に解決不可
能な課題（学校が駅から遠い、食堂の券売機が少ない等）を選択する生徒が初期時点では大半を
占め、ファシリテーションにかなりの時間と人員を要した。課題発見・設定をどのような体験と
して用意するかについて授業設計の中で重視すべきと改めて確認された。

学校では授業コマ数が限定されている中でどこまでできるかは要検討ではあるが、実際に当事者
にヒアリングする、フィールドワークを行う、課題設定に対してフィードバックをするなどの機
会を設けないと、子どもたちの意欲喚起と適切な課題への到達は両立できない。
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3.6.1 実証成果・今後への示唆

⑤探究における文具的なICTの利活用

今回の一連の授業では、ICTを自由に使うことを推奨した。

元々学校で支給されている一人一台のipadに加え、プログラミングやデザインの際には一人一台
のパソコンを使える状態とし、インターネットも自由に使える状態とした。

授業の最初の時期から、わからないこと・知りたいことがあれば、インターネットで検索して用
語の意味を理解したり、問題作成の情報を収集したり、参考画像をもとにデザインに落とし込ん
だりと、インターネットを自由自在に使う姿が見られた。

また、プログラミングやデザインツールについては、基礎を学んだ上で、ゲームを応用する
フェーズでは一人ひとり個別のオリジナル制作を行った。

一方で、さらに利活用のチャンスもあったと思われた。ゲームを作る上での参考材料を紙ではな
く、データとして配布することで、もっと多様な情報編集や表現を導出できた可能性はある。ま
た、企画発表などについても他社のEdTech（例えばロイロノート）と連携することで、効果的
な発表にできた可能性がある。

今後は実証事業者のEdTechだけでなく、学校にそもそもあるEdTechを理解・活用し、授業実践
のクオリティを上げようとする観点も重要になるだろう。
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日本は長年、自動車産業を基幹産業とし、世界に
誇る地域経済・文化を築き上げてきた。しかしなが
ら、足元で進む急速なテクノロジーの進展とグロー
バル化に対し、日本のAIかつグローバル人材の不足
は深刻であり、少子高齢化、衰退する地方といった
問題も加わり、我が国の基幹産業が抱える課題は深
刻である。こうした問題を連続的に解決するために
は、教育を大きく変革する必要があり、その基盤と
なる新時代にふさわしいMaaS産業人材を育成する
幅広い層を対象としたSTEAM教育のコンテンツを構
築したい。

昨年の「未来の教室」では、自動車業界の観点から
MaaSを俯瞰し、どのような人材がその社会を支える
のか、その社会を達成するために最もコアになるコ
ンピテンシー（地球市民、柔軟性、課題設定）の育
成・伸長を図る授業を3コマ行い、ここまでその目的
を達成してきている。

一方で、製造業のサービス化やICTによる街づくり
が進む中、MaaSを担う人材を育成するためには、基
礎となるSTEAM教育の年間を通じたプログラムを提
供していくことが有効である。特に、MaaSを支える
人材は文理融合が不可避であり、これまでの教育の
枠組みを超えた新しい教育コンテンツを構築し、
「未来の教室実証事業」として全国の学校で実証し、
日本のみならず世界にSTEAM教育の新しい形を提示
したい。

背景 目的
背景・目的

年間を通じたSTEAM教育を展開できるプログラム
の提供と，MaaS社会を支えるテクノロジーの基礎
となる理数教育、時代の変化に対応しイノベーショ
ンを引き起こすための基礎となるコンピテンシー教
育、デザイン思考によるPBL、個々人の未来のキャ
リアを支える新しい時代に沿った個別化されたキャ
リア教育などのコンテンツの充実を図る。

ターゲットコンピテンシー

MaaS社会に必要となるコンピテンシー
・創造性
・批判的思考（疑う力、表現力）
・柔軟性
・論理的思考
・デザイン思考（課題設定、共感・傾聴力）
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生徒の
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（事前）

学びモデル
開発

MaaS、
STEAM講座
の開発

PBL受講予定
者が
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グルーピング
モデル

数学をベー
スとした社
会システム
検討までを
包含する文
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必要な能力調査と講座開発

講座実施
生徒の
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（事後）

効果分析

全18〜30講
座を実施

PBL受講者
が
Ai GROW受検

全体傾向と
受講グループ
のチーム間
比較分析

対象者が同
時に受講す
るパートと、
能力別で受
講する講座
の混合

PBL受講者で
事前データが
ある生徒が
Ai GROW受検

コンピテンシ
ー変化や、理
解度アンケー
トとの相関分
析

プロジェクトフロー
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実施内容１：講座開発
MaaSをテーマに理数教育＋倫理＋ダイアログを融合したSTEAM教育プログラム

開発コンセプト
◆文理融合プログラム
数学中心ながら、法律や倫理の要素を取り入れている

◆新指導要領対応プログラム
教科ごとに、どの分野にあたるか明記

◆誰でも授業可能なプログラム
ワークシート（生徒用・教師用）と学習指導案を提供

◆調整可能なプログラム
生徒のレベルやコマ数に合わせられるよう明記

◆AI時代の情報セキュリティ＋プログラミング
暗号数学とPythonでセキュティの重要性を学ぶ

講座１：社会的意思決定
市場調査方法、統計・確率、法律を取り入れたプログラム
自分たちで考えたMaaSのサービスを実装すると仮定し、社会的意思決定をしていくプロセスを学ぶ

講座２：社会的合意形成
漸化式・行列、最適化問題、Excel活用を取り入れたプログラム
有人自動運転カーシェアリングを自分たちの町で実装すると仮定した際の社会的合意形成を図るプロセスを学ぶ

講座３：情報セキュリティ
暗号数学、Pythonを取り入れたプログラム
MaaS社会におけるデータの活用の仕方を考え、情報をオープンにすることのメリットやデメリットなど
トレードオフをグループワークを通じて学ぶ





実施内容３：講座実施
実証校
◆三重県立宇治山田商業高等学校（3年生 25名）
デザイン思考によるPBL講座と講座１、講座2を実施

◆三重県立四日市工業高等学校（ものづくり創造専攻科1年生 15名）
講座３を実施

◆三重県立名張青峰高等学校（1年生文理探求コース 40名）
講座２を実施、誰でも授業可能、調整可能なプログラムの実証

◆私立武蔵野大学中学校（1年生 138名）
講座１を実施、調整可能なプログラムの実証
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実施内容３：講座実施（振り返り）
◆三重県立宇治山田商業高等学校（3年生 25名）
デザイン思考によるPBL講座と講座１、講座2を実施（31コマ）
31コマと長期間にわたるプログラムができたが、STEAM部分においては数学知識

習得に時間をとられたため、アウトプットの時間をもっと必要とする反省は残った。

◆三重県立四日市工業高等学校（ものづくり創造専攻科1年生 15名）
講座３を実施（8コマ）
講師がとても面白く授業を進めたのと同時に、生徒の興味のあるテーマであったた

め、8コマにもかかわらず大きな成長の機会となった。グループワークを4コマ取り入
れているため、様々な意見を聞き思考していくプロセスも楽しめたようだ。技術的な
部分も含め、講師の力量に大きく左右されるプログラムであることは間違いなく、広
めていくことを考えると講座３が一番課題が残っている。

◆三重県立名張青峰高等学校（1年生文理探求コース 40名）
講座２を実施、誰でも授業可能、調整可能なプログラムの実証（５コマ）
誰でも授業可能なプログラムという意味では、提供した指導案・ワークシートがあ

れば、十分対応可能という立証ができた。調整可能なプログラムという意味では、今
ある指導案・ワークシートから削除する部分がなく、今のプログラムを基本にして、
増やすという調整ができるオプション教材を用意するのが妥当である。

◆私立武蔵野大学中学校（1年生 138名）
講座１を実施、調整可能なプログラムの実証（10コマ）
PBLの英語の時間を使ったため、英語の教師とのすり合わせとなったため、意図が

伝わらない場面も多々あった。授業の目標や趣旨が生徒にも伝わる授業という意味で
は難易度的に中学1年生レベルにまで落とし込めていない。
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実施内容４：Ai GROW実証前後の受検と分析
三重県立宇治山田商業高等学校
対象 ：高校3年生 25名
講座内容：デザイン思考PBL(12コマ)、講座１(9コマ) 講座２(10コマ) 
講座期間：2019年9月5日～2020年1月16日
受検日 ：1回目 2019年7月8日、2回目 2020年1月20日
測定項目：課題設定、創造性、論理的思考、疑う力、個人的実行力、決断力、自己効力、耐性

表現力、柔軟性、共感・傾聴力、影響力の行使、地球市民

創造的思考×異質グループのグループにおいて、
「創造性」の成長がみられた。「共感・傾聴力」は下が
ったが、議論をするようになるとみられる現象のため、
グループワークで意見を出し合った様子がうかがえる。

＜アンケート抜粋＞
・MaaSやSDGSなど今までに学んだことのないことを学
び、新しい知識を増やすことができた。数学を学んだこ
とで正確なデータを作れるようになった。
・過去のデータと現状を知り、そこから課題形成し、考
え、解決する力を学んだ。

学びのきっかけ（興味・関心）は与えられたが、プログ
ラム後に行動をおこす生徒は少なく、ワクワク感をもっ
と与えていけるプログラムにする必要がある。



9

三重県立四日市工業高等学校
対象 ：ものづくり創造専攻科1年生 15名
講座内容：講座3 (8コマ) 
講座期間：2019年10月4日～2019年11月15日
受検日 ：1回目 2019年7月26日、2回目 2019年12月6日
測定項目：課題設定、創造性、論理的思考、疑う力、個人的実行力、決断力、自己効力、耐性

表現力、柔軟性、共感・傾聴力、影響力の行使、地球市民

協働的思考×異質のグループ分けでグループワークを
行い、「協働的思考」の成長がみられたので、学びの
モデル開発は効果が得られている。

＜アンケートの抜粋＞
・プログラミングを勉強し、暗号を送り合ったりした
・別の授業で発表をする機会があり、IOTのセキュリ
ティについて発表する際、詳しく調べました。
・別の言語のプログラミングをしてみた。
・トレードオフを考えながら意見を発表するようにな
った

工業高校の生徒ということもあり、テーマと興味がマ
ッチングした結果、プログラム後も暗号やプログラミ
ングに関して自分で調べ行動する生徒が見受けられた。
興味を持つテーマであるかの重要性が伺える。

実施内容４：Ai GROW実証前後の受検と分析
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私立武蔵野大学中学校
対象 ：中学1年生 138名
講座内容：講座１(10コマ)
講座期間：2019年10月23日～2020年1月15日
受検日 ：1回目 2019年8月30日、2回目 2020年2月8日
測定項目：課題設定、創造性、論理的思考、疑う力、個人的実行力、決断力、自己効力、耐性

表現力、柔軟性、共感・傾聴力、影響力の行使、地球市民

他企業のプログラムも同時進行しており、効果検証は難し
い。項目によってスコアの下降がみられる理由としては、
1回目で評価をすることに触れ、2回目ではきちんと評価を
するようになったとも考えられる。初年度はありうる現象
のため、継続的にAi GROWで計測して変化をみる必要が
ある。

＜アンケートの抜粋＞
・今後の未来は僕達が作っていくことや、今後の未来の社
会にある自動車、そして自分と他の人とでは感じ方が全然
違う事などを学んだ。
・大手車企業のことについてたくさん調べて、自動運転の
ことを知りました。

MaaSの動画を見て自分が思っているよりも進んでいるこ
とを実感し、自動運転についての興味を持った生徒はいた
が、その未来を創っていくときに、数学が必要なのだとい
うことまでは感じてもらえてはいない。

実施内容４：Ai GROW実証前後の受検と分析
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三重県立名張青峰高等学校
対象 ：高校1年生 40名
講座内容：講座2(5コマ)
講座期間：2020年1月14日～2020年2月18日
受検日 ：1回目 2020年1月8日、2回目 2020年2月20日
測定項目：課題設定、創造性、論理的思考、疑う力、個人的実行力、決断力、自己効力、耐性

表現力、柔軟性、共感・傾聴力、影響力の行使、地球市民

他校で事業者が講師派遣まで含めて実施してきた
指導案とワークシートをもとに、数学の教師が授
業を実施した初のケースである。

5コマの授業で短期間であったため、平均のコン
ピテンシー成長に有意差はでないが、「課題設
定」「論理的思考」「疑う力」「創造性」「柔軟
性」においては、下位層のスコアに上昇傾向がみ
られ、一定の効果があったのではないかと思われ
る。

授業においても、問題なく行われており、数学の
教師であれば十分対応可能だということを立証で
きた。

実施内容４：Ai GROW実証前後の受検と分析
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課題設定 共感・
傾聴力

論理的思考 創造性 柔軟性 疑う力 表現力

宇治山田商業
高等学校 ◎ 〇 ◎
四日市工業
高等学校

〇
武蔵野大学
中学校

名張青峰
高等学校

ターゲットコンピテンシーと各校の成長

①教材の考察と今後の課題
・「課題設定」「表現力」が宇治山田商業高校で成長がみられたのは、
昨年のプログラム「デザイン思考」を取り入れたためであり、再現性が確認された。

・ターゲットコンピテンシーの成長を考えた年間にわたってSTEAMプログラムを構築する必
要がある。
・指導案には必ずグループワーク前に議論をする重要性をマインドセットすることを記載し、
効果を最大化していく
・今回作ったプログラムは数学知識習得にかかる時間も多いのでよりアウトプットを意識し
たプログラムを作成していく
・難易度は調整できるものの中学1年生には現状厳しいことがわかったため、再考していく。

◎：p≦0.05  〇：p≦0.2
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講師・オブザーバー所感と生徒アンケート分析
講師・オブザーバー所感 生徒アンケートからの知見
・情報セキュリティのプログラムは講
師の能力の依存度が高い。できる人が
少ない。
・タピオカやカーシェアリングなど身
近で想像できるものが題材となってい
ると理解がしやすい
・多少の文言修正は必要だが、今回の
ワークシートや指導案の一式があれば
授業できる
・数学が苦手な生徒も数学が実社会で
活用できるとわかると頑張れる。

・関心ありはほとんどのコマで60％
以上は確保できていた
・数学知識習得よりも実社会について
考えることのできるコマに関心が高い
・行動変化は各校50〜60%程度だっ
たが、自己効力は宇治山田商業高校の
み上がっていた。MaaSのプログラム
前に、SDGｓの「デザイン思考」プ
ログラムをやり、世の中の役に立つこ
とを今後のプログラムで考えていくと
いうマインドセットができていた

②所感やアンケートから見る今後の課題
・プログラムの調整については、削除が難しいとの意見。現状作成したプログラムにオプシ
ョンをつけていき追加の調整を検討する。
・各校の生徒アンケートで共通していたのは、最も関心が高くなった授業は実社会とつなが
りがある、世の中の役に立つと想像できるものであった。テーマやプログラム作成の際は、
数学を学びながらその先は常に実社会が見えるものにしていく。
・特に講座３の情報セキュリティプログラムは技術的な講師不足が予想される。活用側であ
る教師への指導アプローチができるプラットフォームを作るなど対応が必要。
・全体的にもっと授業数があればという所感が多かった。STEAM教材全体で年間プログラム
のサンプルを作成するなど授業数を確保してもらいやすい打ち出しも必要。
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「教育七五三」というように、高校生で7割、中学生で5割、
小学生で3割の生徒が学校の授業についていけなくなって
いる。また、従来の集団指導の授業では、個々に合わせた
指導が困難なため、授業時間のうち、ひとりの生徒にとって
意味のある時間は10分の1程度しかないと言われている。
また、学校での学習と社会とのつながりを感じずらい環境の
中で教科学習への意欲が得づらいという現実がある。

・学校の複数の教科学習時間（英語・数学）においてア
ダプティブラーニング教材を導入し、学習の効率化（学習
時間の短縮）及び学習効果の向上についての検証を行
う
・昨年度は数学の学習において全面的にアダプティブラー
ニング教材を導入したが、英語の学習においてはアダプティ
ブラーニング教材が授業のどの部分をどの程度代替可能
であるのか検証する
・また、学習の効率化によって生まれた時間を使って、昨
年度は課題解決を行う最先端テクノロジーの学習を通し
て数学の必要性を学ぶワークショップを行ったが、今年度は
課題解決を行う最先端テクノロジーの学習及び新たに具
体的な社会課題の学習を通して英語と数学の学習の必
要性を学ぶワークショップを行う

背景 事業の狙い

背景と事業の狙い
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実施内容
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実施内容（SDGsをテーマにした課題解決型ワークショップ）

1回目
「SDGsを知る」

2回目
「質の高い教育について考える」

3回目
「データを読み解く」

SDGsのカードゲームを利用して
SDGsについて学ぶためのワークショッ
プを実施。 「なぜSDGsが私たちの世
界に必要なのか」、「それがあることに
よってどんな変化や可能性があるのか」
をゲームとその後の振り返りを通して体
験的に学んだ。

SDGsのテーマ4「質の高い教育を皆
に」のターゲット4.1を達成するために、
世界の情勢に目を向けた。また「質の
高い教育とは何か」ということを深堀り
して考え、それらを届けたいと思う国を
グループごとに選択した。

国連が発表するSDGsテーマ4の達成
度合いの指標をもとに、調査のター
ゲットとする国を選択。その後、その国
の人口やGDP、教育にかかけている
公的資金の額など20を超える様々な
データを用いて、教育水準の低さの要
因を予測した。
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実施内容（SDGsをテーマにした課題解決型ワークショップ）

4回目
「統計を学ぶ」

5回目
「対象国のリサーチ」

6回目
「仮説立て」

マーケティングツールを利用して対象国
の現地の人々にアンケート調査を行う
ための下準備として、統計について学
んだ。実際に企業が公表している資
料を用いて、どのようなアンケートを取
れば有効なデータが得られるかを各自
考えるワークを行った。

3回目で予測した教育的課題の要因
を検証するために、各国政府や外務
省が公表している資料をインターネット
を通じて確認。また実際の現地の状
況を伝える報道や、対策を講じる学
術論文なども参照し、課題解決の重
要性を再確認した。

各々が考察した内容をグループ内で
共有した。またディスカッションを通して
最も教育課題の原因として有力なだ
と思われるものを絞り込んだ。
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実施内容（SDGsをテーマにした課題解決型ワークショップ）

11回目
「資料作成」
「クラス発表」

12回目
「最終公表会」

最終的に各グループで、自分たちの仮
説を論理だてて資料化していきました。
また、その資料をもとにしてグループ毎
の発表を行いました。

各クラス毎に1グループを選出して、最
終公表会にて評価者の前でプレゼン
テーションを行いました。
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実施内容（ワークショップの教科時間割り当て）
数学 社会 英語 技術

1 2030SDGsを活用した学び 2

数学的観点 正負の数の四則演算
世界バロメータとして、経済、社会、環境のそれぞれを数値で表し、グループの活動によってそれらを変
化させる。手持ちカード（お金、時間など）を使用しプロジェクトを行うことで、それらが増減する。
社会的観点 公民（経済、公民、地理）
プロジェクトが社会活動を示したものになっており（例えば、大規模農場の開発プロジェクトなど）、そ
れによって経済や環境、社会に対してどのような効果をもたらすのかを学ぶことができる。

50% 50% 0% 0%
数学1コマ
美術1コマ

2 質の高い教育について考える 1

数学的観点 座標
質の高さを示す指標を二つを決め、xy軸を用いた座標平面上に、教科科目や教育要素（数学、プログラミ
ング教育など）をプロットし、視覚化する。
社会的観点 地理、公民
世界各国で行われている教育を考え、質の高い教育について考える。

80% 20% 0% 0% 数学1コマ

3 データを読み解き、調査対象の国を選ぶ 1

数学的観点 資料の整理
世界各国の人口や第一次産業比率、教育費（対GDP比率）などの20以上のデータを整理し、国の特徴を大
まかに捉える。
社会的観点 地理、公民
用語、データが示す意味合いなどを考える。

80% 20% 0% 0% 数学1コマ

4 統計を学ぶ 1
数学的観点 資料の整理
データの収集方法による結果の変化や、サンプル数の大小による誤差の変動について、グラフの読み取り
などを学ぶ。

100% 0% 0% 0% 数学1コマ

5 対象国のリサーチ 1

社会的観点 地理、公民、歴史
対象国の社会的な特徴をインターネットを利用して調査する。その中で、地理的な条件や歴史的背景、政
治情勢、宗教について学ぶ。
技術的観点 情報活用
インターネット検索を利用して、必要な情報を収集する。
英語的観点 興味、関心
対象国のリサーチを通して、グローバルな視点を養う。

0% 33% 33% 33% 数学1コマ

6 リサーチ情報のグループ内での共有と原因の掘り下げ 1

社会的観点 地理、公民、歴史
インターネットで各々がリサーチした内容をグループ内で共有する。またディスカッションを通して最も
教育課題の原因として有力なだと思われるものを絞り込む。
技術的観点 5whysフレームワーク
トヨタ式5whysを通してその原因の掘り下げを行っていく。

0% 50% 0% 50% 数学1コマ

7 解決アイデアの創出 1
技術的観点 ブレインストーミング
第6回目で掘り下げた真の理由を解決する、アイデアをブレインストーミングを通じて創出していく。ま
たその中からベスト３のアイデアを選択する。

0% 0% 0% 100% 数学1コマ

8 アンケート項目の作成・英訳 3

英語的観点 Writingスキル
第７回目で絞り込んだ解決アイデアの３つの中で最も実現可能性が高く、また効果的であると考えられる
ものを現地の人々にヒアリングする目的で、アンケート項目を日本語で５つ作成する。また作成した質問
項目を協力・分担しながら英訳していく。適宜、英語科教員のアドバイスやチェックを受け、
GoogleSurveyに利用できるレベルまでの英文に仕上げる。
社会的観点 地理、歴史、公民
現地の人々の文化や生活様式を考え、効果的な質問を考える。

0% 50% 50% 0%
数学1コマ
英語2コマ

含まれる教科要素の割合 実施教科と
コマ数※

教科別観点内容回 コマ数
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実施内容（ワークショップの教科時間割り当て）

9 9.アンケート集計結果の考察、まとめ		 2

数学的観点 資料の活用、標本調査
GoogleSurveyアンケートの集計データを確認し、集団の傾向などを分析する。
英語的観点 Readingスキル、興味、関心
英文で書かれたアンケート結果を和訳しながら考察を深める。
社会的観点 地理、歴史、公民
現地の人々の文化や生活様式を踏まえ、結果に対する解釈を行っていく。また、アイデアの実現性や効果
を分析し、アイデアをブラッシュアップしていく。

33% 33% 33% 0%
数学1コマ
英語1コマ

10 資料作成・発表練習 3

数学的観点 資料の活用、グラフ
アンケートの集計結果のデータをグラフ化したり、データから読み取れる傾向などをまとめる。
社会的観点 地理、歴史、公民
アンケートによって検証したアイデアを資料にアウトプットする。
英語的観点 Readingスキル、興味、関心
英文で書かれたアンケート結果を和訳しながら考察を深める。
技術的観点 Excel、PowerPoint
データのまとめにExcelや、資料の作成にPowerPointを利用して、発表資料を制作していく。

25% 25% 25% 25% 数学3コマ

11 最終発表 1

技術的観点 情報技術の活用（PowerPoint）
作成した資料をもとに皆の前で発表する。
数学的観点 資料の活用、グラフ
資料やグラフ化したデータを活用して、論理的に説得力のある発表を行う。
社会的観点 地理、歴史、公民
対象国の経済、政治、宗教など様々な背景や教育課題、またその解決策を伝える。

33% 33% 0% 33%
数学1コマ

or
英語1コマ

数学 社会 英語 技術
負

含まれる教科要素の割合 実施教科と
コマ数※

教科別観点内容回 コマ数
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成果：概要

・学校の教科学習の効率化（学習時
間の短縮）を行う

・学習を効率化した上で、学習効果が
通常の授業よりも向上する

・学習の効率化によって生まれた時間を
使って、基礎学習を発展的に応用した
ワークショップを実施し、ワークショップに
よって子どもたちの基礎学習に対する学
習意欲が向上する

達成したい状態
・英語での授業においても教科書標準
授業時間の2割~3割の時間数の短縮
を行うことができた

・アプリ利用有りのクラスと利用無しのクラ
スに分けたテスト結果では、アプリ利用ク
ラスが1.6〜2.0程度の偏差値の向上
が見られた

・生徒がワークショップに参加したことに
よって、世界の社会課題に興味を持った
り、学校での学習が社会課題の解決に
役立つという認識を拡大することができた

実際の達成度

・授業でのアプリの利用方法については
学年や単元に応じて、複数の方法を用
意すると良い

・課題解決型ワークショップについては、
教員だけではなく、プロジェクトのファシリ
テーションができるような専任者の設置が
必要とされると思われる

理由・改善/発展の方向性
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成果：詳細(学習時間の短縮/学力向上の効果)

<検証の方法>
・単元9でアプリを利用し単元10では利用しないクラスをA、 単元10でアプリを利用し単元9では利用しないクラスをBとする
・ABグループともにアプリを利用せずに受けた単元テストの偏差値と、アプリを利用して学習した単元9、ないしは単元10の
単元テストの偏差値を比較し、ABグループの偏差値の変動値を求めた。
<結果>
・ABグループともに、アプリを使って学習した単元のテストの偏差値が、アプリ利用前の単元テストの偏差値よりも向上した。
また利用していない単元では相対的に下がっている。これらによってアプリ利用により、成績の向上が認められた

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

1 2

アプリ利用有無による偏差値比較

Series1 Series2

単元9テスト 単元10テスト
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成果：詳細(Qubena/PBLを通した生徒の変化)
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成果：詳細(Qubena/PBLを通した生徒の変化)
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成果：詳細(生徒からの声抜粋)

１．SDGsワークショップと通して学んだことは？

・世界にはまだ知らないことが沢山あったり、自分の考えでは収まらないことがたくさんあってすごい貴重な経
験だったと思います。

・フィリピンについて色々なこと学べたのはもちろんのこと、班活動を通して皆と協力しあったり、みんなで本音
を出し合って、もっとこうした方がいいんじゃないとか、こっちなんか違ってないみたいな本音で意見を言い合え
る話し合いができたので、それもすごい学びになったなと思いました。

・ナイジェリアが色々な問題を抱えてるのは、テレビとかラジオとかで聞いてたりしてて知っていたんですが、なか
なか調べる機会がなくて、今回の授業を通して色々と調べることができて、今どんな状況に陥ってるのかなっ
ていうのが分かったのでよかったなと思います。

・ 一番学んだのはチームワークだと思います。
最初は班としてはまとまってなくて、プレゼンもいい感じに行かなかったんですが、代表に選ばれた後に本当に
みんなが本気で取り組んでくれて、本音を言い合いやっぱりチームとしても成長したなって感じました。
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成果：詳細(生徒からの声抜粋)

２．世界の見方について何か変わったことがありますか

・今まで自分が住んでるだけの世界って思ってたんですけど、一人一人の個人とみんなの世界なんだなって
思いました。

・最初はアフリカの地域とかそういう発展ができてないっていうところに、まだ教育が受けられないとかの問題が
あるのかなと思ってたんですけど、私の考えではある程度発展していると思っていたフィリピンでも教育を受けら
れていない人がいるという現状があることを知って、発展途上の国だけでなくても、他のどの国もそういう問題
を抱えてるんだなということがわかりました。

・テレビとかラジオで他の国の問題について話されていても、自分のことじゃないしどうでもいいかなと今までは
流してたんですが、色々と調べていくうちに自分も貢献していかなければいけない問題なんだなと思いました。

・世界の国について深く調べてみると、色々難しい問題がありすぎて解決することが多くて戸惑ってる国が多
いんだなっていうことに気付き、日本国民ですが世界の一人でもあるので、そういうことに貢献していきたいな
とを思いました。
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成果：詳細(生徒からの声抜粋)

３．このプロジェクトを続けられるとしたら、どんなことがしたいですか。

・気になったことは放っておくのではなくて、納得がいくまで調べるのがいいなと思います。

・SDGsには他にも目標がたくさんあって、私たちはまだ教育についてしか話し合ってないから、他の目標に対
しても話し合えたらいいなと思いました。
また、発表した後にその審査員の方に改善点をもらって、確かにそこ全然気づけなかったし話し会えなかった
なと思ったことがあったので、そこについても同じ班のメンバーとかでもっと深く掘れ進められたら、もっと楽しいも
のになるかなと思いました 。

・いろんな国の人とかともっと交流を深められたら、もっといろんなことが分かるんじゃないかなって思いました。

・僕はこの活動を通して感じたものは、今回の現地の国の人達にアンケート項目とったんですけど、アンケート
に答えてくれる人はインターネットにアクセスできて、そこそこお金がある人たちで、それ以外のもっと貧しくてイン
ターネットやパソコンなど色々持ってない人の方が多いと思う。やっぱりそういった人たちの現状を知ることが大
事だと思うので、そのためには現地に行って調べるのが一番いいなと思ってます。
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成果：詳細(先生からの声抜粋)

Q１.Qubena英語を導入して生徒はどう変わりましたか？
A.普段あまり学習に集中できない生徒が集中して取り組むことができたり、なかなか取り組みが進まない
生徒についても取り組み姿勢があがっていました。個々人のペースで学習できることが影響しているのだと
思います。

Q２. Qubena英語を取り入れた授業は、従来の授業と比較して効果的である。
A.全員が個々人のペースで学習できるということが効果が高いと思いました。その環境もあって生徒の私語
が減るなど集中して取り組めていたように思います。また、4技能を通して学習ができるため、特にスピーキン
グの部分で自分の発音が録音されそれを振り返ることができるので効果的だと思いました。結果として単元
テストの結果もアプリ利用クラスの方が高くなったことをみても効果があったと思います。
教員としても生徒たちがどの部分ができていないのかをデータで把握できるので授業に生かすこともできました。

Q３.今後利用を継続していくにあたって改善点などはありますか。
A.今回朝学習の時間から利用を始めて、最終的には授業内での利用を行っていきましたが、授業のどの
場面で使っていくのかは、学年や単元によっても性質が違うためより深めて検討をしたいです。



機密性○Parties outside the secret

「「未来の教室」実証事業」の委託事業者公募
(経済産業省:平成 31 年度「学びと社会の連携促進事業(「未来の教室」(学びの場)創出事業)」)

「 観光予報プラットフォーム ✖ 教育 」
～全国のどこでも学べる観光ビックデータから学ぶ観光マーケティングとSTEAM教育の実践と確立へ～
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多様な子どもの集う公教育において、全員にその資質・能力に応
じた成長プログラムを提供していくことで、子供たち一人ひとりがチェ
ンジメーカーに育っていくことを目指す。

背景 事業の狙い
Society5.0・人生100年時代の到来
→産業構造の変革による求められる人材像の変化

背景と事業の狙い
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授業スタイル１（１時限の流れ）
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■前提条件
 浅羽北小学校は2019年9月までタブレットが導入されてい

なかったため、本実証において初めてタブレットを授業で活用
 ICT支援員が週１回学校に在中

■対象教科
小学校6年生算数（教科書：学校図書）

■対象単元と圧縮時数
下記の表を参照

背景情報と昨年度との差異

単元 実施時期 標準時数 実施時数 圧縮割合

第１クール 比とその応用 2019年10月 10時間 8時間 80％

第２クール 比例と反比例 2019年11月～12月 16時間 12時間 75％

平均圧縮率77％

背景情報 昨年度との差異

■ソフトウェア
 チャットボット機能を導入
 レクチャー動画を導入
 応用問題を設定
 教員用のダッシュボード機能を強化

■授業スタイル
 単元の切れ目を設定し（5時間程度）、時間圧縮
 教科書の問題を変えずに、自由記述の問題は教員が採点
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成果：詳細2（非認知能力の分析サマリ）

※１ 対応のあるt検定を実施し、5%水準で統計的に優位な変化ではないことを確認済み。
※２ 感情的エンゲージメント、行動的エンゲージメントについては、1-4の4段階、算数に関す
る自己効力感については、1-6の6段階で回答を得ている。

①非認知能力の事前・事後比較 事前 事後

非認知能力 学年全体の平均値

感情的エンゲージメント
事前 2.68
事後 2.61

行動的エンゲージメント
事前 3.15
事後 3.03

算数に関する自己効力感
事前 3.66
事後 3.58

学年全体で見た際には、介入の事前・事後にお
いて非認知能力に関して大きな変化はない。※１

AiGROWで測定した非認知能力に関して、どの非認知能力についても統
計的に優位な変化がみられていないことと一致している。

※２

介入期間が短すぎる可能性
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成果：詳細3 （認知能力・非認知能力・やるKeyのログの関係とチャットボットの分析サマリ）

①やるKeyのドリル実施数と標準学力調査の相関

③チャットボットの解決率※1

回答数 解決と答えた数 割合

第１クール 343 219 63.8％

第２クール 86 54 62.8％

ページごとの肯定的な評価の割合の平均 ６３．６％ ※2

※1  チャットボットの回答に対して、「役に立った」答えた児童の割合
※2  各ページで解決率を計算し、その後平均を取っているため、各クールの平均とは一致しない。

② 標準学力調査と非認知能力の相関

相関係数0.477
非認知能力 標準学力調査の

結果との相関係数

感情的エンゲージメント
事前 0.242
事後 0.355

行動的エンゲージメント
事前 0.178
事後 0.384

算数に関する自己効力感
事前 0.449
事後 0.515

算数に関する自己効力感とテスト結果には正の相関がある
ドリル実施数とテスト結果には正の相関がある
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①やるKeyを使った授業に関する子どもの評価（n = 58）

成果：詳細４（その他アンケートの結果）

question 質問内容 1 2 3 4 肯定的に答えた
児童の割合

Q501 やるKeyを使った授業は楽しい - 3 19 36 94.8%

Q502 やるKeyを使ったことで、算数の学習内容が、これ
までよりもよく理解できた - 2 22 34 96.6%

Q503 やるKeyを使ったことで、算数が好きになった 4 18 22 14 62.1%

Q504 やるKeyを使ったことで、算数の学習内容が、これま
でよりも早く理解できた - 6 28 24 89.7%

Q505 やるKeyを使う授業を今後も続けたい - 4 9 45 93.1%

Q506 チャットボットは学習を進める上で役に立った 3 12 24 19 74.1%

Q507 動画は学習を進める上で役に立った - 4 13 40 93.0%

Q508 デジタル教科書は学習を進める上で役に立った 7 7 19 24 75.4%
※ 1: まったくそうではない～4:とてもそうであるの４段階
※Q507, 508については、無答の児童がいたため、合計数が58にならない
※「肯定的に答えた」＝「とてもそう思う」「どちらかといえばそう思う」の合計

 約95%の児童がやるKeyを使った授業は楽しく、理解も進むと回答。

 実施した児童の9割以上は、やるKeyを使う授業を今後も続けたいと回答。
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よいと感じた点

観点 コメント

学習密度  今まで、力はあるが集中力がなかった子が、常に手元で学習が進むことにより、集中して学習できた。それにより、点数が
伸びた。

学力層

 算数が得意な児童が、普段の授業ではどうしても待つ時間ができてしまう。そのような児童がどんどん自分のペースで沢
山の問題に触れる機会ができた。

 算数が苦手で、どうしたら良いか悩んでしまう児童に対しては、教師が支援をした。マイペースであまり進んでない子にも、
個々に声をかけられるところがとても良かった。

児童同士の影響
 クラス全体の進度を時々画面に示すことで、児童が全体の中で自分がどのくらいの進度かがわかるため、それがプラスに

働き、各児童の頑張りにつながった。結果として、集中する時間が長くなって、ドリルの実施数が増えた。進度が遅れている
児童が、進んでいる児童に引っ張られてやろうとする雰囲気ができたことで、無駄なく進んでいった。

児童の主体性  児童の授業の振り返りを見ると、子どもたちの学習に対する意欲が高まったことが読み取れる。

児童の習熟  C・D層の子が単元テストで100点を取って、とても喜んでいた。

学習履歴

 今まではテストの点数だけしか学習の結果が見られなかったが、学習履歴が見える形で残ると、やればできるという前向き
な姿になって良い。

 クラス全体で不正解が多い問題があったので、自分の中でもここは押さえておかないと不安だと思い、一斉指導に切り替え
た。自分の目視だけではそのような指導はできなかった。

振り返り  「今日はここが分からなかった、だから次はここをわかるようにしたい」という振り返りを書いていた児童が、次の時間には「動
画やチャットボットでわかるようになった」と書いていた。そのように、個々の変化がわかるような授業ができた。

クラスの雰囲気
 ITを使った勉強は、クラス全体が静かな感じになって学ぶ時間もあるが、それだけだと機械と向き合っていくだけになってしま

いがちだが、今回の実証では、友達同士で課題を共有したり、一緒になって学んだりする姿を多く見ることができた。それは
おしゃべりではなく、お互いわかろうとする学び合いの雰囲気ができた。

実証に対する現場の声（学級担任）
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良いと感じた点

観点 コメント

学校経営  本校では振り返りを通して自分の学び方を身に付けるけることを重視している。今回の実証では自分の学び方を身に
付けるという点で、児童から良い反応があったので良かった。

学校の課題  A層とD層がどのように学びを作っていくかが一斉学習の課題。そこに着目して、個別最適化がどうあるべきかを検討し
続けると、一斉学習で進めている教育現場の課題が解決できる。

実証に対する現場の声（校長、児童）

＜校長＞

観点 コメント

学習進度  自分のペースで進めるところがよい 。
 何回もその問題ができるから良いと思う。

学習方法  動画を見て学べるからとても良いと思う。
 分からなくなっても色々な方法で理解できる。

動機付け  正解するとコインが貰えてゲームのような感覚で進められる。
 やるKeyを使ったら、赤いたまごが教えてくれたり、動画を見られたりして、これまでよりも算数が好きになった。

これまでの
授業との比較

 やるKeyでは、動画を見られたので、分からなかったらもう１回見直しをすることで、できるようになった。通常の算数の
授業は分からないところがあったらそのままになってしまう。

 かなり集中してできた。
 自分のペースでゆっくり、じっくりできる。
 普通の授業より楽しくできる。

その他  先生が忙しくて手が離せない時にやるKeyは頼りになる。

＜児童＞
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実証に対する現場の声 （課題・懸案点・タブレットを使った授業について）

課題・懸案点

観点 課題・懸案点 改善のための提案

担任
子どもの特性に

応じた課題

 早く先の問題に行きたいと思っている児童が、あまり問題を読まずに答えてしまうこと
で、バツを沢山もらっていた。しかし、2回目で丸がもらえればいいという感じになって
しまったことが１つ課題だった。

 「わかりません」と言える児童は支援がしやすいが、自己表現が苦手な児童は、こち
らが手元で把握をしない限りは助けることができない。

２回目には類題が出て、答えを
丸写しできない設定にする。

悩んでいる児童をアラートで知ら
せる機能。

校長
教育機器
への習熟

 教育効果は機器の扱いが堪能かどうかで決まる。今回の学級担任は2名とも機器
の扱いが堪能であったため、教育効果があったが、機器の扱いに不慣れな場合、逆
効果になる可能性もある。

教育機器を効果的に使うための
研修が必要。

児童
操作性  単位の入力をタイプするのが面倒である。 UIを改善。

進捗  わからないままでもそのまま次に行けてしまう。
わからない場合に、すぐに答えを
見せる以外の選択肢を用意。

コメント

担任

 タブレットを使った授業は力が付くことが見えてきたので、この環境が整えば、有効。
 ただ単に、算数ができるだけではなくて、算数を通して自分の課題を見つけてそれを自主勉強、家での課題にする、そのように自分の学

び方を学んでいくということがすごく有効だったと考える。続けられるのであればこの環境をずっと保っていきたいと思う。
 最初は本当に自分がタブレットを使った授業ができるのかという大きな不安があった。それが、やってみると段々使いやすいと感じるように

なり、どんどん考えが変わっていった。最初に自分の心の抵抗をうまく解消していければ、とても取り入れやすいと思う。
 「先生もわからないから、一緒に機能を見ながら頑張ろう」という話をした。その結果、「先生、これはこうやってやるんじゃない？」と教え

てくれる児童が出てきた。児童と一緒に使いながら、上手に活用していくスタイルを考えていくことが大切。

タブレットを使った授業について
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未来の教室 モデル校実証事業
福山市立城東中学校
EdTech教材・探究学習・個別学習計画による
不登校傾向のある生徒の学習支援
成果報告書

学研プラス
2020/2/28



2

東大Rocketによる探究学習プログラムに参加し、両手に梱包用の資材を抱えながら、
福山市商店街の店舗へ荷物を集荷に行く城東中の生徒
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①1人1台環境の整備
目的：1人1台環境を安価に導入するキッティング内容とは
どのようなものか
 LTE端末の導入
 クラウド型の端末制御、セキュリティ、使用履歴観察の導入
 テストケースとしてのスペックの異なる端末の導入
端末の自宅への持ち帰り施策の実施

実施内容

②教科学習のためのEdTech教材の導入
目的：EdTech教材を導入することで、生徒の学習意欲や
習慣は変容するか
 Qubenaの導入
教材Tの導入
 デキタスの導入

③探究学習プログラムの実施
目的：活動から生徒の学習意欲を取り戻し、学習の端緒を
つかむ
東大Rocketによる、福山通運に協力を得た「ロジスティクス
のしくみを実体験する探究学習プログラム」の実施

上記から生徒が興味に応じて学習を発展させる手助けを行
う振り返り授業の実施、「学習MAP」の作成

④STEAM教材による作品づくり
目的：作品づくりから創造性を発揮し、学習の端緒をつかむ
 Music Blocksを使った作品づくりの授業の実施
作品づくりを自学自習できる教材の提供
下校時間に流れる曲づくりコンテストの実施

⑤個別学習計画の作成
目的：個別学習計画を作成し、生徒が各自の進度や興味
に応じた学習を実践できるか
公設民営のフリースクール「スマイルファクトリー」への視察
桜丘中学校／鴨居中学校への視察
明蓬館高等学校の特別支援教育コース「SNEC」による教
員研修

個別学習計画の作成と実践
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実証成果／今後への示唆
総論
1人1台を整備するにあたり、必要と考えられる環境を安価に
導入できるキッティングを検討した。以下に挙げる様々な検討
事項はあるが設定の範囲内であり、不具合は起きていない。
ただし、個別最適化学習においては、設定の範囲、特にイン
ターネットのアクセス制限によって生徒の学習が大きく左右され
る。生徒の学習進度や興味によって、アクセス先が異なるため
である。許可範囲を一律に広げる、アクセス先を個別に許可す
るなどいくつかの対策が考えられるが、生徒・教員・教育委員会
などによる方針についての議論が必要である。
城東中においては、「あらかじめ一定の制限をかけたうえで、生
徒が必要と考えたものがあれば、生徒が許可を得るために学校
と交渉する」という方向性を検討している。

 LTE端末の導入／クラウド型の端末制御とセキュリティの導
入について

• ウィンドウズが動作環境となっているEdTech教材があったた
めウィンドウズを前提としているが、ウィンドウズはキッティングに
時間がかかる傾向にある。本実証では初期展開の際、マス
ター機の設計・作成に数日、マスターからのコピー及び設定
反映に1台あたり2時間を要した。なお、比較対象となる
iPadの場合は20分程度、Chromebookの場合は5分程
度でキッティングが完了している。

• 現代のビジネスパーソンにとって当たり前のメール、メッセージ、
ビデオ通話、オフィスといったサービスを使用できないと、1人1
台環境のポテンシャルを十分に発揮しきれない。本実証にお
いてそのような場面が散見された。「GIGAスクール」標準仕
様で規定されているツールは必須である。

• LTEにより現地の工事なく、利用開始することができた。LTE
回線の利用量は1か月平均2GB程度であった。

 クラウド型の使用履歴観察の導入について
• 教員がデータを有効に活用するには、どのようなタイミングで
データを確認し、どのように分析すべきか。ICTスキルが高くな
い教員もおり、データ活用の指針とフォーマットを用意したい。

 テストケースとしてのスペックの異なる端末の導入について
• 動作がよくないと、生徒は端末を使うこと自体を止めてしまう。

EdTech教材の使用にストレスを感じない程度のスペックを
持った端末が必要である。

端末の自宅への持ち帰り施策の実施について
• 学校の端末を自宅へ持ち帰る施策を実施する場合、ネット
ワークが家庭によって様々であり、LTEは有効である。ただし、
端末を持ち帰ること自体に対して否定的な家庭も存在した。

実施内容① 1人1台環境の整備
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実施内容② 教科学習のためのEdTech教材の導入

月別 全EdTech教材合計使用時間

0分

500分

1000分

1500分

2000分

2500分

1 2 3 4

①実証スタートから2か月間、EdTech教材に関する使い方の授業と使い方を復習する授業を月に1回行う以外、大きな働きかけは
実施していない。最初の1か月目に比べ、2か月目で使用時間が大幅減。

②11月末に探究学習プログラムを実施し、その振り返り授業を12月初旬に行った。また、3学期開始時点からきらりルームに固定の
学習時間を導入。使用時間が大幅増。働きかけが有効であることを示唆している。

③学力テスト実施直前までの期間で、使用時間は前月と変わらず。テスト勉強のためにEdTech教材も使用していると考えられる。

① ② ③
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実証成果／今後への示唆
総論
1人1台環境を整備し、複数のEdTech教材を導入したところ、
多くの時間、習慣的に使用した生徒が4名存在した。ただし、
他の生徒が不受験あるいは数教科のみの受験である学力テス
トを全教科受験しており、もともと学習意欲や習慣をある程度
持っているとも考えられる。
一方、EdTech教材を積極的に使用しない生徒が少なからず
存在した。教員がそのような生徒に対し、理由を聞いたり、使
用を促したりしたところ使いはじめた場合もある。また、探究学
習プログラムの実施やきらりルームにおける固定学習時間の導
入から使用時間が増えた例もある。自学自習ができる
EdTech教材といえど、教員や指導者による働きかけが欠かせ
ないことがわかる。
また、アンケートで「EdTech教材で成績が上がるか不安」と回
答した生徒がおり、EdTech教材による学習を持続させるため
に、生徒に学習効果があったことを実感させる必要がある。教
員などに対する聞き取りによれば、このとき「評価」が課題となっ
てくる。EdTech教材を使った学習が、通常の進度の学習と異
なってくる場合が少なからずあるためである。それでも、評価の
対象とするような制度改革が必要と考えられる。
EdTech教材の大きな利点は学習進度に応じた個別の学習
が行いやすいことであり、そのメリットを十分に活かすためにも、
制度改革の検討が求められる。

 その他の重要事項
• EdTech教材にも、難易度の高・低、生徒による向き・不向
き、好き・嫌いがある。進度や興味がそれぞれ大きく異なる
生徒たちに対して、単一の教材を一律に与えることのデメリッ
トは大きい。

• 上記の一方で、教材の購入費用や教員の学習コストの限
界もある。難易度と教え方の異なる数種類の教材を用意し、
そこから生徒が選択することが最善と考えられる。

• そもそもEdTech教材を使わず、紙の教材で学習する選択
肢を排除すべきではない。

• 端末の使用状況のデータと同じく、EdTech教材の学習デー
タについても、教員が有効に活用するために、データ活用の
指針とフォーマットを用意する必要がある。

• 意欲の低い生徒の場合、パソコンまたはタブレットそのものの
ハードルが高い可能性がある。最初はすでに生徒が使ってい
ることが多く、障壁の低いスマートフォンを使う方法も考えられ
る。その際には、スマートフォンの画面サイズにあった教材を別
途用意する必要がある。また、保護者や学校、教育委員会
による議論が必要である。

実施内容② 教科学習のためのEdTech教材の導入



14

実証内容③ 探究学習プログラムの実施

東大Rocketによる探究学習プログラム「スマートに生きる」
事前リサーチ：19年11月27日
福山市内の30の商店に協力いただき、集配の注意点や商品
の説明などを商店ごとに生徒の質問にこたえるかたちで実施。

福山通運の見学：19年11月27日
福山通運に協力いただき、荷物の梱包方法、集荷から配送ま
でのロジスティクスなど、最先端の運送業界について学んだ。こ
こで得た知識や情報を生徒は集荷に役立てる。

集荷の実施：19年11月28日
3時間で100個の荷物を集めてくるために知恵を絞りながら、
商店街と福山通運の方のアドバイスを参考にして商店街を台
車で回った。結果、3時間7分という時間で全ての荷物を集荷
することができた。

目的：活動から生徒の学習意欲を取り戻し、学習の端緒をつかむ
活動を通して学んだことと、既有の知識・技能、教科学習を結びつける場を提供することで、生徒の知的好奇心を喚起し、学び続ける
力の育成が行えるか実証する。

スケジュール
探究学習プログラム：19年11月27日～28日
• 参加人数：8名（全体は18名）
• 内容：左記参照
• 協力：福山通運／福山市商店街

第1回振り返り授業：19年12月6日
• 参加人数：8名
• 内容：プログラムで学んだことを自身の興味に引きつけて、
何を学びたいかを決める「学習MAP」を作成する

• 配布教材：学習MAPプリント

第2回振り返り授業：19年12月10日
• 参加人数：3名
• 内容：作成した学習MAPについて指導者とやり取りし、学
習MAPさらに展開・深化させる
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実施内容④ STEAM教材による作品づくり

導入したSTEAM教材
 Music Blocks（MB）
• 教科：音楽／数学／プログラミング
• 特長：プログラミングを通して音楽を、音楽を通して数学を
学べる

スケジュール
第1回授業：19年10月4日
• 参加人数：12名
• 内容：MBのチュートリアル
• 配布教材：学習内容をもとに調べ学習をするプリント①／
発展的な作品づくりを自学自習するチャレンジプリント①②

第2回授業：19年11月11日
• 参加人数：7名
• 内容：おはやしのリズムをつくる
• 配布教材：同②／同③④

目的：作品づくりから創造性を発揮し、学習の端緒をつかむ
STEAM教材「Music Blocks」による作品づくりを定期的に体験し、実際に作品を自由に作ってみることで、生徒の創造性を喚起し、
学び続ける力の育成が行えるか実証する。

第3回授業：19年12月10日
• 参加人数：3名
• 内容：ヨナヌキのメロディをつくる
• 配布教材：同③／同⑤⑥

第4回授業：20年1月16日
• 参加人数：9名
• 内容：下校時間に流れる曲づくりコンテストの説明
• 配布教材：作品のつくり方の例を解説したプリント／作品
について生徒が説明するプリント

第5回授業：20年2月10日
• 参加人数：7名
• 内容：コンテスト応募作品の発表・審査会
• 配布教材：各作品に対する審査委員からの講評
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実証内容⑤ 個別学習計画の作成

スケジュール
公設民営のフリースクール「スマイルファクトリー」への視察
• 日程：19年12月7日
• 場所：スマイルファクトリー（大阪府池田市）
• 参加人数：城東中教員2名／福山市教員2名
• 内容：先端的な取り組みを行う民間団体の施設を訪問し、
学校でも取り入れられるノウハウ・知見を得る

桜丘中学校／鴨居中学校への視察
• 日程：19年12月16日
• 場所：桜丘中学校（東京都世田谷区）／鴨居中学校
（神奈川県横浜市）

• 参加人数：城東中教員2名／福山市教員4名／福山市
教育委員会職員1名

• 内容：不登校傾向のある生徒に対して同様の取り組みを
行っている学校を視察し、それぞれの学校が持つノウハウ・知
見を交換する

目的：個別学習計画を作成し、生徒が各自の進度や興味に応じた学習を実践できるか
先端的な取り組みを行っている学校や民間団体からノウハウ・知見を得て、生徒一人ひとりが自身の進度や興味に応じた個別最適
化学習を行うための手助けとなる学習計画を作成し、生徒がそれを実践できるか実証する。

明蓬館高等学校の特別支援教育コース「SNEC」による教
員研修

• 日程：19年12月17日
• 場所：明蓬館高等学校（東京都品川区）
• 参加人数：城東中教員2名／福山市教員4名／福山市
教育委員会職員1名

• 内容：心理検査の実施や個別学習計画の作成、支援と
伴走によるコーチングなど、明蓬館で実践されているノウハ
ウ・知見を得る

明蓬館による教員研修の第2回目
• 日程：20年1月27日
• 場所：城東中学校
• 参加人数：城東中教員26名／福山市教員14名／福
山市教育委員会職員2名

• 内容：第1回目の研修内容を実際にきらりルームで生徒と
接しながら実践し、明蓬館によるフィードバックを受ける
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スマイルファクトリーへの視察
大阪府池田市の「スマイルファクトリー」や福島県南相馬市の
「みなみそうまラーニングセンター」などを運営するNPO法人トイ
ボックスは、不登校傾向のある子どもに対する支援をはじめとし
た様々な取り組みを2003年から行っている。
城東中教員2名、福山市教育委員会から1名、福山市教員
が2名、スマイルファクトリーを訪問し、指導者と生徒のやり取り
を1日見学した。

学校に取り入れられる知見・ノウハウ
 スタッフミーティング：指導者間で毎日行い、生徒の情報を
交換している。指導者どうしで連携して対応すべき内容と、
その分担方法を共有している。

学習：1日の中で、教科学習を行う時間と内容が設定され
ている。また、教科以外の学習時間として運動、調理実習、
調べ学習など「探究学習の時間」を設定。ただし、強制的に
生徒を参加させない、手を挙げていない生徒を指名しない、
見学しているだけの参加もOKとするなど、逃げ場となるルー
ルが用意されている。

学習環境：一人用の机と、グループで座れる多人数用の
机が設置されており、生徒がどこで学習するか、時間を過ご
すかが選べるようになっている。職員室の中にも机が設置さ
れており、教員に質問しながら学習が行えるようにもなってい
る。

教材：プリントが多数配置されており、生徒が自由に選択
して学習できるようになっている。

 その他：昼休み中に、スマイルファクトリーの卒業生に対して
校長先生が礼儀やマナーについての講座を実施していた。

帰りのミーティング：生徒どうしで「今日のMVP」を発表し合
い、生徒の自己効力感を高める取り組みを行っている。

実証内容⑤ 個別学習計画の作成
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明蓬館による研修
明蓬館は全国広域通信制の高等学校で、教科の成績に連
動した「成果物学習」、個別学習計画作成のマニュアル化など、
先端的な取り組みを多数行っている。
また、高校としては初の普通科特別支援教育コース「SNEC」
を開設。全2回の研修はこのSNECにおける知見・ノウハウを中
心に組み立てられた。

学校に取り入れられる知見・ノウハウ
心理検査によるアセスメント
明蓬館では、生徒に対して心理検査によるアセスメントを行っ
ている。生徒が持つ特性や学習面での困難さを正確に把握し、
指導に活かしている。

生徒と保護者への聞き取りによる興味や意欲、希望進路な
どの把握

心理検査に加え、複数回の面談を実施して生徒の興味や意
欲、学習進度、進路などを細かく把握している。聞き取り内容
はフォーマット化されており、学年ごとの変化の把握も容易に
なっている。

教育計画の作成
心理検査と聞き取り結果をもとに、指導者が生徒と保護者と
話し合いながら教育計画を作成する。

個別学習計画の作成
生徒は教育計画の内容を把握したうえで、それをもとに学習計
画を作成する。学習計画の単位（月／週／日）は生徒次
第でよい。計画どおりに進まなくてもよい。どうしても計画が立て
られない場合は、1時限分だけ決めるところからはじめる。

教科の成績に連動した成果物学習
生徒が作成したレポートや絵、受験した検定の成績なども評
価対象とする成果物学習を行っており、成果物の内容に沿っ
て教科の成績に組み入れている。

指導ではなく、支援と伴走に重点を置いたコーチング
「教える」のではなく「育む」という視点で、「傾聴」に重点を置い
たコーチングを行っている。

教員に加えて支援員と相談員による役割分担
以上のようなことを生徒一人ひとりに対して個別に行っていくに
あたり、明蓬館では教員と別に「支援員」と「相談員」が存在す
る。支援員が学習面、相談員が心理面を支援する。

実証内容⑤ 個別学習計画の作成
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明蓬館において重視されているコーチングスキル

実証内容⑤ 個別学習計画の作成

傾聴する（相手の思いを知
るために、話をよく聴く）
アイコンタクト、うなずき、あいづち
など、聴く姿勢で

承認する（100％味方とい
う立場で相手のすべてを受け
入れる）
よい変化、よい結果が現れれば
ほめてあげる

共感する（相手が感じている
ように感じ、それを伝える）
「そういうことってあるよね」、「たい
へんだったね」、「その考え、とても
いいと思うよ」

リフレイン（相手の言葉を繰
り返す）
「○○で辛いんだ」⇒「そう、つら
いんだね」、「○○が嫌なんだ」⇒
「嫌なんだね」

区別する（内容をより明確に
するために二つの言葉で区別
する）
「それは実際にあったことですか？
あなたの解釈（思い込み）です
か？」

質問する（多角的な視点か
ら質問して気づかせる。自発
的な行動を引き出す）
5W1H、オープンクエスチョンで

選択肢を用意する（指示命
令ではなく自分で決断させ
る）
「AやBやCの方法があるけど、ほ
かにあるかしら。どれにしたらいいと
思う？」

沈黙する（沈黙の間に考え
がまとまったり気づきがおこっ
たりする）
「ゆっくり考えていいよ。待っている
からね」

励ます（相手をサポートする
気持ちを言葉で表す）
「あなたならできると思うよ」、「い
いと思うよ。続けてみてね」、「い
つでも味方だからね」

リフレーム（視点を変えてみ
る）
「もしあなたがAさんの立場だった
らどう思うかな？」

小さな成功を積み重ねる
（小さな自信を積み上げ、
大きな成功に導く）
「今日はいつもの半分の時間で
できたね」、「この間より10点あ
がったね」

アンカリング（目的地に対し
て現在地がどのあたりかを確
認する）
「先週はあそこまでだったのに、今
はここまで来られたね。次はあそこ
まで行けると思うよ」

ビジュアライズ（ゴールとその
プロセスを視覚化する）
「10年後はどうなっていると思
う？」、「そのときはどんな自分に
なっていると思う？」

アクションプラン（ゴールを目
指し行動計画を立てる）
「今すぐはじめるとしたら何からは
じめられる？」、「何をしていけば
目標へ到達できますか？」

種をまく（半年先、五年先、
十年先の将来に向けて準備
をする）
「ここまで来たのだから、さらにこの
先のため準備してみよう」

提案する（新しい視点を提
供し、本人に選択させる）
「一つ提案してもいいですか？
○○してみてはどうでしょう」
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個別学習計画の作成と実践① 心理検査の実施
実施した検査と実施理由
明蓬館による研修を受け、心理検査を行うこととした。教員や
教育委員会と検討した結果、城東中ではまず「URAWSSⅡ」
を実施。URAWSSⅡは小・中学生に対して、「学習に影響し
やすい読み書きの速度」を評価する検査である。
URAWSSⅡを最初に実施した理由は、検査内容以外では
以下である。
• 実施に対する合意形成が不要と考えられること
• 教員自身が行える簡便な検査と思われること
• 検査の結果を評価しやすいと思われること
• 安価であること

検査結果と対応策、検査における課題
URAWSSⅡを実施した結果、読み書きに弱度の困難を抱え
る可能性のある生徒が2名存在することがわかった。専門家に
結果をあらためて評価してもらい、対応策についての指導を受
け、追加の検査を行うこととなった。
心理検査によってこれまで把握できなかった生徒の困難さが発
見できる。一方、次のような課題も存在する。

• 簡便な検査であっても、正確な評価、対応策は専門家の
知見を要する

• 簡便ではない検査は実施時点から専門家の協力が必要と
考えられ、そもそも実施に対する合意形成の必要が発生し
得る

• 検査は高価なものが多い

 そのほかの心理検査の候補
城東中において実施を検討した心理検査はURAWSSⅡに
加えて以下の通りである。
• K-ABCⅡ：認知能力と学力の基礎となる習得度が測定
できるため、教育的な働きかけに直結する検査として利用で
きる

• CLISP-dd：人が18歳に達した時点を「社会自立・社会
参加」の節目と考え、発達が遅れている領域・分野について
早期にチェックを行い、支援することを目的に開発された検
査である

実証内容⑤ 個別学習計画の作成
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個別学習計画の作成と実践② 生徒の興味や目標の把握

実証内容⑤ 個別学習計画の作成

用意したプリントの内容と、生徒の記入例

プリント①：生徒に様々な
引き出しを開けてもらい、その
パーソナリティや好みがわかる
ようにする。

プリント②：①の内容を深ぼ
りしてもらい、生徒の興味が
あること、やってみたいことを
具体化する。

プリント③：興味があることに
関連する要素、やってみたい
ことのために必要な要素を調
べる。

プリント④：①～③の内容を
もとに、興味や目標を学習に
ひもづけ、学習の方針と使い
たい教材を考える。
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実証成果／今後への示唆
総論
複数の学校と民間団体から視察や研修の協力を得て、個別
学習計画の作成と実行に必要な準備、ツール、指導法などを
検討し、一つずつ実践していった。
結果として、想定したモデルに近いかたちの生徒は1名であった。
そのほかの生徒は「1週間の学習計画を作成したが、毎日の学
習がその通りにならない」、「1週間の学習計画が作成できない
ので、1日の学習計画を作成するところからはじめる」、「そもそ
も計画を作成せず、学習もほとんど行わない」といった様子で
あった。
ただし、明蓬館の研修内容から、計画どおりに進まなくてもよく、
計画に沿って学習できるように少しずつなっていけばよいと考え
るべきであり、重要なことはそのためにいかに支援できるかであり、
そのための方法である。
しかし、生徒一人ひとりの進度や興味を把握し、それに応じて
学習計画を作成すること、学習計画を実行するために丁寧な
コーチングを行うことは、観察者から見ても教員の負荷が高く、
城東中の教員も同様に述べるところである。
明蓬館では教員のほか、支援員と相談員を配置している。学
校において教員が明蓬館のような取り組みを行うにあたっては、
コーチングスキルのさらなる習得、人員の検討が必要であると考
えられる。

また、個別学習計画を作成する際に教員は、探究学習を取り
入れるようアドバイスを行うが、成績に直結しないとして計画に
組み込まない生徒が存在した。
視察を行ったスマイルファクトリー、研修を行った明蓬館のどちら
も探究的な学習を行っている。特に明蓬館においては、生徒が
作成した成果物の内容に沿って教科の成績に組み入れている。
これを可能とする方法を整えるべきである。

支援と伴走に重点を置いたコーチングについて
• EdTech教材の学習データをもとに生徒をほめたりするだけ
でも、綿密にデータを見る必要がある。

• EdTech教材はデータから学習履歴が把握しやすいが、紙
の教材はそうではない。紙の教材で個別に学習を進める生
徒の学習履歴の取り方を検討する必要がある。

心理検査について
• 心理検査でこれまで把握できなかった生徒の課題が見出せ
る可能性は高い。一方で、生徒、保護者、学校間での同
意形成、金額、実施そのもの、評価の面でハードルがある。

• 上記の対策として学校心理カウンセラーに協力をあおぐこと
が考えられる。ただし、カウンセラーは地区に一人である場合
が多く、対応できる余力がない可能性もある。

実証内容⑤ 個別学習計画の作成
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不登校傾向のある生徒は、学習意欲が低下していたり、習慣
が失われていたり、進度が遅れていたりといった場合が多い。あ
るいは学習そのものに対する困難さを抱えていることもある。
このように一人ひとり異なる特性を持つ生徒に対し、それぞれに
応じた個別最適化学習を実現することで、生徒の学び続ける
力を育むことを目指す。
そのために教員は、生徒の個別学習計画の作成と実行を、
「指導ではなく支援・伴走」型のコーチングによって実現する。
教員は生徒一人ひとりの興味や目標を聞き取りによってよく把
握することが必要である。また、生徒ごとの進度に応じた個別の
学習が行いやすいEdTech教材を十分に活用することも必要
である。自学自習が可能なEdTech教材は、教員の負担を軽
減することにつながる。
ここで、三つの点に注意しなければならない。
一つ目は、個別学習計画は計画どおりに進まなくてもよいという
点である。生徒は、計画の単位を日から週へ、週から月へ大き
くしていき、計画に沿って学習できるように少しずつなっていけば
よい。
二つ目は、EdTech教材にも難易度の高・低、生徒による向
き・不向きが存在し、単一の教材を一律に生徒に与えることの
デメリットが大きいという点である。いくつかの選択肢を用意し、
生徒に選ばせることが望ましい。

EdTech教材そのものに対する好き・嫌いもある。EdTech教
材だけにこだわらず、紙の教材、そのほかの教材ももちろん使用
すべきであり、EdTech教材と同じく、複数用意できることが望
ましい。
三つ目は、積極的に学習しない、あるいは学習できない生徒
が少なからず存在するという点である。
生徒への聞き取り結果をもとに教員は働きかけを行って、学習
を促すことが必要である。将来の目標から逆算して学習内容を
探したり、興味から探したりと、細やかな支援・伴走が欠かせな
い。
同時に、探究学習や作品づくりによって意欲を湧き立たせ、そ
こで得た興味を足がかりに学習へ接続していくとよい。
どうしても生徒の特性が把握しきれない場合は、心理検査を
行うことで生徒が抱える課題を見出すこともできる。
ただし、同意形成、金額、実施、評価の面でハードルがあり、
学校心理カウンセラーの助力を得るなどの対応策をあらかじめ
検討しておく必要がある。

実証成果／今後への示唆：まとめ

実証成果：不登校傾向のある生徒の学習支援、その理想的なモデル



41

生徒一人ひとりの進度や興味を把握し、それに応じて学習計
画を作成すること、学習計画を実行するために丁寧なコーチン
グを行うことは、教員への負荷が高い。
また、自学自習が可能なEdTech教材といえど教員の支援・
伴走が必要なことは、本実証によってあきらかになっている。探
究学習や作品づくりの取り組みは、EdTech教材以上に支援・
伴走が必要になってくることも本実証によってわかっている。
明蓬館では教員のほか、支援員と相談員を配置している。学
校において教員が明蓬館のような取り組みを行うには、人員を
含めた体制の検討が必要である。
たとえば、大学における教育学部の学生に支援員として参加し
てもらう、学校心理カウンセラーからのさらなる協力、クラス担任
とのより深い連携といったことが考えられる。

EdTech教材を使った学習は個別に最適化されるため、学校
で行われている学習内容と必ずしも重ならず、授業の学習順
序とも異なる場合がある。それでも評価の対象とできるような制
度改革が必要と考えられる。
探究学習や作品づくりにおいても同様である。明蓬館において
は、生徒が作成した成果物の内容に沿って教科の成績に組み
入れている。これを可能とする方法を検討すべきである。
そもそも、評価の対象を「知識の定着」だけではなく、探求学習
や作品づくりの狙いである「意欲の高まり」、「興味の拡張と深
化」についても対象とするよう、検討していく必要がある。
例えば、「意欲の高まり」は、自己効力感などの心理尺度、出
席率、EdTech教材の使用頻度、ネットを使った調べ学習の
内容の変化などを使って評価する。また、「興味の拡張と深化」
は、学習MAPの変容を使って評価する。どちらも本実証でも
行ったことであり、可能であることが示唆されている。
ただし、より正確な、より簡便な評価を行うために、生徒の行動
をはかる指標の開発、ツールの開発、それらの実証を行う必要
がある。

実証成果／今後への示唆：まとめ

今後への示唆：個別学習計画／支援・伴走

今後への示唆：探究学習／作品づくり
探究学習や作品づくりによって生徒の学習意欲をある程度取
り戻せることは本実証によってあきらかになったが、抱いた意欲を
持続させ、定着させるための方法を検討する必要がある。
同時に、興味から広がる学習を足がかりに、教科学習に接続
する方法も検討する必要がある。これには、どのような特性の生
徒が、どのような学びのパターンを辿るのか、実証を行ってあきら
かにする必要がある。

今後への示唆：評価
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2019年度「未来の教室」実証事業

農業高校で取り組む

スマート農業×STEAM学習プログラム

１．事業概要



2019年度未来の教室事業概要

事業テーマ

• 農業高校で取り組むスマート農業×STEAM学習プログラム

事業目的

• 専門高校が地域のSTEAM学習拠点となるようなSTEAM学習プロ
グラムの開発と実施

• 「STEAMライブラリ」への収載を見据えた実施内容のコンテンツ化

実施内容

1. 今年度初めて未来の教室事業に取り組む東京都立園芸高等学校
を舞台とし、課題発見と解決案の具体化方法を学ぶプログラムを
実施する。合わせて、講義内容の動画コンテンツを作成する。

2. 昨年度の未来の教室事業に取り組んだ北海道旭川農業高等学校
を舞台とし、昨年度の発案内容の実現を支援するプログラムを実
施する。



背景と狙い（実施内容）

背景：現代はどんな時代か

• 先が見えず、社会的な課題が山積み

• 自らアイデアを生み出し実際にモノや仕組みを創造することが求め
られており、かつ、以前よりも取り組みやすくなってきている

狙い：開発するSTEAM学習プログラムで目指すこと

• 未来を創る若者たちに、楽しみながら、自ら課題を捉え解決策を考
えて形にするというマインドとプロセスを身に着けてほしい

• 食わず嫌いをせず理数系やテクノロジー関係の分野に興味関心を
もってほしい



背景と狙い（テーマ設定）

なぜ農業高校なのか

• 自ら考えて取り組むプロジェクト学習の伝統があり、かつ栽培や飼
育、食品製造などの「現場」を持っていることから、STEAM要素を
加えることで自らの実体験に基づいて思考する効果的なプログラム
が実施できる

• 既に地域に開かれており、地域のSTEAM学習拠点になる可能性が
ある

なぜスマート農業なのか

• アイデアとテクノロジーでイノベーションが続々と生まれる注目分野
のため

• 農業分野なのでSTEAM要素を学ぶ入口として農業高校生に適切
なため



実施の流れ

ソリューション学習
（４回）

テクノロジー実習
（教員研修＋４回）

●
アイデア発表会

●
プログラム
ガイダンス

2019年9月 10月 11月 12月 2020年1月 2月

講義動画公開講義動画制作

ソリューション制作支援
（全2回）

基礎プログラム
＠都立園芸高校

発展プログラム
＠旭川農業高校

●
成果発表会

（園芸高校のアイデ
ア発表会に参加）

※プログラムの実施前（8月）にキックオフMTGを開催（都立園芸高校に講師陣が参集）
※プログラムの実施後（２月）にラップアップMTGを開催（オンラインMTG）



2019年度「未来の教室」実証事業

農業高校で取り組む

スマート農業×STEAM学習プログラム

２．実施内容①
（基礎プログラム開発＠東京都立園芸高等学校）



実施内容①の概要
（初学者対象。課題発見と解決案の具体化方法を学ぶプログラム）

実施場所

• 東京都立園芸高等学校（東京都世田谷区）
※園芸科、食品科、動物科を設置。全日制課程と定時制課程を併設。
全日制の生徒数は400名超

受講者

• 全日制の生徒22名（学科、学年問わず希望参加制とした）

内容

• 実際のスマート農業のソリューションを題材に、専門家から直接課題
の見つけ方や解決策の考え方を学ぶ、ソリューション学習

• 学習キットによる実習形式で、スマート農業でも使われるロボティク
ス技術やセンサーシステムの基礎を学ぶ、テクノロジー実習

• 自分たちで考えたソリューションを発表し、専門家などのフィード
バックを受けてブラッシュアップするアイデア発表会

• プログラムの趣旨や講義内容をまとめた講義動画の制作と公開



実施の流れ

ソリューション学習
（４回）

テクノロジー実習
（教員研修+４回）

●
アイデア発表会

2019年9月 10月 11月 12月 2020年1月 2月

講義動画公開講義動画制作

基礎プログラム
＠都立園芸高校

実施項目 内容 備考

プログラム
ガイダンス

プログラムの概要を説明し、課題発見と解決策
考案の体験をするワークショップを実施

全校生徒を対象とする自由参加とし、44名の参
加があった。この中から22名の生徒がプログラ
ム本番に参加となった

ソリューション
学習

様々なスマート農業ソリューションから、課題発
見と解決策考案の事例を学び、学んだ内容に
ついて話し合うグループワークを実施

事例としたソリューションは以下のとおり
①アイガモロボ（田んぼの雑草の生育阻害）
②アグリノート（農作業記録のデータ化）
③inaho（野菜自動収穫ロボ）
④農業センサー（水位、水温、気象データ等取得）

テクノロジー
実習

スマート農業でも使われるロボティクス技術や
センサーシステムの基礎を学ぶ実習を実施

園芸高校の教員向け研修を実施。生徒向けの実
習は教員＋専門家の支援、の体制で実施した

アイデア
発表会

上記学習と実習で学んだことを生かして、実体
験に基づく課題や困りごとをテクノロジーで解
決するアイデアを発表する会を開催

生徒を６グループに編成した。発表内容は上記学
習と実習を担当した講師らが評価・コメントし、生
徒グループに講師を加えて内容を改良したうえ
で当日のうちに再発表する形式とした。
また、Web会議システムにて旭川農業高校も参
加。発表内容に関する生徒間の交流も行われた。

●
プログラム
ガイダンス



実施の流れ（続き）

ソリューション学習
（４回）

テクノロジー実習
（教員研修+４回）

●
アイデア発表会

2019年9月 10月 11月 12月 2020年1月 2月

講義動画公開講義動画制作

基礎プログラム
＠都立園芸高校

実施項目 内容 備考

講義動画制作 撮影用のスタジオ＠横浜市にて撮影。
その後専門家による編集を受けた。

全７編（１編あたり原則３節、１節あたり10分程
度）の動画を合計３日間で撮影した。

講義動画公開 MOOCプラットフォーム「gacco」にて、12月
10日から2月9日まで公開した。

受講登録者数が2,359名、うち修了証発行者
（70％以上の達成度）が588名だった。

●
プログラム
ガイダンス

主な講座タイトル
第一章 導入講座
1-2 Playful STEAM(S)とは
2-3 科学とテクノロジーで描く未来の農業
3-3 「新しい価値を創り出せる人」になるには

第二章 スマート農業で学ぶ！課題発見と解決策の生み出し方
1-1 アイガモロボって何をするもの？
2-1 アグリノートとは①
3-1 水田センサー パディウォッチ
4-1 汎用型の自動野菜収穫ロボットが登場！



プログラムガイダンス

• これから始まるプログラムの概要や意義を説明し、参加者を募集

• 課題発見や解決策考案を体験するワークショップを実施



ソリューション学習①

題材：雑草の光合成を阻害するアイガモロボ

• 開発のきっかけやシステムデザインについても紹介

• 話を聞くなかで印象に残ったことを受講者各自がポストイットに書
き留めるスタイルで進行（以後の講座でも踏襲）

• 印象に残ったことを話し合うグループワークも実施



ソリューション学習②

題材：営農支援ツール アグリノート

• 農業生産者のニーズに対しどのように解決を提供しているかを説明

• どんなニーズがどんな風に解決できそうか、仮説を立ててみるグ
ループワークも実施

• 合わせて、何かのソリューションが普及した場合に、個人レベルと社
会レベルでどういう変化が起こるかについても考えてもらった



ソリューション学習③

題材：野菜自動収穫ロボット

• 製品開発に向けた課題発見のため農家を訪ね歩いたこと等を紹介

• 日本の農業の現状についても説明し、感じたこと等についてのグ
ループワークを実施した

• 野菜自動収穫ロボットの実演も実施した



ソリューション学習④

題材：農業用環境センサー

• 課題を解決するサービスや製品を商品化する際の考え方も紹介

• 「価格」「売り方」「機能」の３つの要素について、自分たちでも商品を
考えてみるグループワークを行った



テクノロジー実習①

教育用のレゴを使ったロボット制作、動作命令の作成

• レゴ マインドストームEV3 を使用し、ブロックプログラミングを体験

• 各種センサーを使った制御のために、何の情報をどのように判断基
準として使うのかの試行錯誤を体験した

• 合わせて、身近な課題をロボットで解決できないかのアイデア出しも
行った





アイデア発表会①

• 生徒グループごとにアイデアを発表

• スマート農業やSTEAMに関する講演も実施

• 旭川農業高校の生徒もWeb会議システムで参加
都立園芸高校の生徒の発表に対する質疑応答などの交流があった



アイデア発表会②

生徒たちの発表内容

発表順 班 チーム名 発表タイトル

１ センサー３班 DVDとベルトとドラえもん ASSE（Agriculture Sensor 
Support Efficiency）

２ ロボット３班 穴を掘る〇〇班 穴掘り

３ センサー１班 ウォッチアニマル 温湿度計タイマーとカメラ

４ センサー２班 ナウシカ・レクイエム ラン栽培を効率よく

５ ロボット２班 EV3は小さいけどこんなこともできる
んだぜ、それは…。

EV3支柱立て

６ ロボット１班 ハナムグリが嫌いな野菜部 ハナムグリキラー☆

７ 旭川農業高校 旭川農業高校 電動カート改



講義動画制作

• 横浜の撮影用スタジオにて撮影

• １日あたり、10～15分の動画を９本程度撮影した



講義動画公開

• 基礎プログラムのコンセプトや講義内容を動画にし、MOOCプラッ
トフォーム「gacco」で公開（2019年12月10日～2020年2月9日）

第一章 導入講座
1-1 21-22世紀とはどういう時代？
1-2 Playful STEAM(S)とは
1-3 世界と日本のSTEM/STEAMの動き
1-4 テクノロジーを用いた農業課題解決
1-5 トラクターの後輪はなぜ大きい？
1-6 農業×数学！？
2-1 食と農業をめぐる世界の課題
2-2 日本が抱える社会課題と食と健康
2-3 科学とテクノロジーで描く未来の農業
3-1 今はどんな時代なのか
3-2 これから求められる能力とは
3-3 「新しい価値を創り出せる人」になるには

第二章 スマート農業で学ぶ！課題発見と解決策の生み出し方
1-1 アイガモロボって何をするもの？
1-2 開発ってどうやったの？
1-3 新しいものを創り出すために必要なことは？
2-1 アグリノートとは①
2-2 アグリノートとは②
2-3 生まれたきっかけと進化
3-1 水田センサー パディウォッチ
3-2 環境モニタリング フィールドサーバー
3-3 乾電池式遠隔カメラ「フィールドカム」
4-1 汎用型の自動野菜収穫ロボットが登場！
4-2 人手不足や経営課題をロボットが解決！
4-3 農機具なのに初期費用＆メンテナンス費無料のRaaSモデルとは？

講座タイトル一覧



講義動画公開（実施レポート①）



講義動画公開（実施レポート②）



2019年度「未来の教室」実証事業

農業高校で取り組む

スマート農業×STEAM学習プログラム

２．実施内容②
（発展プログラム開発＠北海道旭川農業高等学校）



実施内容②の概要
（経験者対象。自らのアイデアの具現化を支援するプログラム）

実施場所

• 北海道旭川農業高等学校（北海道旭川市）
※農業科学科・食品科学科・森林科学科・生活科学科を設置
生徒数は500名弱

受講者

• 農業科学科農業機械班の生徒９名（昨年度から継続受講）

内容

• 昨年度のプログラムで発案した内容を基に生徒たちが自主開発して
いる農業用アシストカートの具現化を支援する

• 現役の機械エンジニア（専門家）が講師となり、講師との対話を通し
て課題の明確化とその解決方法を話し合う方法を学ぶ

• 作成したロボットの仕様・機能をまとめ、外部に向けて発信を行う



実施の流れ

2019年9月 10月 11月 12月 2020年1月 2月

実施項目 内容 備考

ソリューション
制作支援

専門家による現地訪問＋遠隔支援。１回目の訪
問では生徒たちが制作途中のカートを確認し、
生徒たちから実現したいことやそれに向けた困
りごとをヒアリングしつつ、そうした要望や課題
のまとめ方、伝え方を学んだ
２回目の訪問では専門家から要望等の実現方
法を提示し、生徒たちが実現に向けて取り組ん
だ

レゴEV3をプロトタイプとして、実物のカートで
実現したい挙動をレゴEV3で試行錯誤すること
で動作設計を行った
実物のカートに動作を実装する際は、
Raspberry Pi にPython でプログラミングし
たマイコンをカートの制御部に接続した

アイデア
発表会

都立園芸高校で開催される発表会にWeb会議
システムで参加し、自らの取組内容の発表や、
園芸高校の発表内容へのコメント等を行った

講師を担当した専門家も現地訪問し、発表を支
援した

ソリューション制作支援
（全2回）

発展プログラム
＠旭川農業高校

●
成果発表会

（園芸高校のアイデ
ア発表会に参加）



ソリューション制作支援（１回目）

• 制作途中の農業用アシストカートを確認

• 実現したいことや課題をヒアリングし、生徒たちとディスカッション

• カートで実現したい動作を、レゴEV3でをプロトタイプとして試行錯
誤することとした



ソリューション制作支援（２回目）

• 車体改造班と制御開発班に分かれて作業。専門家は生徒たちから事
前に受け取っていた仕様書に基づき、必要なセンサーを持参

• 車体にセンサーを取り付け、コントローラによる近距離でのリモート
操作や自動停止プログラムが動作するようになった



成果発表会（園芸高校のアイデア発表会に参加）

• 遠隔にて自分たちの取組内容を発表

• インターネット越しに農業用アシストカートの動作の実演も行った

• 都立園芸高校メンバーの発表を聞いて、質疑応答など意見交換も
行った



2019年度「未来の教室」実証事業

農業高校で取り組む

スマート農業×STEAM学習プログラム

３．実施成果



評価項目、評価方法、結果概要

評価項目 評価方法 結果概要

受講者に効果的だったか Ai GROW、受講者アンケート 表現力と想像性が特に向上

継続的に実施可能か 教員等ヒアリング 課題はあるが可能性を感じる

専門高校が地域のSTEAM学習拠点
となる可能性が見えたか

教員等ヒアリング、gacco受講者ア
ンケート

やり方次第だが可能性を感じる

制作した動画は教材として使えるか gacco受講者アンケート 使えるという意見が多かった

その他 専門家・講師ヒアリング等 ・普段学ばないことに関心をもち主
体的に取組むきっかけにできた
・単発で終わりではなく発展的なプロ
グラムが継続するとよい

評価項目 評価方法 結果概要

受講者に効果的だったか 受講者アンケート、教員等ヒアリング 期待以上の成果で達成感があった

継続的に実施可能か 教員等ヒアリング 継続するには専門家の支援が必要

専門高校が地域のSTEAM学習拠点
となる可能性が見えたか

教員等ヒアリング 学校の取組を企業等にお披露目する
場の設定があればありがたい

その他 専門家・講師ヒアリング等 EV3でのプロトタイピング⇒実機で
の開発、の流れが効果的だった

STEAM学習基礎プログラムの開発・実証

STEAM学習発展プログラムの開発・実証









STEAM学習基礎プログラムの開発
（受講者に効果的だったか② ：受講者アンケート結果）

項目 内容 備考

対象者 都立園芸高校のプログラム参加生徒

実施頻度 講座各回修了時に１回

実施回数 合計10回 ガイダンス、ソリューション学習×４、テク
ノロジー実習×４、アイデア発表会

受講者アンケート概要

授業の内容について、自身でどの程度向上したと思いますか。



ソリューション学習

• 何か課題があったとき、それを当たり前と思わずに取り組みたい

• 部活でセンサーやロボットを使ってみたい

• どうすれば開発する仕事に就くことができるかを知りたい

テクノロジー実習

• Raspberry Piを家でもやってみたい

• センサーやプログラムを作ってその結果が目に見えるのは面白い

• 4時間があっという間で楽しかった

• 先生や友達がサポートしてくれた

STEAM学習基礎プログラムの開発
（受講者に効果的だったか② ：受講者アンケート結果）



成果発表会

• 自分たちの身近なことからアイデアを出すことができた

• 進学先はスマート農業が学べる学校を選びました。今回のことを生
かしていきたい。1年生のときからやりたかった！！！

• 様々な意見を聞いて視野が広がった

• 発表会で出したアイデアを続けて形にしてみたい

STEAM学習基礎プログラムの開発
（受講者に効果的だったか② ：受講者アンケート結果）



STEAM学習基礎プログラムの開発
（継続的に実施可能か ：教員等ヒアリング結果）

全体について

• 新しい教育に取り組むことで、農業高校の魅力化や小中学生および
保護者へのアピールにつながるという可能性を感じる

• ものの見方を身に着けたり、自分で何かに取り組むときに足りない
ものを見つけたりという経験を早いうちに得られるのは良い

• 今回作成した案を基に来年度は制作に進みたいという希望を持つ
生徒たちもいたので、発展的な継続性のあるプログラムだとよい
例：１年生で工学の基礎、２年生で事例の解決（ロボコンのように

お題の解決）、３年生で自分の課題の解決に取り組む、など

• 通常の授業にプログラムを組み入れる場合は、前年度の12月ころに
は内容やスケジュールが固まっていないと学校行事との調整が困難

• 学校全体で実施する場合は設備や人員の課題があるが、逆に一部の
生徒のみで実施する場合は授業にすることが困難と考える

• 今回は課外授業だが、開催日に土曜日が含まれていたため参加を見
送った生徒がいたように感じた



テクノロジー実習について

• 一般の教員が専門でない分野の授業をするのは、教える側も不慣れ
だが、教わる側も違和感があるのではないかと感じた

• 完全に専門外なので、教えるというよりは生徒と一緒に学ぶという
意識で臨んだところ、自らも興味を持って取り組むことができた

• 遊びのような活動の中に半円の距離の計算など数学等の学習要素
が含まれており、生徒が抵抗なく取り掛かっていたことが印象的
だった

• 教える内容に電圧や電流の話題が含まれており、自らの専門である
物理学とリンクしたので教えるうえで自身も興味がもちやすかった

STEAM学習基礎プログラムの開発
（継続的に実施可能か ：教員等ヒアリング結果）



STEAM学習基礎プログラムの開発
（地域のSTEAM学習拠点となる可能性：教員等ヒアリング結果）

• 農業高校には実習圃場や食品、動物関係の設備などの現場があり、
外部者にとって魅力があるというのは理解できる

• 農業高校がSTEAM学習を提供する場を提供するのはできそうだ
が、外部者の受入をするなら双方がWin-Win になる形を模索する
必要があるだろう

• アイデア発表会で、Web会議システムで遠方の高校と接続するなど
外部交流するのはよかった。ただし、意見を言い合うのはなんのた
めなのかといったことに関する自校の生徒との事前の意識合わせや、
どんな人たちが参加するのかという相手方高校との事前のコミュニ
ケーションがあると、より活発な交流になったかもしれないと感じた



問10．スマート農業を体験できる施設が地域にあったら、行ってみた
いですか。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

01．行ってみたい 02．行ってみたいとは思わない

01．行ってみたい 412 81.1%
02．行ってみたいとは思わない 96 18.9%

回答数合計 508 100.0%

STEAM学習基礎プログラムの開発
（地域のSTEAM学習拠点となる可能性：gacco受講者アンケート）



問16．※問1で「教職員」を選択した方へ。この講座の講義動画を学生
や生徒に視聴させることは、教育面での効果がありそうでしょうか。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

01．大いにある 02．多少ある 03．あまりない 04．全くない

01．大いにある 34 54.0%
02．多少ある 23 36.5%
03．あまりない 3 4.8%
04．全くない 3 4.8%

回答数合計 63 100.0%

STEAM学習基礎プログラムの開発
（制作した動画は教材として使用可能か：gacco受講者アンケート）



• 農業後継者を目指す生徒もいるし、農家の子でなくても農業法人で
働く可能性もあります。ソフトウェア、ハードウェアの開発者として活
躍することもあります。農業を魅力的な産業、未来性のある職業とし
て紹介したいです。

• 各方面の専門家の講義を、手軽に視聴できること。

• 第1章の導入講座の部分は、机の上だけでない学び方を知るうえで
参考になると思う。具体的に展開される第２章がスマート農業に特
化したものなので、別の領域に展開させることが難しく感じるかもし
れない。ただ、そこが考えどころであるので、そのことが伝えられれ
ばと思う。

• 地域の課題と最新の科学技術の関係を考察できる可能性があるの
で。

• 就職活動の幅を広げる 起業の楽しさ・夢を伝えられる

問16の回答の理由を教えてください。（大いにある/多少ある）

STEAM学習基礎プログラムの開発
（制作した動画は教材として使用可能か：gacco受講者アンケート）



• 前半の部分は未来社会での生き方、のようなことが述べられており、
効果があると考えられる。

• これからの時代を生きる世代が自由な発想で、前向きに意欲を持っ
て農業に取り組んでほしいから。

• 教育のカリキュラムとして、組み込んで指導するよりかは、授業の導
入や先進的な事例として取り上げることで生徒の意欲や関心を引き
出すことができると考えます。

• 実生活では課題解決の繰り返しですし、子どもが地域活性化に参加
すると、ものすごい貢献になります。大学の研究と商品開発が組め
ば、新しくて魅力的なものができています。子どもは教えられている
より実践していくほうが自分にも社会にも役に立つと思う。

• 実際の現場でどのようにロボットやＩＴが活躍できるかを体現できる。

• 課題解決のヒントを考えることができる。

問16の回答の理由を教えてください。（大いにある/多少ある）

STEAM学習基礎プログラムの開発
（制作した動画は教材として使用可能か：gacco受講者アンケート）



• 農業に対しての、従来の考えを見直させる効果があると思います。
食文化の考え方にも寄与すると思います。

• 農業に対する見方を変えることができる。１次産業のイメージが農業
にはつきまとっているが、近い未来、最先端の科学技術融合させた
中で農業がおこなわれると思う。理系、文系を分けるわけではない
が、ＡＩやロボット、科学や技術に興味関心のある子にも農業を進め
ることができるから。

• 高校生がもっている農学のイメージは非常に視野が狭く，このまま
では農業を担う若い人たちがますます減る。これからの農業の姿は，
このように効率良いものに変化していくのだとわかってもらうのに
有効である。農業自体でなくても工学分野から農業の支援に携わる
若年層を増やすこともできそうである。

問16の回答の理由を教えてください。（大いにある/多少ある）

STEAM学習基礎プログラムの開発
（制作した動画は教材として使用可能か：gacco受講者アンケート）



• 講座自体の内容は確かなものだが、どう考えても「現実感」が感じら
れない。すべてが「スマート農業ありき」の前提に感じられて仕方が
ない。確かに「経験」や「カン」だけの農業ではこれからはダメなこと
は確かである。しかし、「スマート農業」に頼りすぎると自然界が大き
く反発してとんでもないことが起きてしまうのではないかという心
配があるのである、私のとりこし苦労かもしれないが……。そういう
気持ちがあるため。

問16の回答の理由を教えてください。（あまりない/全くない）

STEAM学習基礎プログラムの開発
（制作した動画は教材として使用可能か：gacco受講者アンケート）



問18．この講座の講義動画を学校の授業で活用できそうですか。当て
はまるもの1つを選んでください。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

01．大いに活用できる 02．多少活用できる 03．工夫すれば活用できる 04．活用できない

01．大いに活用できる 26 30.6%
02．多少活用できる 21 24.7%
03．工夫すれば活用できる 36 42.4%
04．活用できない 2 2.4%
回答数合計 85 100.0%

STEAM学習基礎プログラムの開発
（制作した動画は教材として使用可能か：gacco受講者アンケート）



問21．授業で活用する場合の課題について、どのように考えますか。
以下の中から当てはまるものをすべて選んでください。

0

20

40

01．講義動画だけあれば、学校や教師の工夫により、授業で使うことができる

02．講義動画に加えて、教案の例やテキストなどの教材があれば授業で使うことができる

03．講義動画に加えて、教案の例やテキストなどの教材があったとしても授業で使うことは難しい

04．講義動画の内容から、学習指導要領のどの教科・科目に該当させられるかを自ら判断して、授業で使うことができる

05．学習指導要領のどの教科・科目に該当させることができるかの指針があれば、授業で使うことができる

06．学習指導要領のどの教科・科目に該当させることができるかの指針があったとしても授業で使うことは難しい

07．学校においてインターネット環境を整備する必要がある

08．学校で動画を閲覧するための端末（パソコン、タブレット、スマートフォン）を整備する必要がある

09．その他

01．講義動画だけあれば、学校や教師の工夫により、授業で使うことができる 29 24.0%

02．講義動画に加えて、教案の例やテキストなどの教材があれば授業で使うことができる 33 27.3%

03．講義動画に加えて、教案の例やテキストなどの教材があったとしても授業で使うことは難しい 4 3.3%

04．講義動画の内容から、学習指導要領のどの教科・科目に該当させられるかを自ら判断して、授業で使うことができる 14 11.6%

05．学習指導要領のどの教科・科目に該当させることができるかの指針があれば、授業で使うことができる 8 6.6%

06．学習指導要領のどの教科・科目に該当させることができるかの指針があったとしても授業で使うことは難しい 0 0.0%

07．学校においてインターネット環境を整備する必要がある 10 8.3%

08．学校で動画を閲覧するための端末（パソコン、タブレット、スマートフォン）を整備する必要がある 16 13.2%

09．その他 7 5.8%

回答数合計 121 100.0%

回答人数合計 65

STEAM学習基礎プログラムの開発
（制作した動画は教材として使用可能か：gacco受講者アンケート）



全体

• 学校の授業は受動的なことが多いと思うが、生徒たちが普段学んで
いないこと、していないことへのチャレンジを面白いと思ってもらう
ことができ、主体的にやり続けるきっかけになったなら嬉しい

• 今回生徒たちが取り組んだことが実現につながらないと意味がない
という感じもあり、単発のプログラムではなく３年間程度でゴールと
ステップを設定するプログラムだとよいかもしれない

• 外部の専門家（大人）が入り込む仕組みがあるとよく、卒業生が教え
る側になるなど、外部専門家のネットワークを構築し、こうした取組
をやりたいと思った高校がアクセスできる窓口があればよさそう

• （センサー実習の）２年目があるとしたら、ハウスの制御などに進むと
か、実際に農業現場で使ってもらうといったことも考えられるが、実
現に向けて外部の専門家や企業の支援が必要であれば、まずはビジ
ネスコンテストなどのプレゼンテーション大会につなげるといった方
法も考えられる→本格的な実現は３年目か

STEAM学習基礎プログラムの開発
（その他：専門家・講師ヒアリング結果）



ソリューション学習

• 会社を起こしたり、サービスや製品を生み出すことに関心を持つ生
徒もいたことが印象的であり、通常、学校では出会うことのない内
容に触れるきっかけを作れたと思う

• 高校生に講義をする機会がないので、目線を合わせることに工夫を
要したが、生徒に主体的に考えてもらえるように工夫したところが、
今回のプログラムの趣旨にあっていた

• 動画を課題発見や解決策の見つけ方のケーススタディに使ってもら
えればと思う

テクノロジー実習

• ドキュメントをチームで作成して共有するような取組もよさそう

• 学校の先生が教えて、専門家が支援するというスタイルだと生徒と
の距離感が少し遠かったが、学校の先生が専門でない新分野につい
て、いつもどおり授業をしていたので驚いた

STEAM学習基礎プログラムの開発
（その他：専門家・講師ヒアリング結果）



アイデア発表

• 生徒が準備してきたスライドや発表内容をふまえて、やりたいことの
言語化を支援するだけで、十分ブラッシュアップになった

• ブラッシュアップする時間を事前に入れられるとよいのではと感じ
た。それにより、先生や生徒が当日の実施内容のより具体的なイメー
ジをもち、さらに主体的に取り組んでもらえると思った

• 事前準備として、実際の農家とアイデアについて話し合う機会があ
るとよいと感じた。アイデアがよりリアルになる可能性があり、反対
に、それがないと独りよがりになる恐れがある

• 旭川農業と園芸高校では、（旭川が２年目、園芸が１年目ということ
で）実施期間の違いから発表内容の差はあったが、園芸高校の生徒
たちにも、発表したアイデアを自分事としてなんらかの形にできるよ
うにしてあげたいと思った。１件だけでも形にできれば、他のグルー
プの生徒も、「ここまでできるんだ」という感覚を与えられると思う

STEAM学習基礎プログラムの開発
（その他：専門家・講師ヒアリング結果）



項目 内容 備考

対象者 テクノロジー実習担当教員

実施頻度 ４回目（全４回）の講座終了時

実施回数 合計１回

実習担当教員アンケート概要

実証の実施について、ご意見をお聞かせください

実施項目 意見

教員向け研修 ・体系立てて学ぶことができた
・教本が分かりやすい
・初めて学ぶことを生徒に教えることへの不安感があった
・研修に加え、専門家と打ち合わせをして授業に臨んだ。これにより、授業の質
を上げることができ、授業に対する不安も払拭された

生徒向け教材 ・手を動かしながら仕組みを理解できた
・教材のおかげで授業を乗り切ることができた
・作業時にどこを読めばよいかが分かりやすい
・生徒たちがどのポイントで興味関心をもつか、どこに面白さを感じるかが分か
らない

STEAM学習基礎プログラムの開発
（その他：実習担当教員アンケート）



テクノロジー実習

• 課題として、「生徒の興味関心が持続するか」、「理解度がはかれな
い」、「応用発展の課題が出せない」、「研修の内容は生徒に教えられ
るが、質問に答えられない」があげられた

• 専門ではないので一緒に考える姿勢が必要だと感じた

学校主導での実施に向けて

• 授業時間内で実施する場合の教科として「情報処理」、「農業機械」、
「理科」、「物理」、「生物基礎」があげられた。部活（プロジェクト）とい
う意見もあった

• STEAM推進校を設定して、カリキュラムから練り直さないと、継続
的性発展性は難しい。「個」に頼ると継続性がなくなる

• 学校主導でやる場合は、学校全体を巻き込むことが重要だ

• 生徒にワクワク感を持ってもらうだけでなく、教員もワクワク感を持
てるように、火付け役が必要

STEAM学習基礎プログラムの開発
（その他：実習担当教員アンケート）



項目 内容 備考

対象者 旭川農業高校のプログラム参加生徒

実施頻度 初回講座修了時に１回

実施回数 合計１回

受講者アンケート概要

主な回答

STEAM学習発展プログラムの開発
（受講者に効果的だったか ：受講者アンケート結果）

• カートじゃなくても仕事で使える簡単なものを作ってみたい

• 一度考えた組み立て方をやり直して、新たな機能を組み立てる方法
が難しかった

• 初めてのことばかりですべてサポートしてほしい

• 自分たちがやりたいことが実現されることに興味をもちました

• 最初から無理だろうと思わず諦めないで取り組むこと

• 日常でどのようなプログラムがされているか考えていきたい



• 今年度の内容は期待値以上であり、受講した生徒に十分な実りが
あった。生徒も教員も達成感があった

• 生徒たちがEV3をプロトタイプとして検討した、センサーによる自動
追尾機能や無線コントローラによる操作などを実際のカートでどの
ように具現化すればよいかについて、専門家は的確に相談に応じて
くれた

• それにより、生徒側では「思っていたことはやっぱりできた、そして
もっとできるかもしれない」という気持ちを持ち、より積極的に取り
組んだように思う

• 外部の専門家の支援があったことで、自校の限界を超えた農業用ア
シストカートを完成させることができた

STEAM学習発展プログラムの開発
（受講者に効果的だったか ：教員等ヒアリング結果）



STEAM学習発展プログラムの開発
（継続的に実施可能か ：教員等ヒアリング結果）

• 今年度の開発品である農業用アシストカートの制作については、継
続させたいと考えている

• 今年度の主担当である３年生のうち、就農するメンバーはOBとして
今後も学校の取組に関わるみこみ

• ただし今年度制作したカートをさらに改良する場合は、学校のみの
技術や知識では困難が想定される部分もあるため、なにかしらの形
で専門家等の支援を受けたいと考えている

• 例えば開発品の実用化や商品化に向けては企業等との連携が必要
と想定されるため、学校の取組を企業等にお披露目する場があると
よいのではと考える

• なお企業等へのアプローチを高校が独自に行うことは、高校側の業
務負担が大きく、企業側もどのように受け止めてよいか困惑する場
合もあるため、その仲介をするようなプログラムや組織があると助
かると思う



• 生徒たちの学習にとっても、開発品に対する使用者からの意見など、
外部からの評価を得ることは重要

• そのため、開発品を用いたワークショップなどを外部の人たちを交
えて実施することは、双方にとって有益なものにできる可能性があ
る

• 前述のとおり、そのようなワークショップが、学校側の取組を企業等
にお披露目する機会と合わせて実施できるようであれば、より望ま
しいのではないか

STEAM学習発展プログラムの開発
（地域のSTEAM学習拠点となる可能性：教員等ヒアリング結果）



良かったところ

• 思った以上にマインドストームEv3での学習が力になっていること
を感じた。何かを説明するときに前やったこの事が、ラズベリーパイ
だとこうなると説明すると理解が非常に早い

• もともとカリキュラムとして積み上げ学習が出来るように考えては
いたが、その効果が予想以上であった。恐らく最初からラズベリーパ
イでは、途中で諦めていたと思う

• また仕様書による制御システムの可視化は非常に効果が大きいと感
じた。乱暴に言ってしまえば、結局はセンサ信号やコントローラから
の入力に従ってモーターを回す、ライトを光らせる、音を鳴らすだけ
である。複雑な自動車の制御でもそれは変わらない。その事に気づ
くことが出来るのが仕様書を作成する意義であると改めて感じた

• 今回は電動カートであったが対象とする機械は幅広い。システムへ
の介入方法はエンジニアの知見が必要であるし、全てに介入出来る
わけではないが、高校生が改造するような機械であればほとんどは
介入できる

STEAM学習発展プログラムの開発
（その他：専門家・講師ヒアリング結果）



課題と感じたところ

• 今回は溶接やハンダゴテを使える生徒がいたので、車体の改造を全
く手伝わなくても生徒達のみで出来ていた

• 他の高校ではここまでうまく行くとは限らない。はんだ付けは車体
改造ではほぼ必須に近い（溶接が出来ればフレームなど作れるが、
溶接は必須ではない）

• 都立園芸高校など、機械加工技術をもたない高校での実証も必要で
あると感じる

STEAM学習発展プログラムの開発
（その他：専門家・講師ヒアリング結果）



2019年度「未来の教室」実証事業

農業高校で取り組む

スマート農業×STEAM学習プログラム

４．今後の展開に
向けた考察





STEAM学習プログラムの案

• 基礎プログラムから発展プログラムにつながる構成とし、2か年ない
しは3か年のプログラムとすることを想定

項目 基礎プログラム 発展プログラム

実施時期 １年目 ２年目または２年目＆３年目の２年がかり

実施内容 • ガイダンス
• ソリューション学習
• テクノロジー実習
• アイデア発表会

• アイデアを具現化できるだけの要件定義、仕様
検討などの学習

• アイデアの具現化

到達目標 • 実体験に基づく具体的な課題の設定と、その解
決策のアイデアを構築すること

• アイデアの具現化の要件を定義し、具現化にと
りかかることができる体制等を整えること

• アイデアの具現化をすること

実施方法
・体制

• 学校教員を中心として実施
• 教材（動画、テキスト、ツール）＋教員向け研修
• サポート事務局やサポートコミュニティを整備

• 学校教員＋外部専門家による伴走
• サポート事務局とサポートコミュニティは引き続

き支援

備考 • サポートコミュニティは実施校のOB集団や、地
域コミュニティ、活動に賛同する企業等を想定。
また、実施校どうしのコミュニティが相互サポー
トすることも想定

• サポート事務局とサポートコミュニティの運営費
用は、実施校負担を想定（十分な数の参加校が
あれば可能か？※要検証）

• 必要な機材、資材や外部専門家の起用には費用
がかかる（数百万円程度を想定）ため、アイデア
の要件を定義しつつ、ビジネスコンテスト等に出
場することも一案

• 基礎プログラムのサポート事務局が、外部専門
家の紹介や募集も協力できるかもしれない

※基礎プログラムを修了した学校・生徒のうち、成
果がよく意欲のある学校・生徒が発展的で継続的
な活動ができればという想定



基礎プログラムの実施イメージ

ソリューション学習
（教員研修＋４回程度）

テクノロジー実習
（教員研修+４回程度）

●
アイデア発表会

１月目 2月目 ３月目 ４月目 ５月目 ６月目

基礎プログラム

実施項目 内容 実施イメージ

プログラム
ガイダンス

プログラムの概要を説明し、課題発見と解決策
考案の体験をするワークショップを実施
★本プログラムへの参加者（20名程度）を募る

学校での開催。関心のある生徒の希望制で40名
程度の参加。主催は学校だが、必要に応じて外部
講師も出席（サポート事務局が手配し、Web会議
システム等でオンライン出席の想定）

ソリューション
学習

様々なスマート農業ソリューションから、課題発
見と解決策考案の事例を学び、学んだ内容に
ついて話し合うグループワークを実施
★自分で考える練習をする

学校での開催。基本的には学校の教員が動画教
材を使って実施する
生徒向け授業の実施前に、担当教員向けの研修
を実施する（１つの会場に複数校の担当教員を集
めるか、オンライン開催の想定）

テクノロジー
実習

スマート農業でも使われるロボティクス技術や
センサーシステムの基礎を学ぶ実習を実施
★テクノロジーの基礎を学び、テクノロジーを
活用した解決策案作成をする

学校での開催。基本的には学校の教員が教材を
使って実施する
生徒向け実習の実施前に、担当教員向けの研修
を実施する（１つの会場に複数校の担当教員を集
めるか、オンライン開催の想定）

アイデア
発表会

上記学習と実習で学んだことを生かして、実体
験に基づく課題や困りごとをテクノロジーで解
決するアイデアを発表する会を開催
★アイデアをまとめて発表し、他者からの評価
を受け、アイデアのブラッシュアップをする

学校での開催。各校の発表準備は各校の教員が
担当し、必要に応じてサポート事務局が支援
複数の高校で同時期に基礎プログラムを実施す
る場合は、複数会場をオンラインでつないで相互
交流することも考えられる

●
プログラム
ガイダンス



発展プログラムの実施イメージ

１月目 2月目 ３月目 ４月目 ５月目 ６月目

実施項目 内容 備考

ソリューション
制作支援

ソリューションの制作活動を支援する
または、制作活動に進むための環境整備を支
援する

学校での実施
制作を支援する予算と、担当する専門家が得ら
れる場合は、専門家による現地訪問＋遠隔支援
の形で進めることを想定
制作を支援するような予算や専門家が得られな
い場合は、それらを獲得するための企業とのマッ
チング支援やビジネスプランコンテスト等への応
募支援などをサポート事務局を中心に実施する
ことも想定

成果
発表会

完成品を発表し、外部からの評価を得る
完成度が特によい場合は、商品化等に向けた
外部との協業の機会を得る

学校での開催。各校の発表準備は各校の教員が
担当し、必要に応じてサポート事務局が支援（外
部聴講者の募集など）
複数の高校で同時期に発展プログラムを実施す
る場合は、複数会場をオンラインでつないで相互
交流することも考えられる

ソリューション制作支援
※期間、回数ともに実施校次第

発展プログラム
●

成果発表会



（参考）本事業は以下の企業等に
参画いただきました

名称 主な役割

全国農業高等学校長協会 実施校選定等支援

（株）steAm コンセプト監修、企画支援、講義動画出演

（株）フィラメント ワークショップ企画運営、アイデア発表企画運営、講義動画出演

ウォーターセル（株） 事業コーディネーター、ソリューション学習講師、講義動画出演

inaho（株） ソリューション学習講師、講義動画出演

i-GAM LABO ソリューション学習講師、講義動画出演

アシアル（株） テクノロジー実習企画・実施

クリエイターキャラバン テクノロジー実習企画・実施／発展講座企画・実施

（株）NTTドコモ／ドコモgacco（株） 講義動画制作、公開・運営

（株）情報通信総合研究所 事業評価（アンケート企画・実施、ヒアリングとりまとめ）
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1. 全体概要

3

2018年度「未来の教室」実証事業において、21世紀型スキルプログラムの有効
性が実証されたことから、教育機関で広く活用してもらうため、50分授業
フォーマットに編集。また、「機械学習」をテーマ・教材として、課題解決プ
ログラム（QAIKETSU）をリデザインする。

a. 21世紀型スキル（基礎プログラム）を50分授業フォーマットで編集し、
効果実証を行う。
┗50分授業（計20コマ）を成果物として開発、制作
┗N中等部における効果実証

b. 機械学習をテーマに、課題解決プログラムを開発・実施・効果実証
┗機械学習（画像認識）をテーマ・教材とした課題解決プログラム
（50分×18コマ）を成果物として開発
┗N中等部における効果実証

※基礎プログラム：
『mindnaut（情動スキルトレーニング）』『collaboratory（協同スキルトレーニング）』
『everythinq（思考スキルトレーニング）』



4

（参考）21世紀型スキルプログラムについて
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（参考）21世紀型スキルプログラムについて
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（2018年度「未来の教室」実証事業）21世紀型スキルプログラムの実施概要



7

（2018年度「未来の教室」実証事業）21世紀型スキルプログラムの効果実証



（2018年度「未来の教室」実証事業）21世紀型スキルプログラムの効果実証



2.実施内容と実証成果
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a. 21世紀型スキルプログラム



実施概要
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2019年５月〜2020年2月、N中等部において
21世紀型スキルプログラム授業を計120h実施。
┗mindnaut（情動スキル）：約30h
┗collaboratory（協同スキル）：約40h
┗everythinq（思考スキル）：約20h
┗qaiketsu（課題解決スキル）：約30h

・実施場所：N中等部全3キャンパス（秋葉原・新宿・江坂）
・対象生徒数：

254名（2019年5月時点）→   393名（2020年1月時点）



mindnaut（情動スキル）
授業の主要テーマ

11

No テーマ
1 VUCA WORLD

2 今の自分を知る
3 マインドフルネス
4 認知と感情
5 怒りへの対処 -怒りの正体

6 怒りへの対処
-怒りの後の行動を変える

7 怒りへの対処 -怒りの根源

8 怒りへの対処 -怒りの裏にある願い

9 ポジティブ感情を探る
10 不安への対処 -不安の仕組み

No テーマ
11 不安への対処 -不安に気づく

12 不安への対処 -不安へのとっさの対処

13 不安への対処 -不安を明確にする

14 不安への対処 -不安を解決する問い

15 不安への対処 -アイデアの切り口

16 不安への対処 -スモールステップ

17 落ち込みへの対処 -落ち込みとは何か

18 落ち込みへの対処 -落ち込みの仕組み

19 落ち込みへの対処 -自動思考

20 落ち込みへの対処 -極端な考え



collaboratory（協同スキル）
授業の主要テーマ
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No テーマ
1 ガイダンス -コラボレーションとは?

2 自分を知る
-自分のコミュニケーションタイプ

3 他者を知る
-相手のコミュニケーションタイプ

4 観る力 –肯定的なものの見方

5 観る力 –凸凹はどう活かせる？

6 聴く力 –聞くと聴くの違い

7 聴く力 –バーバル・ノンバーバルな聴き方

8 聴く力 –相手のことを聞く

9 聴く力 –気持ち・感情に耳を傾ける

10 聴く力 –総合演習

No テーマ
11 話す力 –他者との共同に活かす

12 話す力
-自分の思いや考えを話す

13 話す力 -気持ち・感情を話す

14 話す力 -ストーリーを話す

15 話す力
-変化ストーリーを語る、対話する

16 合意形成



everythinq（思考スキル）
授業の主要テーマ
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No テーマ
1 ガイダンス -いいアイデアとは？

2 基礎力
-9点破壊ゲーム固定概念を破壊する

3 デザイン思考 –他者の課題特定

4 デザイン思考 –プロトタイプ作成

5 デザイン思考 –プロトタイプ発表

6 対話型鑑賞
7 スクリブル -平面作品を作り解釈する

8 空間スクリブル
-立体作品を作り、空間を想像する

9 ムードボード
-好きなものを集め、言葉で表現する

10 世界観を探る
-これまでの作品を分析して、自分の世界観を
深く知る

No テーマ
11 意味のイノベーションを理解する
12 アナロジーでイメージを深める
13 アイデアスケッチで

イメージを具体化する
14 使って欲しい相手をイメージする
15 他者にアイデアを共有する
16 思考スキルドリル -論理的思考

17 思考スキルドリル -批判的思考

18 思考スキルドリル -類推思考

19 思考スキルドリル -造形思考



21世紀型スキルプログラム授業（オンライン版）

No 対象スキル 内容
1 ガイダンス Zoomの使い方、オンラインじゃんけん
2 協同スキル 雑談と対話（傾聴、相手を知るための質問）
3 協同スキル ブレインストーミング
4 情動スキル 感情理解（表情、文脈）
5 思考スキル リフレーミング
6 思考スキル 思い込みを破壊する
7 思考スキル 他者の困りごとを発見する
8 思考スキル デザインスケッチ

●新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、2020年2月末からN中等部は
ビデオ会議システムのzoomを活用したオンライン授業を展開。21世紀
型スキルプログラム（オンライン版）も導入し、効果実証を行っている。
┗授業時間：約15h
┗対象生徒数：393名（2020年1月時点）

21世紀型スキルプログラム授業（オンライン版）の主なコンテンツ



アセスメント結果
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項目 2019年
5月

2019年
6月

2019年
7月

2019年
9月

2019年
10月

2019年
11月

2019年
12月

2020年
1月

2020年
2月

意思決定 5.81 5.84 6.07 6.25 6.30 6.23 6.31 6.32 6.43
問題解決 5.56 5.85 5.94 6.15 6.54 6.29 6.32 6.28 6.47
創造的思考 5.78 5.79 5.94 6.22 6.34 6.38 6.28 6.23 6.24
批判的思考 6.08 6.20 6.33 6.43 6.58 6.51 6.47 6.46 6.59
効果的
コミュニケー
ション力

5.45 5.49 5.61 6.00 6.01 6.03 6.21 6.01 6.17

対人関係 5.40 5.73 5.52 5.75 5.86 5.82 6.06 6.06 6.00
自己認識 5.02 5.15 5.36 5.38 5.71 5.47 5.60 5.58 5.65
共感性 6.77 6.77 6.71 6.78 6.75 6.81 6.73 6.69 6.63
情動への対処 5.17 5.27 5.64 5.79 5.91 6.06 5.91 5.99 6.19
ストレス対処 4.96 4.96 5.14 5.33 5.44 5.63 5.42 5.68 6.04
総合 5.60 5.70 5.82 6.01 6.14 6.12 6.13 6.13 6.24

●2019年5月〜2020年2月、生徒自身による自己アセスメントを実施（10点
満点、平均値を記載）。2019年8月は夏休みのため対象外としている。
●N中等部において2019年5月から2020年2月までのアセスメント（全9回）
を全て回答している生徒（計52名）を対象。月によっては微減しているが、
ほぼ全項目で上昇している。



アセスメント結果
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2020年2月実施の自己アセスメント結果

No 項目

a.2020年2月実施の
アセスメント
に回答した
生徒の平均値

b. a.のうち
2019年5月から2020
年2月のアセスメント
全て回答している生
徒（52名）の平均値

b/a
（%）

1 意思決定 5.95 6.43 108.1

2 問題解決 5.92 6.47 109.3
3 創造的思考 5.90 6.24 105.8
4 批判的思考 6.21 6.59 106.1

5 効果的
コミュニケーション力 5.72 6.17 107.9 

6 対人関係 5.54 6.00 108.3
7 自己認識 5.33 5.65 106.0
8 共感性 6.50 6.63 102.0
9 情動への対処 5.61 6.19 110.3
10 ストレス対処 5.19 6.04 116.4

総合 5.79 6.24 107.8 

●2020年2月実施のアセスメントにて、全回答者の平均値に対して、過去全てのアセスメン
トを回答している生徒の平均値が、全10項目において上回っている。



N中等部生徒 Aさん
私は、N中等部に来たことで大きく成長しました。
N中等部に通う前は、人とコミュニケーションを
取ることに対して、消極的なイメージを抱いて
いました。それに、自信があまりなく、否定的
に物事を考えていました。
ですが、N中等部に入学し、21世紀型スキルで
友達とワークショップを受け続けると、人とコ
ミュニケーションを取ることへの自信をつける
ことができました。それに、自分の打ち込みた
いことができて、物事を肯定的に捉えるように
もなり、楽しく N中等部生活を過ごすことがで
きてよかったです。

17

（参考）生徒コメント



N中等部生徒 Bさん
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「自分は友達を作るのが苦手なタイプ」で、とにかく嫌
われることが多かった私は、Ｎ中等部に入る前は、自分
がいることで誰かが悲しんでいないかとか重く考えてい
ました。今思うと、人に迷惑をかけるのは子供ならしょ
うがないことで、逆に今しかない貴重な日々なので、何
をためらう必要があるのだろうとも思います。そう思え
たのは、N中等部に入ったおかげだと私は思います。友
達ができ、21世紀型スキル学習で自分の意見を躊躇せず
発言したり、周りとの距離感を上手くとることができた
りすることが少しずつできるようになって、心の根底か
らポジティブに捉えられるようになれてよかったです。
この考えを大切にして、これからも自分の道を進んでい
ければいいと思います。

（参考）生徒コメント



N中等部生徒 Cさん
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僕は、N中等部に来てから周りの人を巻き込んで何かをする
ということができるようになったと思います。N中等部に来
る前は何かを始めようとしても周りの共感が得られなかった
り、先生たちから止められたりしていました。でも、N中等
部では何かを企画すると先生たちが応援してくれるのはもち
ろん、周りの友達が協力してくれたり、応援してくれたりし
ました。僕はその協力のお陰で、このN中等部に来てから周
りを巻き込んでサークルを作ったりSNSを作って使っても
らったりすることが出来ました。この周りを巻き込む力は、
コラボラトリや課題解決で学んだことです。これまでは、や
りたいことがあっても一人で終わっていたのが、人と協力し
てすることによって実現ができると実感しました。僕はこの
一年間で、色々な企画を行ったことでこれから社会に出てか
らも役立つことを学ぶことが出来ました。

（参考）生徒コメント



N中等部生徒 Dさん 1/2
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私がN中等部に入りたいと思った理由は、自分を少しで
も変えたかった、将来の夢を見つける機会が欲しかっ
たから、楽しそうだったからです。入学式当日とても
緊張して「やっぱり行くの辞めようかな」と言ってい
た私ですが。来てみるとすぐ近くの人と仲良くなりそ
の日に遊びに行く約束までしました。今思えば「運命
だったのかな？笑」と思っています。友達は行動的で
一緒にニコニコ超会議に行ったり文化祭実行委員に
なったりディズニーに行ったりとたくさんの経験をし
ました。その中で私が変われたかな？と思う所は生活
リズム、性格、コミュ力です。

（参考）生徒コメント



N中等部生徒 Dさん 2/2
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生活リズムは今までずっと家に居てほとんどを寝て過
ごして居た私が、週３ですが学校に電車を使って来て
いるのは我ながらすごいのでは？と感じています。次
に性格ですが自他共に明るくなったと感じます、ずっ
と同じ環境で１年半過ごしてきていたのが個性豊かな
人達に囲まれ沢山の刺激を受け明るくなったのかなと
思っています。そしてコミュ力は21世紀型学習で班の
人との会話や友達との会話で段々少しずつ身について
行ってるのではないかと思っています。最後に、N中等
部に来て変わりたいと思った私は多分２年生の私から
見てびっくりするほど変わっています。将来の夢はぼ
んやりとした形で思い描いています。楽しそうだと感
じた私へ、今すごく楽しいです。

（参考）生徒コメント



N中等部生徒 Eさん
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N中等部にきて自分がどう変わったか、何を頑張っているか書こうと
思う。自分は学校にいかなくなり、フリースクールへ行っていた。
毎日フリースクールから帰る時、友達に会ったらどうしようなど考
えながら隠れながら帰っていた。学校に行かないと選択した自分が
悪いが、そんな自分が嫌だった。だが去年の9月親の仕事の手伝いを
し、1日でたくさんの人と関わる日を一週間ほど過ごした。そこから、
もしかしたら自分ができることはまだ沢山あるのでは？と思い、N中
等部にきた。そうすると毎日わくわくばかりで毎日楽しかった。新
しい仲間も定期的に入ってきて、その度に新しいことが起きること
が刺激が多くすごく嬉しかった。そんな中で、自分が変わったと感
じることは、授業でするプレゼンや自分の意見や発表などで人前で
話すことに抵抗なく自信を持てるようになったことだ。授業だけで
はなく友達と発表の場であるや文化祭で発表したことも、この自信
に大きくつながると思う。そんな場所を用意してくれたことにすご
く感謝したい。

（参考）生徒コメント



N中等部生徒 Fさん
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私はN中等部に来てから、「自分はここだけは変えられ
ないだろう」と思っていたところを変えられた。それは
自信、だ。いままで私はほんとに自信がなく、何か人
前でやらなければならないことがあると呼吸が辛くなる
ほどだった。でもN中等部に来てから環境がガラリと変
わり、いつの間にか自分の行動とその気持ちが変化して
いることに気がついた。具体的には、今までは何もしな
くても周りに圧をかけられているような感じだったのに
対し、N中等部は個性が溢れているせいか自分は自分、
と周りの人にも私自身にも認められている感じだ。自
信がついてからはできる行動の幅が広がった。この自信
を通して2020年は様々な分野にチャレンジし、人生を楽
しんでいきたい。

（参考）生徒コメント



N中等部生徒の保護者 aさん
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家に帰ってくると、21世紀型スキル学習で学んだことを
楽しそうに報告してくれます。先日、家族で旅行に行っ
た際に「聞くスキルを実践したところ、話をしてくれる
人がよく自分の方を見て話してくれるようになって嬉し
かった」と私の目を見ながら本当に嬉しそうにと教えて
くれました。人と話す楽しさ、自分の話を聞いてもらう
心地良さを学んでくれています。同時に私の話も最後ま
で聞いた上で、自分の考えを言ってくれるようになって
います。N中等部で学んだことを吸収していることがよ
くわかります。

（参考）生徒保護者によるコメント



N中等部生徒の保護者 bさん
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息子は、自分の考えを持っている反面、相手の話を受け入れ
ずに、友達や学校とトラブルを起こしていました。Ｎ中等部
でも入学当初は「自分と違う人がたくさんいる」と言ってば
かりでした。７月位から様子が変わってきました。「自分に
とって良いことと他人にとって良いことの重なることが課題
解決になると授業でやった」家で教えてくれました。自分と
他人の違いがあること、それでも色々な形で関われて、他者
のためになることができると考えているようです。数学やプ
ログラミングが得意な息子が、課題解決で教わったことを活
かし、趣味の違う友達と繋がって欲しいと思います。

（参考）生徒保護者によるコメント



N中等部教職員 Sさん 1/2 
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21世紀型スキルプログラムは、全く新しい内容であるが
故に、開設当初は教員も生徒も何とかコンテンツについ
ていく状態でしたが、生徒の書く日誌や保護者の声に非
常にポジティブな反応が多いことを実感していました。
具体的には開校してすぐの5月の段階で「授業で学んだこ
とを使って人の話を聞けるようになった」「緊張したけ
ど友達に声をかけられるようになった」という反応をい
ただきました。そうした生徒の声に応えるため、授業中
の反応や授業実施者としての印象をプログラム制作チー
ムにフィードバックし続けることで、プログラムとして
の質も１年間でかなり向上した印象を持っています。

（参考）教職員コメント



N中等部教職員 Sさん 2/2 
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今では30分程度の予習で授業を運営でき、それぞれ目的
を持ってコンテンツに取り組む生徒も増えてきました。
ファシリテーションとしては、およそ60名の生徒につき
メインスピーカー１名とテーブルに着くアシスタントが
３〜４名でコンテンツを運用しています。先生同士の連
携についても、最初は慎重に時間をかけて打ち合わせを
していましたが、３ヶ月ほど経った頃から、それぞれが
場面に応じた動きをすることで臨機応変な対応ができる
ようになってきています。プリントなどの準備物も極力
減らしていただいているので、基本的に毎回ワークシー
ト（1〜2枚）と付箋とペンで運用できています。

（参考）教職員コメント



N中等部教職員 TSさん 1/2 
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開設当初から見て、生徒の変化を最も感じるのは、友達
とのコミュニケーションです。開設時4、5月頃の様子を
思い返すと、休み時間クラスメイトに話しかけられず一
人で過ごす生徒、グループワークで自分の主張を発信ば
かりする生徒、グループメンバーが話しているときに携
帯をいじりながら聞いている生徒などが見られました。
約1年が経ち、生徒の様子は一変しました。学期途中の入
学生が来れば、自分から話しかけて休み時間の遊び仲間
を増やす生徒、グループワークで発言した後に相手の意
見を問いかけられる生徒、話を聞く際にうなづいたり、
身体の向きを変えたりするなど意識的に傾聴する生徒の
姿が見られるようになりました。

（参考）教職員コメント



N中等部教職員 TSさん 2/2 
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これらの変化は、キャンパス内だけではなく、家庭内で
も見られるようです。三者面談で保護者様から「私が呼
びかけると、以前は見向きもしなかったが、最近はゲー
ムをやめてこちらを向くようになった」といった報告を
受けたこともありました。日常的なコミュニケーション
の場面では、授業でのロールプレイングのようにうまく
いかない場面も多々あるとは思いますが、そのような葛
藤こそが成長のチャンスだと考えています。21世紀型ス
キル学習での学びを基礎として、一人でも多くの生徒が
日常的なコミュニケーションで、自分なりの一歩を踏み
出してくれることを願っています。

（参考）教職員コメント



N中等部教職員 TKさん 1/2
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Ｎ中等部開設前から21世紀型スキルコンテンツを核の
１つとしてカリキュラムや運用を設計していました。
入学前の説明会や面談で、多様な生徒はもちろんのこ
と、保護者様達の困りごとである「子供がやりたいこ
とを見つけて欲しい」「子供の思いを知りたい」「友
達と共に社会性を身につけて欲しい」という思いに応
えることがＮ中等部を開設する意義の１つであると考
えていたからです。運営が始まると、想定外のことも
ありました。21世紀型スキルを学ぶことで、予想以上
のスピードで生徒の変化し、またその変化が非常に大
きかったことです。

（参考）教職員コメント



N中等部教職員 TKさん 2/2
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中学生年代の子供達は悩みも多様ですが、スキルを獲
得し「自分もできる」と自信をつけることで、より挑
戦をしたいという声が上がりました。その都度コンテ
ンツの難易度を上げなら、それぞれの生徒が挑戦を選
択してくれました。結果として、生徒１人ひとりが自
分のやりたいことを見つけはじめてくれ、同時に生徒
同士、生徒と職員間のコミュニケーションや対人関係
が深まりました。そこから、教科勉強への質問が出始
め、教科勉強への参加度合いも改善し始めました。因
果関係は分析できていませんが、21世紀型スキルの学
びが、生徒たちの自己肯定感を育み、やりたいこと、
やるべきことへのスタートを生徒自身が歩み始めてい
ます。

（参考）教職員コメント



教育委員会 1/2
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●生徒１人ひとりが活き活きと活動していることが非常に印象的でした。生
徒が考えを出し、自分たちで形にするからこそ、これだけ活発になっている
ように見える。アクティブラーニングにおける教職員の役割がティーチング
ではなく、ファシリテーターであることを実感しました。職員に対するマイ
ンドセット研修が重要と考えています。

●生徒１人ひとりの状況は多様であり、画一的な授業では自己肯定感を育む
ことは難しい時もあります。感情、思考のトレーニングを通して、生徒が自
分の言葉にできることをN中等部の先生方が待ちながら傾聴している姿が印
象的でした。学校生活に困っている生徒にも非常に効果がある教育コンテン
ツだと思います。また教科学習にあえて結び付けないからこそ、多様な生徒
が夢中になって、ワークをしていると見ていました。生徒達がワクワクする
テーマだからこそ、ワークに参加し、必要なスキルを身につけていると感じ
ました。

（参考）中等部を視察いただいた方々からのコメント

※2019年4月のN中等部開設以来、全国から多数の教育関係者が視察にお越
しになりました。その中から、教育委員会の皆様からのコメントを幾つか
ご紹介します。



教育委員会 2/2

33

●生徒たちが成果物で形にできるところまで行なっていることが素晴らし
いです。生徒の一部は発想や思いを言葉にすることを苦手にしています。
レゴなど言葉ではなない表現方法だからこそ、安心して生徒が自分の作り
たいものを最後まで作っているのではないでしょうか。またソーシャルス
キルトレーニングなど理論をベースにしたコンテンツなので、生徒が元気
になっていくのも納得です。

●中高生へのアクティブラーニング導入を検討し、見学にきました。特に
印象に残ったことは、振り返りをしっかりやっていることでした。学びの
定着のための振り返りもしっかり設計されており、生徒の言語化の足場が
けは非常に参考になりました。

●大人にも必要なアンガーマネジメントを子供たちが楽しみながら学ぶ姿
が非常に印象的でした。中には集中できていない生徒もいましたが、グ
ループの中の他の生徒が穏やかに集中できない生徒に話を振りながらグ
ループワークを進めていることが印象的でした。感情について非日常的な
テーマを扱うからこそ生徒が嫌な出来事を思い出さずにスキルを身につけ
られる授業構成は参考になりました。

（参考）中等部を視察いただいた方々からのコメント



2.実施内容と実証成果
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b. 機械学習をテーマとした課題解決プログラム



開発パートナー

35

株式会社グルーヴノーツ

IoT、ビッグデータ、AIを直感的につ
なぎ合わせることのできるプラット
フォーム「MAGELLAN BLOCKS」を提
供。またテクノロジーと遊ぶアフ
タースクールをテーマに、小学生向
けプログラミングスクール「テック
パーク」を運営。

株式会社ミミクリデザイン

ワークショップデザインのテクノロ
ジーを活用した価値創造のコンサル
ティングファーム。最新の研究知見に
基づいた商品開発、地域活性化、人材
育成プロジェクトの支援のほか、ワー
クショップのデザイナー、ファシリ
テーターの育成を展開。

機械学習（画像認識）の
教職員向け研修

プラットフォーム・コンテンツ提供

ワークショップデザイン
プログラム評価



効果実証プログラム概要
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日程 プログラム内容
1/20 AIについて学ぼう
1/22 画像認識に挑戦しよう
1/24 社会でどのように

AIが使われているのか
1/27 人物判定ソフトを作ろう
1/29 AIレジを作ろう
1/31 AIをどう使えるか考えよう

日程 プログラム内容
2/3 課題の発見
2/5 ターゲットと課題設定
2/7 インスピレーション

2/10 アイディエーション
2/12 プレゼンテーション
2/14 まとめ・振返り

株式会社グルーヴノーツが開発 株式会社ミミクリデザインが開発

※全回とも、N中等部秋葉原キャンパスにて実施

グルーヴノーツの機械学習教育コンテンツと、ミミクリデザインが開発す
る課題解決スキル育成プログラムを組み合わせて実施。AIの概念を理解す
る学びと、AIレジという機械学習を用いた無人レジの制作を通して、機械
学習の活用を体験的に学ぶプログラムを開発・実証。
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生徒が作成したプロトタイプ 1：ボール避け
（画面上で左右どちらかに指差しをすると、上から落ちてくるボールを避ける）
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生徒が作成したプロトタイプ2：折り紙
（画面上に示される折り方に従うと、折り紙が完成する）
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生徒が作成したプロトタイプ3：後出しジャンケン
（グー・チョキ・パーのいずれかを画面上で示すと、画面上のネコがそれに勝つ選択
肢を発する）
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3. 実証成果
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N中等部生徒のコメント 1/2

59

●色々な角度から撮らないとAIは学習をしてくれなくて、なかなか大変で
したが、その分成功した時はとても嬉しかったです。AIを作る時に偏った
考えだけを教えてはいけないことが、この学習を通して解りました。

●じゃんけんゲームを作ることが出来たが、まだ至らない点がいくつか
あった。瞬時に手の形を認識することが出来ず、どうしても後出しになっ
てしまった。なので、画像を認識する速度と精度を、もっと上げられるよ
う、次の授業での課題にしたい。

●自分たちは何に困っていて何をすれば解決することができるのかなどを
再確認することができたので良かったです。また、今回の課題をクリアす
ることに必要なことなどもわかって良かったです。

（参考）生徒のコメント



N中等部生徒のコメント 2/2
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●初めて自分で一から画像認証システムを使ってプログラムを作ったので、
なかなかうまくいかないことも多かったのですが、最後はなんとかうまく
できたのでよかったです。また周りも色々な工夫がされたゲームなどが多
くとても勉強になりました。

●スクラッチを使って、じゃんけんで後出しして絶対に勝つAIを作った。
出す前にうーん...と考えてしまう面白いアイデアも出せた。プログラムし
てみて、少しずつ自分がやりたいことをプログラムできるようになってき
た。AIを使うと新しいことがたくさんできると思った。他の人のアイデア
と自分のアイデアをを組み合わせると面白いアイデアができた。

●正直言って入学してすぐはプログラミングも苦手だったしAIについても
何も考えてなかったけど、今回の授業で結構変わったと思う。スクラッチ
は自分でゲームができたときの達成感があって楽しいし、AIに関する知識
もちょっとはついたと思う。

（参考）生徒のコメント



N中等部教職員Mさん

61

AIは今の生活の中に溶け込んでいますが、私を含め、生徒たちがもつAIの
イメージは漠然としたものでした。この授業を通して、実際にAIを操作し
て学習させることで、AIに対する認識がより具体化されていきました。ま
た、その過程で生徒たち自身から、機械学習をさせるの際の注意点や使用
上の配慮などが出てきたことは、これから先の社会の担い手として、とて
も頼もしく感じました。また、AIアプリを作る際も、バリエーションに富
んだ興味深いアイディアが出され、それを試行錯誤しながら形にしていく
彼らを見て大きな可能性を感じました。後半の問題解決の段階では、実際
に自分たちが抱えている困りごとに対して、AIの特性を的確に把握した上
で、具体的な解決案を出してくれました。グループワークでは、メンバー
同士でお互いに助け合い、協力しながらアイディアを収束させていく姿が
見られました。これまでN中等部で学んできたスキルを活かし、実践に繋
げる場としてとても有意義だったと感じます。

（参考）教職員のコメント



N中等部教職員 Tさん

62

Ｎ中等部の生徒から「パソコンやプログラミングに興味がある」という声
を多く聞きます。一方で、生徒にとって技術的な壁と共に何を作りたいの
かを育む難しさをＮ中等部を運営する上で常に感じていました。夢や目標
が明確な生徒、作りたいものが明確な生徒はプログラミングコンテンツな
どで学んでくれています。一方で大多数である「やりたいことを探してい
る」生徒たちは、技術がモノづくりや企画にどう関係しているかもイメー
ジできない状況でした。今回のAI機械学習では、技術と活用、そして課題
解決を結びつけたコンテンツでした。今までＮ中等部でスキルとして身に
つけていた他者の課題を解決する考え方と、画像認識の技術が組み合わさ
れたとき、生徒の思いつきで留まっていた考えが、ターゲットの課題解決
としてより具体的になりました。実現性までは検討できませんでしたが、
インプットとアウトプットを学びとして重ねることで、より鮮明なアイデ
アが生まれることを生徒は学んでくれました。

（参考）教職員のコメント



3. 今後の展開

63

2018年度・2019年度の効果実証を踏まえ、今後、21世紀型スキルプログラムを
教育機関で広く活用してもらうため、開発・実証を継続していく。

1. 学園内の導入と効果実証の拡大→対象生徒数が約2,000-2,500名に
┗N中等部通学コースに加え、N中等部オンラインコース、N高通学コースで
効果実証

┗今年度、文化祭実行委員を対象に21世紀型スキルプログラムをテスト的に
導入。一定の効果が認められたことから、eスポーツ部などネット部活の課
外活動へも展開

2. STEAM領域での拡大と基礎スキルパートの補完
┗AI機械学習（画像認識に加えて、音声認識、自然言語処理）
┗ mindnaut（情動スキル）におけるポジティブ情動パート、everythinq（思考
スキル）における論理的思考パート

3. 地域の教育課題解消への活用
┗複数の小規模小中学校をインターネットでつなぎ、21世紀型スキルプログ
ラム（オンライン版）を活用したクラブ活動支援（沖縄県うるま市）

┗21世紀型スキルプログラムを活用した教育旅行の開発（長野県小布施町）





背景と目的

世界的な第4次産業革命の時代において、創造性・課題設定解決力を育成する世界の人材開発競争に遅れを取らないようイノベーションを起こせ
る人材育成と、それを育成できる教育者の能力向上及び全国の教育現場への普及を目指したモデルづくりを行う必要がある。

日本でも「society5.0に向けた人材育成～社会が変わる、学びが変わる～」として教育における方針が文部科学省によって公開されている。それ
らの中でSTEAM教育とこれからの社会に求められる「文章や情報を正確に読み解き、対話する力」「科学的に思考、吟味し活用する力」「価値を
見つけ出す感性と力、好奇心・探求力」などインプットとアウトプットの力を育成しようという働きがある。

本事業を活用しPBL教育のSTEAM化及び教員のためのライブラリの構築を行うことによって、より多くの教育現場においてSTEAM化されたPBL
教育に取り組むことが可能になると考える。また、今まで徳島商業高校が行ってきた教育プログラムの水平展開（省庁など縦からの広がりではな
く、学校として実施するPBL・STEAMS教育への取り組みが、他校へと横の広がりを見せること）を目指すことで、学校間での連携などを含め質
の高い教育のポイントになるのではないか。

昨年度はカンボジアの社会問題である渋滞解決プログラムや、
ロゴデザインをテーマとしたPBLのSTEAMS化、シミュレーショ
ンを活用したワークショップ等に取り組んだ。このようなプロ
グラムを通して、複数の教科や分野を連動させたSTEAM化授業
を展開することができた。

今年度はこのような先進的な学習プログラムや社会との関わ
り、指導方法などが一部の学習者や学校、教員に留まることな
く、全国の教育現場で活用できるよう、PBL教育のライブラリ
化等に取り組む。

さらには地域の産業界や他の学校と共に、学習者にとってよ
り身近な社会課題である、道路渋滞や学校食堂の混雑解消を図
る取り組みに落とし込み、「誰でも・いつでも・どこでも」教
材を活用したプログラムに取り組めるような環境を目指す。

〈ターゲット〉
高等学校生徒・高等学校教員

〈ターゲットが得られるもの〉
【生徒】
教科横断による課題解決学習への意欲・関心の向上
課題解決に向けて、渋滞などの理論的知識と情報収集・課題解決実行力の向上
外向性（コミュニケーション力）や客観的に考える力の向上

【教員】
生徒に対するPBL教育の促進と教科横断による指導方法の実証
STEAMS教育の実施にむけた検討機会の創出とパッケージ化による教材獲得

〈達成目標〉
１．渋滞解消を題材としたSTEAMS教育の意欲喚起を促すためのコンテンツ開発

２．渋滞解消を題材としたPBL教育のパッケージ化

３．学校や地域の実情に合わせたPBLを開発するための枠組みの構築

背景

目的とターゲット









成果①期待された効果
概要

教材のライブラリコンテンツ化にあたり、動画教材の制作、指導案の作成、PBL開発のための枠組み構築を行った。

ー本事業で実際に行われた授業から動画教材を制作し、コンテンツを充実させること
によって、「誰でも・いつでも・どこでも」授業のコツを参照することができる

ー専門家の授業など、実際の映像や教材があることで「やってみよう！」と思う教員
の増加が期待される

ー授業の導入部分などで活用できるワクワク動画を作成することで、生徒への動機付
けや興味喚起をサポートできる

実
証
事
業
に
対
し
狙
っ
て
い
た
効
果

動画教材の制作

指導案の作成

PBL開発のための枠組み構築

ー指導案の作成により、対象の単元・接続教科・目標・評価基準・指導計画等が明確
になる

ー基本となる指導案を作成することにより、各教員がアレンジを加え独自のSTEAMS
教育へと深化させることが可能となる

ー昨年度の徳島商業高校での取組を基礎とし、専門校高等への働きかけ等を行い水平展開
を図る

ー各地域、各学校による特色あるSTEAMS化PBLが実施出来る



成果②得られた効果

狙
っ
て
い
た
効
果

・教材の作成でライブラリ化へ
－今年度の取り組みでは、大きく2本の柱をテーマに実施
徳島商業高校「渋滞解消プログラム」、小松島西高校「集団給食の混雑解消プロジェクト」において、導入部分
～成果プレゼン・実証までを実践し、それに伴う指導教材（参考動画・指導案・ワークシート・参考資料）を整
備することができた。

・一般教員によるSTEAMS授業の実施
－本年度は、商業科・数学科を中心に授業の一部講座を学校教員の先生に実施していただき、専門家に任せで
はない、現場主導に一歩近づいた
下記の内容については、引き続き課題として検討が必要
①専門的な授業でのサポート機能（オンライン含む）
②教員が授業内容を事前に理解する必要がある（研修や専門家とのミーティング）

・他校への水平展開を目指した実証
－徳島商業高校で昨年度から実施してきた取組を応用させ、小松島西高校での取組にチャレンジ
学校が抱える課題に2クラス約60名が対象となり取り組んだ。生徒の変化や新たな学びのスタイルへの可能性が
見えた一方、学校運営上の調整や年度途中からの組み込みということもあり課題も浮かび上がった。

そ
の
他
の
効
果

・参画教員への理解・興味喚起
－今年度の取組では、大きく2本の柱をテーマに実施
徳島商業高校、小松島西高校の両校において、ヒアリングやアンケートを実施。
実施に向けた課題や壁はあるが、STEAMS手法については理解をいただき、取り組みに意欲的な声もあった。
専門家の授業において、生徒のワクワクをうまく引き出していただき、教員も生徒が主体的に興味を持って
学ぶ様子に、本事業への効果を感じていた。



成果③得られた効果の理由と課題

理

由

・検定試験などがなく、下半期の授業スケジュールにゆとりの合った商品開発という科目で実施出来たことにより、
時間数の確保ができた

・数学との教科横断により、同じ題材に異なる視点で取り組むことができたので、生徒・教員双方にとって良かっ
たのではないか

・徳商・専門家・雪花菜チームの機動的な連携により、臨機応変な対応によりプロジェクトを推進した

・雪花菜工房のような学校に深く関われる中間支援組織的な働きが上手く作用した

・ZOOMオンライン会議などを活用することにより、遠方の専門家からの遠隔授業・指導を受けることができた

・生徒が主体的に授業時間外を利用して、数学、プログラミングなどの調べ学習に取り組む姿勢が見えた

課

題

・学校内において取り組み意欲のある中心的な教員は存在するものの、他の教員からの協力や理解を得ることが難しい

・テーマ設定において、生徒個々が取り組みたい課題をリストアップしたが、指導側のキャパシティが足りずテー
マを絞らざるを得なかった

・生徒にはリーダーシップや基礎学力に差があり、同一のテーマでグループ学習する場合に注意する必要がある

・公立学校は新たな民間団体との連携には消極的な場合が多く、共同で取組むためには時間がかかる

・オンライン会議などを実施する場合、公立高校ではインターネットのポートに制限がかかっており、民間のシス
テムは使用しづらく、またネット環境が整っていない学校もあるため遠方からの指導が難しい場合がある





課題②学校現場でSTEAMSを推進するために

課題１：各教員の指導スタイルが確立されており、変革を好まない教員が多い
－新たな教育手法や学びのスタイルに対し、意欲的に取り組もうとする教員が多数いる一方、
業務量の増加や指導ノウハウが十分ではないことなどにより、不安を覚えている教員も多い。
STEAMS教育が生徒にとって有意義な学びになる可能性は十分に感じる教員はヒアリングからも
多くいることが分かった。
しかし、教材や評価システムの不足、学校内での連携・協力、リードしてくれる中心的な教

員がいない、などの不安要素は多くあることが分かった。

＞解決策１：管理職の先生方と意欲的な担当教員が連携しての推進
－学校内での協力体制及び学校全体での推進体制を構築するには、管理職レベルの理解と指揮
が必要不可欠である。取り組み意欲のある教員を中心に企画や授業運営を計画し、管理職レベ
ルの理解を得ながら校内への理解を広げていくことが必要である。その際、文部科学省や教育
委員会の指導方針と合致する内容であれば、実行しやすいと考えられる。
また、他校への展開を図るには、実績のある高等学校の教員を中心とし、全国の教員ネット

ワークを構築することが近道である。まずは、やる気のある意欲的な教員を中心にSTEAMS教育
を推進し、ネットワークを活用したノウハウ提供を通し、全国各地への波及を進める事が好ま
しいと考える。

教
員
の
意
欲
や
意
識
に
関
す
る
課
題
点

教員へのアンケートやヒアリングをもとに作成







教員からのコメント

徳島商業高校 商業科教員 徳島商業高校 数学科教員

小松島西高校 食物科教員 小松島西高校 食物科教員

・社会課題の解決は難しいが、解決のヒン
トになるような知識が多く詰まっていた。

・ICT機器の活用に向けて、学校現場の
ネット環境など、ハード面の整備が必要。

・商業と国語を横断させ、電子書籍の開発
に取り組んでみたい。

・教材やコンテンツが充実していれば普及
の可能性は十分ある。

・教員だけでなく、外部との連携を通して学習
していくことは重要だと感じた。

・基礎学力の差や、モチベーションの差に目を
向けて、丁寧な指導が必要。

・社会科、商業科、数学などを組み合わせて人
口減少課題に取り組んでみたい。

・新たな教育スタイルを導入するには、業務量
がの増加などの不安はあるが、教員自身も変
わっていかなければいけないと感じる。

・生徒にとって身近な課題であったため、当事
者として主体的に取組むことができた。

・専門科の先生の授業は、生徒が意欲的に学べ
る動機づけとなった。

・商業科でデータ分析、生活文化科でインテリ
アを担当、福祉科でユニバーサルデザインを
担当したコラボなどもテーマとしてどうか。

・学校全体の理解とサポートが必要だと強く感
じた。

・徳島商業との取組は、新鮮かつ自分たちの取組
を知ってもらえてよかった。

・徳島商業との合同プログラムに参加した生徒は、
責任感もでて積極的に取り組んでいた。

・データ集計や動画撮影を雪花菜工房で行ってい
ただいたので助かった。

・調理する側だけではなく、喫食する側の立場で
物事を考えることができたので良かった。

・まずは学校（生徒）で様々な問題にチャレンジ
し、その上で専門家のアドバイスがあればよい。



お問合せ先

NPO法人TOKUSHIMA雪花菜工房

お問い合わせ
〒770-0803
徳島県徳島市上吉野町2丁目5－3 グランティール105
TEL：088－635-5187 FAX：088－602-0533
E-mail：npo okarakoubou@yahoo.co.jp
HP：https://npo-tokushimaokarakoubou.jimdo.com/



ルールメイカー育成プロジェクト
〜ルールを学び、対話的に問題解決する力を育む実証事業〜

令和元年度実施報告



1. 事業概要
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1. 事業概要 狙い

学校における校則やルールなど「変えられない」と思い疑ってこなかったものを題材に、
生徒・先生・保護者などが対話を重ね、その存在意義や捉え直しを民主的に行い、課題
発見、合意形成、意思決定をする力（市民性”シティズンシップ”）を育むことを目的とした
探究的な学びのプログラムです。

理想の学校生活に向けて
必要なルールを考える

実際に運用し、関係者全員で
改善をすすめる

対話的・民主的な合意形成のプロセスを経て、生徒たち自身が当事者として学校・保護者
・地域などと協働して校則やルールを変えていくことで、「自分たちの環境は自分たちで
つくる」経験を積むことを応援するキャンペーンです。

関係者と対話や調査を重ね
納得解をつくりあげる
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1. 事業概要 背景

背景3 学校への参画が、市民性を育む（海外での研究の蓄積）

・「生徒会（役員）活動への参加経験」
成人後の投票や市民参加を促す効果
(Verba et al. 1995, Homana 2018)

・「学校の意思決定への参加の自信」
政治参加の意欲に影響
(Torney-Purta et al. 2001)

・「民主的な学校風土」（学級での意見表明の奨励や学校の意思決定への参加など）
「教員の公平性」（校則の公平性を含む）
市民参加への意欲に影響
(Lenzi et al. 2014)
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事業成果1. 事業概要

①生徒たちの思考・行動変容
②教員・保護者の思考・行動変容
③生徒の声が尊重される学校風土/生徒・教師・保護者の新しい関係性

目指す3つの成果

従来の校則

・一律管理に主眼をおいた制約としての位置づけ。

・時代や社会の変化に合わせた改定プロセスも
ないことが多い。

・生徒に参画機会があることを意識するもので
なく、定めれられた規則として認識。

・校則を通じた民主主義精神、市民性の育成
などはほとんどおこなわれていない。

未来の校則のありかた

より良い学校生活のため、校則やルールの
見直し、改善に生徒も参画できる

・学校の課題を、当事者として向き合い、解決して
いくことが当たり前に。

・生徒たちだけでなく、教員や保護者にとっても納
得いくものをつくりあげるシティズンシップ教育
の機会にも。

生徒が主体的にルールをつくる過程で生まれる
成長・教員や保護者などの変化を追う

生徒がルール策定の意思決定に参画していない
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2. 事業実績
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2. 事業実績 全体プログラム

モデル校（安田女子中学高等学校/新渡戸文化学園）で実施するプログラムについて
教員・弁護士・研究者などが集まりディスカッションする検討会を実施した。

▶全体で目指す方向性、学校現場の抱える壁をキャッチアップした
① 校則やルールを見直す構造やプロセスが不透明
② 小学校・中学校・高等学校で、校則やルール、指導が異なる
③ 保護者の中に厳しい指導等を期待する声がある
④ 明文化されたルール（校則）と明文化されていないルールが存在する

1-1. プログラム検討会（令和元年11月2日）

▲参加人数 17人
（教員6名、弁護士2名、事務局9名）
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2. 事業実績 全体プログラム

1-2. 未来の学校ルールメイキングワークショップ（令和2年2月23日）

教育評論家・荻上チキさん（著書：ブラック校則: 理不尽な苦しみの現実）を
ゲスト講師に迎え、校則やルールに関する現状理解や向き合い方についてレクチャー、
ワークショップを通じて検討した。
全国から公募した約30名の高校生・高校の教員・保護者により実施。

▶専門家と当事者とともに、校則やルールとの向き合い方を整理
① 教員と生徒、保護者が対等に参加し、対話する
② 誰もが校則やルールを見直せる状態をつくる、更新性を担保する
③ 校則やルールの「理念」や「目標」から点検する

▲参加人数 36人
（高校生14名、教員10名、保護者6名、事務局6名）
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2. 事業実績 新渡戸文化学園

2-1. 教員×保護者ルールメイキングワークショップ（令和2年1月18日）

生徒主体での学校づくり（広義のルールメイキング）をしていくための、
土壌づくりの一環として教員、保護者向けにワークショップを開催した。
既存の学校ルールで残していくもの（伝統）・変えていくものを整理し、
変えていくものに対して教員・保護者でどう課題解決していくかを議論。

▶ルールを見直しための指針を確認した
① 課題解決に向けたチームメンバーには、3者（生徒・教員・保護者）がいること
② 課題解決に向けた議論の様子が開かれていること

▲参加人数 34人
（生徒6名、教員10名、保護者12名、事務局6名）
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2. 事業実績 安田女子中学高等学校

3-1. ルールメイキングプロジェクトキックオフ（令和元年12月21日）

生徒・教員それぞれが校則、ルールについてどのように捉えているのかを把握する、
またプロジェクトの進め方について検討するワークショップを開催した。

▶学園で目指す方向性、学校現場の声をキャッチアップした
① 生徒・教員ともに、おかしな校則やルールについて意見を持っている
② 校則やルールを「変えられる」という実感・手応えが持てない
③ 誰も排除されない「検討」「見直し」の動きにしていきたい

▲教員向けキックオフ 参加人数 15人
（教員9名、弁護士1名、事務局5名）

▲生徒向けキックオフ 参加人数 20人
（生徒12、教員2名、弁護士1名、事務局5名）
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2. 事業実績 安田女子中学高等学校

3-2. 生徒会「ルールメイキング・キャンペーン」プロジェクト
（令和2年2月5日/2月10日/2月19日/2月26日）

関心の高い一部の生徒や教員による活動にならないためにしたいという現場の声か
ら、校則やルールの見直しを本格始動させる4月より前に、生徒会主導による「ルール
メイキング・キャンペーン」を実施することになった。教員や事務局の対面・遠隔
（オンライン）サポートのもと、キャンペーンアイディアや立案や実施準備を行っ
た。

▶ルールメイキング・キャンペーン
① 掲示板（校則掲示 意見提出）② 意見箱の設置 ③保護者への発信/意見収集

▲プロジェクト体制 参加人数 23人
（高校生14名、教員2名、弁護士2名、事務局5名）
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2. 事業実績 安田女子中学高等学校

3-3. 全教員ルールメイキングワークショップ（令和2年2月6日）

全教員を対象にしたワークショップを開催。各教員が校則やルールについての
理解を深めるとともに、校則やルールについてそれぞれが感じていることを
出し合い、見える化、共有した。

▶個々の教員の声をキャッチアップした
① 時代の変化に合わせて、校則やルールを見直す必要性を感じている
② 守りたい「伝統」としての校則やルールも存在する
③ 検討するプロセスが透明で開かれている状態をつくる

▲参加人数 85人
（教員76名、弁護士2、事務局7名）
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2. 事業実績 安田女子中学高等学校

2-4. 効果測定のための事前アンケートの実施

▲先生向け事前アンケート ▲生徒向け事前アンケート
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3. 事業成果
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3. 事業成果 開発

1. 導入プログラム

モデル校での実践やプロジェクトメンバーでのディスカッションを通して、
校則を題材に生徒・先生・保護者が対話し、「」

▲ルールメイキングプロジェクト プログラム案 ▲ルールメイキングプロジェクト 土壌づくりステップ
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3. 事業成果 開発

2. キャンペーンサイト

ルールメイキングの始め方、モデル校の変化やそこでのティップスを整理し発信する
教育関係者向けWEBサイト。

URL：http://rulemaking.jp
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3. 事業成果 現場からの声

3. 安田馨さん（安田女子中学高等学校 校長補佐）

本校は広島に位置する女子校で「柔しく剛く」の学園訓に基づく人間教育を重視しており、正門前
での一礼や授業開始前の静座など、他校にない特色を持ち、そのことを誇りとしている。100年を超
える伝統があることから、外部からも「伝統を大切にする学校」としての評価を得ている。一方で伝
統があるが故に変えにくい部分があり、一部のルールが硬直化しているのではないかとの課題意識か
ら見直しを検討するタイミングでルールメイキングのプロジェクトを知る機会があり、その趣旨に共
感し連携することとなった。
この半年の間に複数回の教員向けワークショップ実施し、生徒会の生徒とのワークショップやミー

ティングも複数回実施することができた。教員向けワークショップでは、課題意識の共有と本プロ
ジェクトの理解を深めることを目的に行ったが、教員同士もいくつかのルールについて違和感を持っ
ていること、一方で本校の文化として大切にしたいルールが存在することが明らかとなった。日常で
はこうしたルールについて教員同士で話し合う時間は作りにくく、その点において本プロジェクトの
価値を感じている。
また生徒会の生徒とのワークショップやミーティングでは、放課後の時間にも関わらず多くの生徒

が集まり、高いモチベーションで企画の準備を進めている。自分たちがルール作りに関われることに
ついて、率直に嬉しいという反応もあり、まだスタート段階ながら手ごたえを感じつつある。企画作
りのプロセスで本プロジェクトのパートナーの方々とコミュニケーションをとることも彼女たちに
とっては非日常的なことであり、良い刺激になっている。
本プロジェクトを実施するうえで、生徒が「わがまま」に近い内容を出してくるのではないかとの

懸念もあったが、現時点では学校の立場やあり方までを考えて話し合いを行っている。今後、教員や
保護者など様々な関係者の意見を聞き、話し合いをしていくことで壁にぶつかることも多々あると思
われるが、そうした経験も含めて学びとしていけるようにしていきたい。
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3. 事業成果 次期に向けて

「どうせ変えられない」「声を挙げても通らない」このような声が多く聞こえてきた。
校則や慣習について調査をする中で、「一度決まったものを変えていく」プロセスが明確に
設置されていないことが、学校や生徒のクリエイティビティを発揮する壁となっている。

○校則やルールを見直す、当事者（生徒・教員・保護者）の声を反映するルートや
仕組みがない、あるいは明確になっていない

→３者で課題について対話を行い、一緒に課題解決していくPBLプログラム化し、
生徒会・PTA・学校教員の誰からでも発案して取り組めるものへ。

○当事者が参加していくための丁寧な土壌・風土づくりが必要である
○一部の声ではなく、当事者全員が参加できるプロセスや仕組みが必要である

→別紙、土壌づくりプログラム参照

4. 見えてきたポイントや課題感
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未来の教室STEAMライブラリ実証事業
Music Blocksを使って
音楽×算数×プログラミングを教科横断で学び
児童の創造性・課題発見力・問題解決力を養う
公立小学校STEAM教育コンテンツ
成果報告書

学研プラス
2020/2/28
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前期の振り返り
未来の教室実証事業前期（2018年度）において、
Music Blocks（以下、MB）を使った授業を行った結果、
より効果的なSTEAM教育コンテンツにするための以下のよう
な知見が得られた。

 「音楽」または「総合的な学習の時間」の教科に「算数」
の学習内容を取り入れる

教員に対して、教科の融合をもっと提案する
児童の創造的活動、非認知能力を伸ばす方向性を強
化する

教員はMBの操作に不安を感じている
児童にもっと自由に操作させたり、作品を作らせたりしたい
が、教科の学習目標も達成する必要があり、授業時数
が足りない。教員のほうは児童の自由な操作、作品づくり
に対応できるように、MBの知識をある程度身につけないと
いけない

年間を通して継続的に使用できるかたちにまとめてほしい
児童の資質をどう育んでいくかの方針を示し、評価方法を
用意してほしい

今期の目的
前期の振り返りから今期（2019年度）では、以下のよう
な狙いを達成するMBのSTEAM教育コンテンツを用意し、
それが児童の創造的活動、非認知能力の育成につながる
ことの実証を行う。
音楽、算数、プログラミングを横断的に学び、教科の学
習目標を達成しながら、児童の創造的活動、非認知
能力を育成できる

上記を小学校で実現するための、カリキュラムマネジメン
トの方法がわかる

上記による創造的活動、非認知能力の育成について
評価法がわかる

前期の振り返りと今期の目的
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教員が一人でMBの操作を学習できる動画。授業中に教員が
児童に見せる用途でも使用できる。
また、児童が自学自習に使うこともできる。前期の「MB基本操
作マニュアル」を動画にバージョンアップさせるかたちで、前期・今
期で使用するMBの主要な機能について解説した。

成果物①MBの操作を自学自習できる動画

動画の内容

個数：19本／時間数：合計160分程度

準備編
「Music Blocks」をつかう準備
「Music Blocks」のセットアップ
「Music Blocks」の起動・終了
基本操作編
「Music Blocks」のしくみ
音がなるしくみ
プログラムのしくみ
ブロックのしくみ
画面とボタンのつかいかた
画面各部の名前
画面をスクロールさせる
メニューにあるボタンのつかいかた
カンバスボタンのつかいかた
ブロックボタンのつかいかた

ブロックのつかいかた
ブロックをとじる・ひらく
ブロックをはずす・いれる
ブロックをすてる・もどす
ブロックをコピーする
ブロックをだす
ブロックをかえる
ブロックの説明を見る
パレットのつかいかた
パレットの紹介
「音符」グループのおもなブロック
「実行」グループのおもなブロック
「ペン」グループのおもなブロック
プログラムのつくりかた
「スタート」ブロックの役割
プログラムをつくる
プログラムを実行する
ブロックの機能編
音をならすブロック
音をならす
休符をつくる
和音をならす
ドラムといっしょに音をならす
ドラムの音をならす
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教員が期初に授業計画を作るときの参考になるように、対応す
る教科、各授業案の内容と狙いを解説した。
これにより、授業案から授業案への流れ、すべての授業案を通
した学習目標を理解したうえで、すべての授業案が実践できな
い場合にも教員が必要と考える授業案を自身で抽出できる。
前期・今期のすべての授業案を包括している。

成果物⑤前期・今期の授業案を包括する単元計画

個数：1

前期12コマ、今期6コマの授業案を一覧し、
全体を通した狙いがわかる。
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検証②本調査：実証授業
①場所：岐阜市立徹明さくら小学校
②時期：2019年11月19日～12月7日
③対象：5年1組／2組の児童52名

授業案・単元計画・ルーブリックの検証結果

授業案・単元計画についての検証結果と考察
 おおむね想定通りに進んだ。開発に携わっていない教員によ
る授業も、大きなつまずきはなく進んだ

授業の準備に時間がかかるという声もあったが、はじめての実
践であったり、授業参加日での発表があったりと、例外的な
要因が大きい

学習目標である創造性、課題発見力、問題解決力につい
ては、指導や観察した教員から向上することが示唆された。
ただし課題発見力と問題解決力は、授業で扱うあくまで一
部の課題や問題に対する力との回答だった

 テスト授業では、課題発見と問題解決への取り組みが見失
われがちになることが懸念されていた。実証授業ではグループ
ワークの時間を設定したり、児童用の「プリント」を見る時間
を設けたりといったことで、学習目標を確認する対策をとった。
また、教員が新たな教材を作成し、授業においてその有効
性が示された

ルーブリックおよび
ルーブリックによる評価についての検証結果と考察
個々の児童に対する授業を行った教員の評価、観察者の
教員の評価、アドバイザリーメンバーの観察者の評価を比較
した場合、ほとんど差が見られなかった。評価に差がないこと
は、児童の多くが「A（十分満足できる）」と評価されたこと
によるが、この現象に対して教員とアドバイザリーメンバーの
評価にネガティブなものはない

細かい視点ごとに評価することは教員の負荷が大きく、普段
の授業でそこまで見ることはない。教員が行う評価は、授業
中の態度、もしくは授業で作成された成果物の総合評価の
いずれかの1視点に限定する

④実施方法：今期に開発した単元計画をもとに、前期の授業案による授業を4回、今期の授業案に
よる授業を6回、計10回の授業を行った
今期の目的である、開発に携わっていない教員でも使えるものであるかを検証するために、
一方のクラスを開発にたずさわっていない教員による授業とした
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今後の展望

①作品の発表・共有方法、場所、機会
実証授業を実施した参観日に発表された作品は、教員だけでなく保護者からも評価が高く、
作品の保存や共有を希望する声が聞かれた。現在のMBにもその機能があるので案内をしたが、
MBがなくても作品を見られるようにしてほしいということであった。
MBで作ったファイルを動画として保存する機能などがあるとよい。また、その動画を公開する場所
もあるとよい。さらには、MBの作品を審査するコンテストのようなものを実施してもよい。これらは、
作品づくりの意欲を高める、手本となる作品を見られるようになることにつながるであろう。

②多様な授業案の発表・共有方法、場所、機会
実証授業において明らかになったのは、授業は児童の創造性、課題発見力、問題解決力の
育成に資するが、授業で行った範囲に限定されるということである。
つまり、授業案が複数あればあるほど、多様な能力の向上に役立つということである。①と同じく、
教員が独自に作成した授業案を発表・共有できる方法、場所、機会があるとよい。



25

笠原校長先生

本実証事業のメンバー

実証校 岐阜市立徹明さくら小学校の先生方

野原教頭先生 岩井先生

椿倉先生 林先生 那須先生
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林先生

学研教室笠松教室講師。Music
Blocks実証事業第二期では、開発
した授業案を学研教室の生徒にテス
ト実施。

本実証事業のメンバー

テスト授業実施校 学研教室の先生方

二村先生

学研教室若宮地つばさ教室講師。
Music Blocks実証事業第二期では、
開発した授業案を学研教室の生徒に
テスト実施。
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本実証事業のメンバー

アドバイザリーメンバー

WALTER BENDER氏

Music Blocks 開発者。元MITメディア
ラボ所長。100ドルのパソコンを開発途
上国の子どもに届ける「OLPC（One
Laptop Per Child ）」プロジェクト創
設者。NPO「Sugar Labs」創設者。

中島さち子氏

音楽家・数学者・STEAM教育者。日
本人女性唯一の数学オリンピック金メダ
リスト。東京大学理学部数学科卒。大
学在学中にJAZZに魅せられ、卒業後
はJAZZピアニストとしても活躍。

DEVIN ULIBARRI氏

Music Blocks開発者。元ニューイング
ランド音楽院ギター科長。CMIE学生向
け音楽カリキュラム研究者兼編集者。
MA 州モルデン市公立中学校「Learn
Code and Music!」教師。
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本実証事業のメンバー

アドバイザリーメンバー

中原 悟氏

学校法人加藤学園暁秀初等学園教
員。 ICT科を主に担当する。Music
Blocks実証事業第一期に参加し、独
自に創造的活動を促すカリキュラムを開
発、授業実践を行っている。

北村勝朗氏

日本大学理工学部教授。学習心理学
領域を中心とした研究を行っている。研
究の中心的なテーマは才能・コーチング・
熟達など。Music Blocks実証事業第
一期に参加。

剣持佳季氏

学校法人加藤学園暁秀初等学園教
員。算数科を主に担当する。Music
Blocks実証事業第一期に参加し、独
自に創造的活動を促すカリキュラムを開
発、授業実践を行っている。
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本実証事業のメンバー

アドバイザリーメンバー

鍋倉弘一氏

有限会社ヴァリス代表取締役。教育雑
誌、プログラミング学習書籍をはじめとし
た出版物や動画教材の制作を行う。
Music Blocks実証事業第一期に参
加。

国枝俊弘氏

TFC株式会社代表取締役。心理学的
知見を活かしたアセスメントの作成のほか、
教育プログラムや診断ツールの開発、研
修・トレーニングなどを行う。Music
Blocks実証事業第一期に参加。



学校内オルタナティブ教育に関する実証
（０３０４確定版）

実証フィールド校：横浜市立鴨居中学校
実証期間：2019年9月～2020年2月

2020年2月29日
株式会社城南進学研究社 水野雅恭
株式会社 JMC 宮﨑亮
横浜市立鴨居中学校 齋藤浩司



当実証事業の背景と目的

• 様々な事情により、学校に登校できていない生徒、または一般クラスで
授業を受けることができない生徒は、全国的に増加傾向である。不登校
傾向の生徒は、中学校に行きたくない理由について、身体的症状以外の
要因では「授業がよくわからない」「良い成績がとれない」「テストを
受けたくない」など学習面での理由がみられている。（※1）

• その不登校傾向にある生徒たちに、ICTを活用した新たな学習の場と機会
を提供することで、登校し学習する動機づけをおこない、また、学習時
間を確保し、「教室」以外の場でも本来の学習範囲の補填が可能である
ことを実証することを目的とした。

（※１ 「不登校傾向にある子どもの実態調査報告書」日本財団 2018年12月12日）







生徒・保護者への案内 まとめ

・各担任より家庭に当事業のご案内を行ったが、好反応であり、否定的にと
らえたご家庭は皆無であった。

・短い期間の中で、周知方法が難しかった。準備が不十分のままご案内をお
こなうこととなった。（オンライン学習システムをはじめとする学習支援の
環境が整っていたため、柔軟に対応することができた。）

・当事業はICTを活用して教科指導のできる学習塾として誤認される家庭が一
部あった。「学習支援員」や「学習支援」などの名称も含め、正しい伝達方
法に課題が残る。





学習の状況
「和」なごみルームまたは家庭内でICT（デキタス）を利用した学習実績は下記のとおり。

９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 計
総学習時間 ３０時間

２７分
２０時間
１０分

９７時間
７分

１５時間
６分

１５時間
９分

１５時間
１３分

１９３時間
１２分

受けたテス
トの総得点

７４２０点 ３４５０点 ５８５０点 ２７００点 ７３７０点 ２５００点 ２９２９０
点

利用者数 ７人 ６人 １０人 １１人 １２人 １４人 １６人

利用延べ日
数

３１日 ３１日 ７８日 ５０日 ６７日 ５０日 ３０７日

※学習時間は授業動画を視聴している時間（再生中の時間）とテストを解いている時間（１０問最後まで解いたテストのみ）を抽出。
※テストの総得点は、デキタス上の「基本問題」または「チャレンジ問題」について、１問正解１０点
として集計した。（〇×チェック問題は集計外）

■デキタス利用状況の特徴
・上記データについて、比較対象や基準がなく評価が難しい。
・土日や冬休み中の利用実績が大きく減少すること、8名の定期利用者のうち7名は「和」なごみルーム
滞在中に先生や学習支援員のサポートのもとで利用していることから（家庭でのご利用は1名のみ）、
デキタスの有効活用において、「場」と「人」の重要性を再度認識させられた。
・個別学習計画を作成した生徒は5名ともデキタスの学習時間の増加、「和」なごみルームへの放課後
滞在時間の延長が見られ、学びの動機にプラス作用をもたらした（※次ページ以降で詳細を報告）。

























ICTを活用した学習支援 まとめ

・解説動画の内容を穴埋め式ノート（デキタスノート）に書き取り、ノート
を完成させることの積み重ねが、本人の達成感を醸成させるようである。

・担任の先生にとって、生徒の学習内容が穴埋め式ノートに可視化されるた
め、生徒の学習状況の把握に役立った。

・生徒の学習意欲喚起において以下の言葉の投げかけが有効であった。「無
理してやらなくても良いんだよ」「ここまで進んだの？よくやってるね」「
しっかり（ノートに）書けているね）」「テストの得点上がったね。繰り返
し粘ってよかったね。」

・学習計画や学習状況について、先生方との連携のスキームが十分に確立で
きなかった。







生徒アンケート結果集計
2/16より「和」なごみルームを利用していた生徒に対して無記名アンケートを行った
。5名より回収。結果は以下の通り。

役に立つ まあまあ
役に立つ

どちらともいえ
ない

あまり役に立た
ない

役に立たない

なごみルームは
あなたの学びの
役に立っていま
すか

５ 0 0 0 0

ICT教材を利用で
きたことはあな
たの学びの役に
立ちましたか

4 1 0 0 0

話し合い学習は
あなたの学びに
役に立ちました
か

1 2 0 0 0

先生以外の支援員
によるサポートは
あなたの学びの役
に立ちましたか

2 2 1 0 0





教員アンケート結果集計
2/16より「和」なごみルームを利用していた教員に対して無記名アンケートを行った
。15名より回収。結果は以下の通り。

役に立つ まあまあ
役に立つ

どちらともいえ
ない

あまり役に立た
ない

役に立たない

「和」なごみ
ルームでICT教材
を利用できたこ
とは生徒や先生
方にとって有益
でしたか

11 3 1 0 0

話し合い学習は
「和」なごみ
ルームご利用の
生徒や先生方に
とって有益でし
たか

3 2 7 0 0

民間の支援員の
配置は「和」な
ごみルームご利
用の生徒や先生
方にとって有益
でしたか

11 4 0 0 0





未来の教室実証事業 成果と課題のまとめ

• ・ICTを活用した学習状況により、観点別評価へ反映させた。その中で評
定が上がった生徒が実在した。ログイン時間や日数の基準作りは今後の課
題である。

• 個別学習計画による動機づけと学習量の増加は確認できたが、まだ事例が
少ない。継続して取り組みより多くの事例を創出し、計画作成のマニュア
ル化ができれば、全国的な課題に対する改善につながるかもしれない。

• 個別支援学級の生徒が放課後に残ってまで学習に取り組むケースは非常に
まれであると思われる。個別支援学級での授業内でのオンライン学習シス
テム活用についてとその効果も実証に取り組んでみたかった。

• 「和」なごみルームにも登校できない生徒に対して適切な支援が行えなか
った。今後有効な支援として、ズームを用いた学習支援員との定期面談や
デキタスの利用促進、アウトリーチ（訪問支援）の実施は有効な策となり
うるか実証に取り組んでみたい。



未来の教室実証事業 次年度に向けて

前項の「成果と課題のまとめ」から、今後実証に取り組む必要を感じた懸案
事項は下記のとおりである。

• ICTによる学習状況の成績への反映基準の作成

• より多くの事例作成と個別学習計画のマニュアル作成

• 個別支援学級にて発達障害等を抱えている生徒への効果的なICT活用の検証

• 家庭内での効果的な学習支援の検証



幼⼩中統合型個別最適・⾃⽴学習環境
i.Dare（イデア）

成果報告書

2020/02/29
特定⾮営利活動法⼈SOMA

担当者：瀬⼾昌宣
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1.背景・⽬的
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はじめに

「第４次産業⾰命」「Society 5.0」などの標語に代表されるように、社会は究めて⼤き
な変⾰の中にある。戦後から⾼度経済成⻑期のように社会が仕事を⽣み個が集団として
その仕事に当たっていた時代から、個が仕事を⽣み社会を構成するという時代が訪れて
いる。そのためには、多様なひとりひとりのあり⽅を認め、多⾯的に育むことができる
学習環境が社会の⾄る所に存在する必要がある。学校を始め既存の教育施設や教育機会
を活かしつつ、ひとりひとりの多様なあり⽅を最⼤限に尊重することができる学習環境
が求められる。

7⼈に１⼈と⾔われる児童の貧困、⼈⼝の中に⼀定数は存在するギフテッド（２％）、発
達の特性が強い児童（6％）、またそれらの児童も⼀部含まれていると考えられる不登校
児童（5％）および5⼈に１⼈といわれている潜在的な不登校児童（20％）など、児童は
⾃ら選ぶことのできないさまざまな困難に直⾯している。そこに⽣まれるさまざまな
ニーズを満たすことで各児童を包括的にサポートする必要がある。そのための学習環境
の多様化という点で、環境整備が遅れがちなのは地⽅の、特に中⼭間地域である。⼈⼝
規模が⼩さく、経済的な状況も恵まれておらず、遠隔地のために求める多様なサービス
にアクセスできないという状況が⾄る所にある。都市部ではうけられるサービスもうけ
られないなかで、学習から取り残されてしまう児童が割合としては同数存在している。
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はじめに（つづき）

 弊法⼈は四国の中⼭間地域を中⼼に学校教育及び社会教育・⽣涯
学習の企画・⽀援・実施の活動を⾏なってきた。その中で、全ての世
代の教育・⼈材育成に関する３つの課題点を⾒た。⼀点⽬は「個⼈
の発達に合わせた深い学びの機会の不⾜」、⼆点⽬は「主体性の基
礎となる⾃由意志による選択を保障する環境の⽋如」、三点⽬は「創
造的・独創的に⽣きるための⾃尊感情の崩壊」である。これらを解
決し、誰⼀⼈取り残さない学習環境を、既存の学校やその他の教育
施設と連携し、教育機会確保法などの関連法案を活かして学習権を保
障する試みが「幼⼩中統合型個別最適・⾃⽴学習環境 i.Dare（イ
デア）」である。
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i.Dareとは

 i.Dare（イデア）とは、3歳から15歳までの児童を対象とした、幼⼩中統合型の個別最
適・⾃⽴学習環境である。各児童の発達を的確に把握し、発達段階に合わせたプログラム
を各個⼈に仕⽴てていき、発達・発育を促す。⼈⼝の中に⼀定数は存在するギフテッド
（２％）、発達の特性が強い児童（6％）、またそれらの児童も⼀部含まれていると考え
られる不登校児童（5％）および5⼈に１⼈といわれている潜在的な不登校児童（20％）な
ど、児童はさまざまな状況におかれている。既存の学校教育の⼀⻫講義型では、⾃らの⼒
を発揮しづらい児童に対し、個別最適化を念頭に置いた対応をしていくことで、学校でも
学校外でも⾃⼰実現が図れる児童の育成をめざす。

 i.Dareにおいて最も重要視するのは⾃尊感情の醸成である。⾃尊感情の有無が、環境や
提供されるコンテンツによる児童の発育の効果に強い影響を及ぼすためである。そのため
に、⾃⼰肯定感・⾃⼰認識を育む描画・アート・体育・⾔語・アントレプレナーシップ教
育をプログラムの中核に置く。また、AI型ドリルを使って個別最適化された教科学習と、
「学び合い」の原則に基づいた主体的・対話的で深い学びとなる講義型授業を展開する。

 ポートフォリオやカルテの作成と分析にもとづき、成果だけではなく⾃らの成⻑を喜ぶ
ことができるよう到達度評価を⾏い、的確な個別最適・⾃⽴学習へと繋げていく。
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i.Dareとは（つづき）

 学校外にある施設を拠点に教育⽀援センター機能の役割を担いながら、⼩中学校、教育
委員会および保護者と連携し、児童の発達を総合的につくりあげていく。また、保育園・
幼稚園と同様の枠組みでの幼児教育を同時に提供する。これにより、3〜15歳の異年齢の児
童が共存する環境を作り上げ、⼈との関わりの中で育まれる社会性のみならず、「誰かの役
に⽴つことができる」というけいけんから⾃⼰有⽤感・⾃⼰効⼒感を育むことができる。
 東京都世⽥⾕区にある「ほっとスクール希望丘（きぼうがおか）」は、公設⺠営の不登
校⽀援施設である。当該施設は「教育⽀援センター」と位置づけられ、教育機会確保法の
成⽴を受け、教育⽀援センターを必ずしも学校への復帰を求めない施設にするという⽅向
性に変え、⾃治体が⺠間のNPOと連繋をしながら児童の⽀援にあたっている。今後⽣き⽅
や社会のあり⽅がさらに多様になっていく中で、さまざまな状況に置かれている児童の学習
権を保障する取り組みがより社会で必要とされていくと考える。i.Dareは、⼩規模な⾃治体
（⼈⼝2万⼈未満を想定）における学びの選択肢のモデルを⽬指す。学校教育との連携を図
りながら、公教育の安⼼感と私教育の特異性を合わせ持つのみならず、異年齢が集団で過ご
すことによる様々な共有体験と⾃由意志による⾃⼰選択に基づいた失敗・成功体験を繰り返
すことにより基本的⾃尊感情（成功や優越とは無関係に⾃分をあるがままに受け⼊れ、⾃
らを⼤切な存在として尊重するものであり、他者との⽐較に基づくものではなく、絶対的・
永続的・根源的な無条件の⾃尊感情）を醸成し、知的・⼼理的・⾁体的に健全な発達・発
育をとおして、地⽅から、100年後の⽇本の礎を作る⼈材の育成をはかりたい。
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２．実施内容
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i.Dare実施のスケジュールとレギュラーコンテンツのリスト
9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉

• プログラム作成 
• スタッフ内での模擬
授業の実施

• 体験会の実施（2時
間のプログラム ）2
回

• 体験会の実施（全⽇
のプログラム ）2回

• 体験会の実施（全⽇
のプログラム ）4回

• フルタイム運⽤（1/14~3/3までの平⽇34⽇
間）

Atelier for KIDS 
（アート）

セサミストリートカ
リキュラム（対話）

やぶトレ 
（体育）

絵を聞く保育 
（描画活動）

English & Chinese with 
NeiNei 

（英語と中国語）

Story Time 
（⽇本語と英語）

QUBENA 
（AI型ドリル・算数）

レギュラーコンテンツ

Cooking! 
（昼⻝の調理）
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本実証事業に参加した児童の学年の内訳

当初、本実証事業は幼⼩を対象にしていたが、保育園との協議の結
果、幼稚部の実施は⾒送り、⼩中学⽣対象の実証へと切り替えた。結
果、フルタイム運⽤時に実証事業に参加した児童は12名（実証終盤
に加わった⼩学⼀年⽣を含む）。12名の学年の内訳は以下の通りで
ある。

⼩学⼀年⽣ ５名

⼩学⼆年⽣ １名

⼩学三年⽣ ３名

⼩学四年⽣ ２名

⼩学五年⽣ １名
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i.Dareの⼀⽇

08:30~09:00 Check in 
09:00~09:30    Voice Training (Phonics, breezing) 
09:30~10:30 Program 1 
10:30~10:45    QUBENA 
10:45~11:00 移動 
11:00~12:00 Cooking! 
12:00~12:45 Lunch & Clean up! 
12:45~13:00 移動 
13:00~13:30 Coffee break（Aki’s Story Time） 
13:30~14:00  【Special Talk】「ウイルス」の話 
14:00~14:45 Program 2 
14:45~15:30 Check out

i.Dareは平⽇の8:30~15:30までの運⽤です。毎朝のチェックインで今⽇の気持ちややってみたい
ことなどを述べた後、以下のようなスケジュールが⽰される。ルールは他⼈の⾃由をうばわない
こと、そしてここに⽰された時間を守ること。Program 1と2は児童全員で会議を⾏い、ひとり
ひとりがその時間を何にどのように使うかを⾃由に決めてから活動をする。お昼ご飯
（Cooking!）は全員での共同作業。レギュラープログラムに加え、時々の児童の興味関⼼に沿っ
たプログラム（以下の場合はVoice Training）や時事問題についてのプログラム（以下の場合
は、コロナウイルス感染拡⼤に際して「ウイルスとは何か？」についての話をした）などを、適
宜挟んでいく。チェックアウトで⾃らの感情と思いを共有して、⼀⽇が終了となる。
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Atelier for KIDs@i.Dare

Atelier for KIDS@ i.Dareの概要
以下の４つで構成されたプログラムで
ある。

1. 「artのとびら きはん」の共有…
グラウンドルール（哲学）の徹底
(じゆうとはなにか/失敗はない/時
間は⾃分でデザインする)

2. 「素材と道具を学ぶ」…知識の教
⽰ではなく、「なぜ/どうやったら
できるのか」を全員で考える

3. 「創作タイム」…⾃分とは何か、を
問い続ける

4. 「鑑賞会」…⼈も意⾒も作品も、
違っていて素晴らしい
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Atelier for KIDs@i.Dare
2．プログラムとして意識したこと
「創作タイム」
芸術家のこころと教育者の視点で、制作中のフィード
バックをすること。
通底している理念は、児童ひとりひとりが「⾃分はどう
したいのか」「何を美しいと思うのか」…と、内なる⾃
分と対話をする体験、「他⼈からの評価や価値観に合わ
せる必要などなく、⾃分⾃⾝の中に答えはあるのだ」と
いう実感を担保すること。正解も失敗もない、創作表現
活動であるからこそ、「主体的な学び」につながる「⾃
分への信頼、⾃⼰肯定感」を育むことにつながるからで
ある。

「鑑賞会」
作品について、「先⽣が、どう感じるのか」を伝え続け
ること。
「評価」ではなく、⼀表現者と⼀表現者がどう感じあっ
たのか、それを伝えあう場とすること。
作者（児童）は制作秘話を語り、仲間の表現や意⾒に⽿
を傾け、同じ表現者として、作品を尊重し認め合うとい
う経験の積み重ねは、「相⼿の思いや表現を尊重するこ
ころ」を培い、多様性を豊かさだととらえる哲学が⽣ま
れてゆく。
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Atelier for KIDs@i.Dare

3.学習指導要領をふまえた、活動
の有⽤性
 児童の主体性を⼗分尊重した上
で、適切なフィードバックによっ
て技能⾯や創造的な構想⼒を養う
ことができる。また、常に相互の
鑑賞活動とパッケージングされて
いることで、表現活動と鑑賞活動
を関連付けることができる。
 そのような活動が学習指導要領
でめざされている、豊かな⼼や創
造性の涵養につながっていくと考
える。
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やぶトレ
1．やぶトレの概要
発育発達に基づいた動きの再学習がねらい。動きのリプロ
グラミングである．コーディネーション能⼒の7つの能⼒
の獲得、36の基本動作のうち、くぐる、わたる、登る、ぶ
ら下がるの4動作を主軸に道具を使ったりして再学習する
PBL型の運動学習。

体を使ったグーパー、寝返り、⾶⾏機、腹這い、四つ這
い、⾼ばい、カンガルー、⽝、上向スパイダー（写真・
上）、下向きスパイダー、ロケットの動きを⾏う。基本的
には寝返りのうてない⾚児がどのように筋⾁と動きを獲得
していくかということを狙っている。動きの速さや性格さ
をチーム間で共有・競争などもした。

動きと動き、または動きと論理的思考⼒の組み合わせによ
り、脳の並列処理の⼒を養う。
例）2⼈組で向き合い、⼿を出して、四則演算の暗算をし
て、答えが偶数の⼈が⼿を叩く、奇数の⼈は避けるや⾝体
の部位を⾔う中で、ゴーのサインでアクションを起こす。
例）暗算して、答えは偶数は右⽅向、奇数は左⽅向に寝返
る
例）ボール遊び（回転しながらボールをキャッチしたり、
ボールをバウンドさせたり、空中に投げたり）
例）テントを⼀⻫に広げて、テントがしぼまないように、
場所を素早く⼊れ替わる。（写真・下）
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やぶトレ
2．プログラムとして意識したこととその成果

プログラムとして意識したことは、⼦供達が少し頑
張れば出来る課題を設定し、仲間のサポートの元、
課題を⼯夫してすることを意識した。
出来るできないではなく、やり切ることを、協⼒す
ること、コミュニケーションをとることを意識し
た。

成果としては、出来ずに諦めていた⼦供も、少しず
つ出来なくてもやり切るようになった(レジリエン
ス、グリッドの醸成)。仲間を応援したり、コミュニ
ケーションを取れるようになり社会性の著しい成⻑
が⾒られた。

3．学習指導要領をふまえた、活動の有⽤性
 年齢ではなく、⾝⻑・体重といった⽣物学的側⾯
をとらえ、1⼈ひとりの発達段階に応じたプログラム
の設定をサポートを⼯夫できる。そのことが、⼈間
としての調和のとれた育成をめざし、健康で安全な
⽣活と豊かなスポーツライフをめざす学習指導要領
の理念に沿ったものだと考える。
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絵を聴く保育（描画活動）

１.「絵を聴く描画活動」とは、1対1の対話を通じて、⼦
どもの思いと発達を引き出し表現につなげる描画活動で
ある。絵は発達と思いを伝える有効な表現⼿段であり、
⾔語表現や⽂章表現が苦⼿な児童とのコミュニケーショ
ンのツールとして重要である。また、絵の発達は、障が
いの有無にかかわらず同じ道筋をたどるため、描画活動
による絵を通して児童の発達段階を的確に判断すること
ができる。発達に停滞がある場合は、発達の階段を⾶ば
していることが⾮常に多く、どの発達の階段を⾶ばして
きたのかを絵を使って判断することができる。
I.Dareでは、児童⾃らが活動の様⼦などテーマを決め
て，絵を描く時間を設定し，その上で職員と対話を重ね
ながら個⼈や協働で描画活動を⾏った。これらの絵の変
容から児童⼀⼈ひとりの変容を⾒取っていくようにし
た。

2．活動に期待される効果
職員が児童を⾒とる際、⾔葉や⾏動だけではわからない
ものを絵の変容から確認し、関わり⽅への参考とするこ
とができる。
「絵を聴く描画活動」は「絵を聴く保育」として、保育
園児に対して⾏ってきた。⼩学⽣に対しても、保育園児
に対してと同様の効果があり、保育園児の発達段階で停
滞していた⼩学⽣の児童の発達が進むのを促すことがで
きた。
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English & Chinese with NeiNei
1．概要
 ⽶国⻄海岸に在住で、⽇英中のトライリンガルである⽩川寧々⽒が講師となり、遠隔会議システムで現地からの⽣中継の形をとった。現地の住宅
内、住宅街、スーパーなどをあるきながら、その時々・場⾯の⽂脈に合わせた英語や中国語の単語や表現を、対話をしながら学んでいった。
 児童が⾃分の伝えたいものを描画や造形として作って、それを⾔い表す英語や中国語を調べ学習する時間も取り⼊れ、i.Dareの他のプログラムと
も関連付けた。
 現地から学習素材として送られてくる写真や動画は、インターネットで検索してもあまり触れられない⽣活感があふれているもので、児童の関⼼
を多いに引いた。

2．学習指導要領をふまえた、活動の有⽤性
 本活動は、⽩川⽒が⽶国⻄海岸において現地の様⼦を⽣中継で伝えるため、児童は英語や中国語とともに、現地の⽣活様式や⼈々の考え⽅の似て
いるところや違いを感じながらかつどうに取り組むことになる。
 これは、外国語活動や外国語、⽣活科、社会科、総合的な学習の時間、道徳等様々な学習活動の要素を取り⼊れた教科横断的な取り組みである。
 このことから、本活動はカリキュラムマネジメントや物事の多⾓的・多⾯的なとらえ⽅をめざす学習指導要領の理念に沿ったものであるとかんが
える。
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Story Time
1．Story Timeの概要
＜概要＞
ほぼ毎⽇、13時から30分（15分の場合も）の帯活動。
⽇本語、外国語を織り交ぜながら、読み聞かせ、
⾔葉遊び、⾳楽、絵画鑑賞等をインタラクティブに実践。
担当は⽇本語・英語のバイリンガルの職員。

＜実践例＞
・⽶国メトロポリタン美術館発⾏の、収蔵絵画を利⽤したアルファベット絵本の紹介。液晶スクリーン
に表⽰したGoogle Mapで⼟佐町から美術館までの位置関係を⽰し、美術館HPを⾒ながら紹介。絵本に
移り、絵（例 A=apple りんごが描かれた収蔵作品4点のコラージュ）を鑑賞しながら、単語を推
測。さらに4点の絵を⽐較鑑賞し、気づいたこと、好きな絵・箇所を各々あげてもらう。
・「ことばあそびうた」（⾕川俊太郎詩、瀬川康夫絵、福⾳館書店）を継続的に使⽤。早⼝⾔葉の読
み聞かせ後、ひとつずつ分解し動作に落とし込み、動作と⾔葉、意味を結びつける。
・⽇本語の早⼝⾔葉に続けて英語の早⼝⾔葉絵本の読み聞かせ。英語独特のrhyme（韻）の紹介。
・回⽂をテーマに数回実施。回⽂絵本、回⽂の歌、回⽂なぞなぞを紹介。
・「それしかないわけないでしょう」（ヨシタケシンスケ、⽩泉社）と合わせて”Would You Rather ”
by John Burningham, Red Fox Picture Booksの読み聞かせ。「選択肢は⾃分で作れる」という本と
「仮にこれしか選択肢がなかったらどうする？」（例、なめくじのスープと⾍団⼦、⾷べなきゃいけな
いとしたらどっち？）という本。後者に関しては、どうしてそれを選んだのかも聞く。
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Story Time
実践例（続き）
・オノマトペの絵本、⽇本語と英語で読み聞かせ。
・動物の鳴き声の絵本、⽇本語と英語で読み聞かせ。
・i.Dare共通教材を⽤いたPhonics（アルファベットの⾳）学習。
・⽇本の⺠話、昔話の読みきかせ。
・⽇本の⼿遊び歌、わらべうたの紹介。
・英語のNursery Rhyme（マザーグースのような童謡・わらべうた）の読み聞かせ。
・「にほんご」（安野光雅ほか、福⾳館書店）を継続的に使⽤。読みきかせの合間に、内容に応じた応答を
挿⼊。⼿話、点字について、しりとりなど。
・上記書籍に登場する楔形⽂字の写真から、図書館史と地理の知識を共有。まず⼤英博物館コレクション
データベースよりメソポタミア楔形⽂字⽯板の写真を紹介、⽯板の素材感や⽂字の形状を確認。続いて
Google Earthで⼟佐町（森林環境）からMosul, Iraq（河川流域、森林はなく砂漠がち）へ、上空から⾒た環
境の違いを共有（というかこどもたちが勝⼿に気づいた！）。⼈類最古の図書館と⾔われるニネヴェの図書
館（⽯板5000枚収蔵と⾔われる）があった場所として紹介。素材としての⽯板ができた背景の地理を感じ
る。さらに楔形⽂字を刻んだ道具とされるスタイラスの写真を紹介、⽂字の形状と照らし合わせた理解。続
いてパピルスを紹介、動画で再現された作成⼯程を⾒た後に、上記データベースで現存するパピルスの写真
を確認、繊維⽅向など作成⼯程からの理解を落とし込む。古代世界最⼤といわれたアレクサンドリア図書館
（古代世界最⼤と⾔われたパピルス図書館収蔵数40万点とも）について紹介したあと、⽯板とパピルスで媒
体としての違い（重さ、携帯性、引⽕性、保管性など）を⽐較検討。⽂字⽂化と媒体の発展の関連を感じ
る。質問を受けて中国・甲⾻⽂字と漢字の関連も写真を交えて紹介。
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Story Time
2．プログラムとして意識したこととその成果

＜意識したこと＞
・⾔葉と⾔葉、⾳と⽂字、⾳と絵、⾳と動き、絵と⽂字、⾳と意味、知識と経験、⽇本語と外国語、⾔葉と⼈、いろいろなもの同
⼠がつながる瞬間の楽しさを味わうこと。
・誰かが作ったもの（本、⾳楽、絵画）を⼀緒に味わうことで、⾃分の⼼の動きを感じること。そしてその動きを⾔葉にして共有
し、互いの違いを知ることで、他と⾃の存在を感じること。
・⾃分が感じたことを⾃信を持って⾔葉にできるような関係性をこどもたちと作ること。
・感じ⽅に正解はないことを感じてもらうこと。
・可能な限り哲学的アプローチ（どうして？）を取り⼊れること、評価（ジャッジ）しないこと。
・各⾔語特有の響きの⾯⽩さ、リズムを感じてもらうこと。
・今いる場所と世界がつながっていると感じてもらうこと。
・今いる現在と過去がつながっていると感じてもらうこと。
・絵本等を読む際は必ず作者も紹介。作り⼿の存在を意識し、「誰かが作ったモノ」という視点で⾃分に引き寄せる⼿がかりを作
ること。
・鑑賞プログラムの基本メソッドは⽶国のVisual Thinking Strategyに準じる。

＜成果＞
・こどもたちは意味を伝えるだけではない⾔葉とのつきあい⽅を感じ始めている（⼿遊び歌の楽しみ、⾔葉遊びの楽しみ）。
・本の作者の名前を覚えており、同⼀著者の作品が紹介されると気付くなど、作り⼿への意識ができ始めている。
・気づいたこと、感じたことなどをためらいなく⾔語化できるようになってきている。
・丁寧な観察が⾝についてきており、絵や写真等を提⽰したときに声がけせずとも気づきを⾔葉にするようになってきている。
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Cooking!

 昼⾷の調理の時間Cooking!は、i.Dareのプログラムの中でチェッ
クイン・チェックアウトと並んで必ず毎⽇⾏ったものだ。調理という
作業に没頭すること、仲間とともに作り⾷べるという共有体験は⾃尊
感情の醸成にも⾮常に重要であるため、i.Dareのプログラムのコアで
もあり、軸を通しているものである。調理場で起きたさまざまな出来
事・教育機会について詳細にまとめた。
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Cooking!
1.調理のシステムがどのように始まり、どのように進化したか

調理を開始した頃、⼦どもたちは調理場に来て初めてその⽇の献⽴を知り、調理作業もスタッフからその都度指⽰された
ことを、⾔われた通りに実⾏するだけ、という状態だった。これではスタッフの⼿⾜になって動いているに過ぎず、⾃分
たちで調理をした、という実感や満⾜感は得られないのではないか、とスタッフミーティングでの検討課題となった。

では、どのようにすれば、⼦どもたちが主体性をもって調理に臨めるのか。⼀⽅で、⼦どもたちのこれまでの調理経験に
はばらつきがあり、包丁の使い⽅が全くわからない⼦もいる。任せる部分と伝える部分をどのようにバランスよく取り⼊
れていけば良いか。最初の課題はまさにそこにあった。

この課題についての最初の⽅針は、「まず調理のゴール（＝できあがりの画像）を⾒せることで、⾃分たちが何を⽬指す
のかを意識してもらい、作業過程についてはスタッフが⼀緒に伴⾛する」とした。

それによって、⼦どもたちは「今⽇はこんな感じの料理を作るんだね」とイメージをもち、例えば、ニンジンがその料理
の中で「どんな⼤きさに、どんな形に切られているか」に着⽬するようになった。そして、それまでの調理活動で⾝につ
けたことも含めて、切り⽅を⾃分たちで⼯夫するようになり、それが 切りという呼び⽅であ”○○“ることも、同時に⾝
につけていった。
 
画像では判断しにくいこともあったので、実際に切り終えたものを⼩⽫に載せ、切る作業の場に⽤意しておくことで、⼦
どもたちからスタッフへの質問が減少するとともに、それをみながら、お互いに話し合い、確かめ合う場⾯が増えていっ
た。

しかしこれではまだ「調理が流れる作業」になっていない。
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Cooking!
限られた時間で、主菜・副菜・汁物・デザートと、複数の料理を同時に作成する必要があるが、ひとつの作業が終わると、
次に何をすればよいか、ということを訊く⼦、あるいは、まだ他の調理が残っているけど気づかずに、配膳を始めてしまう
⼦が⽣じ、調理が時間内で終了しないという問題が⽣じた。これに対して、スタッフがその都度声をかけていては、結局、
彼らが考えて判断し、実⾏する、という、私たちが⽬指すものにはならない。

何が不⾜しているのかは明らかで、それは、私たちが描いている「調理の流れ」が彼らに伝わっていない、ということであ
る。また、スタッフ間でも、調理の流れについての認識の齟齬があると、⼦どもたちへの指⽰が⾷い違ってきたりする、と
いうトラブルも⽣じてきた。

⼦どもたち、スタッフが共通を絵を描くにはどうすればよいか。

全体の流れを踏まえた上で、⼦どもたちに最⼩限の声かけをすることで、⼦どもたちが⾃ら考え、動けるようにするための
情報が必要である。それを考えていくうちにたどり着いたのが、「調理チャート図」であった。

調理チャート図を作成してからは、⽂字が読める⼦はそれを⾒て動き、⽂字が読めない⼦は読める⼦やスタッフに聞くよう
になった。そして、⾃分は調理のどの部分に貢献できるかを考え、⾃ら⾏動することができるようになった。このようにし
て、最低限の主体性が育つ環境は⽤意できた。

今後については、次の段階へのアプローチを考えている。

ひとつは、まだ⽂字の読めない⼦どももいるため、「切る」「焼く」「煮る」などの作業に関しては、ピクトグラムを作
成・使⽤し、⽂字の読めない⼦でも⾃ら判断して⾏動することができるようにしたい。 もうひとつは、現在、スタッフか
ら提供している調理チャート図を、レシピから⾃分たちで組み⽴てることができるようにする、つまり、プログラミング思
考ができる場にしていくことである。これは、さらにその先の、栄養バランスを考慮してメニューを作成することと調理
⼿順をつくることを、彼らに委ねようという⽬論⾒のためにも、重要なことだと考えている。
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2.こどもたちの変化について。（成果）
（１）継続的な調理活動から得たもの
「学校ではあらかじめ先⽣が計った調 味料が⽤意されているけど、i.Dareは本格的に調理するから、調味料も⾃分たちで量る、そこが⾯⽩い」そ
うやって取材のあったテレビのインタビューに答えた⼦がいた。
i.Dareで毎⽇決まった時間⾏われる、この調理の時間の基本は、できるかぎりのことを⼦どもたちで取り組むところにある。最終的には⾷ 材の⽣
産も含め、栄養価 を検討して献⽴をつくること、調理のレシピをつくることなど、へも展開していきたいが、限られたこの実証期間では、まず調
理の範囲において、可能な限り、⼦どもたちが⾃分の判断・選択・実⾏し、結果をフィードバックして、⾃分にとっての調理活動をよりよいもの
にしていくことを⽬標としている。また、そのような主体的な調理活動を通して、さまざまな場⾯での経験が、他の学び（算数や理科、プログラミ
ングなど）へつながりをもって広がることを期待している。
先の⼦どもの声の通り、家庭や⼩学校での調理経験は限られたものが多い。条件は異なるが、どちらにも共通しているのは、時間内に安全で衛⽣
的に適正であること、そして、何よりも決められた通りに実⾏すること、である。そこで管理する⼤⼈の側の都合は、⼤⼈の「思った通り（＝規
定されたプログラム通り）に」⼦どもが実⾏することである。⼀定時間の調理活動で無事に料理が出来上がるためには、それは避けられないことで
あることは理解している。しかし、そのような経験は、⼦どもたちの中で、さまざまな学びとつながる豊かな経験となるのかどうか。
「わたし」はどうしたいのか。⾃らが考え、選択判断して実⾏する。このことを⼤切にするi.Dareでは、他のプログラムと違い、毎⽇定期的に実
施する調理という時間は、⼦どもたちへの影響が極めて⼤きい。そこで、この調理への取り組み⽅においても、そのような視点で⼦どもたちの調
理活動をとらえ、場をよりよいものに改善していくことで、⼦どもたちの調理活動への主体性が育まれることを⽬指した。
この2ヶ⽉間の調理活動の様⼦を記録したビデオを再⽣すると、その変化は確実に⾒られる。最初は「これはどうするの？」「次は何をする
の？」というようにスタッフに声をかける⼦どもが圧倒的 に多かったが、⽇を追うごとに、 周囲の状況や調理 設計を⽰すチャート図を⾒て、⾃
分が次に何をすればよいかを判断し、実⾏するように変化した。さらには、他の⼦に声をかけたり、互いに相談したり、という姿も⾒られるように
なってきた。
⼦どもたちにとって、スタッフは最初、導いてもらう存在だったように⾒えたが、⼦どもたちが主体になってくると、⼦どもたちからスタッフに対
して、⾃分たちがやりたいことを進める上で、不⾜しているところ、⼦どもではできにくいことを要求するようになってきた。これは⼀⾒すると、
⼤⼈への依存のようにも捉えられがちだが、そのとき、⼦どもたちの意識の中に、具体的に何をするかが明確になっているがゆえに、スタッフへ
の依頼は極めて明瞭であり、その⽬的を問いかけると、明確に⾔葉として返してくる。たとえば、⼤鍋で⼤量に野菜や⾁を焼いたり煮たりする際
に、⼦どもでは中⾝を返すことは難しい。そうすると「鍋を持ってささえていて」という指⽰がくる。「どうしたいの？」という問いに対して、
「全体がうまく焼けるように混ぜたいけど、鍋がぐらつくとうまくできないから、動かないように持っててほしいんだ」という答えがかってくる。
その⼦は後⽇、他の⼦が⼤鍋を使う時には、鍋を⽀えることを⾃分から進んで取り組んでいる。そうやって、⼦ども同⼠で伝えあっていくことも増
えていく。
2ヶ⽉、毎⽇⽋かさずに、全員で取り組む調理活動を通して、⼦どもたちの主体的な姿勢、試⾏錯誤を厭わない態度、そしてそれらについて、対話
しながら協働する。よりよいものへと⼯夫していく、そのような学びの場が確実に形成されていった。
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（２）調味料の計量を通して
調味料の計量は、料理の味を⼤きく左右するが、i.Dareの調理では、計量も全て⼦どもたちが役割を担っている。計量では、四則
演算を常に使い、計量器具の使い⽅・作業⼿順などを構成していく必要がある。算数やプログラミング思考を、 計量という作業
を通してフル活⽤する活動でもある。
家庭での調理との⼤きな違いは、調味料の使⽤量である。⼀般的な料理のレシピでは、2⼈分・4⼈分のものが⽰されているが、
i.Dareでは、⼦どもとスタッフだけで15名分を超え、そこにゲストが参加した場合、20名を超えることは少なくない（最⼤は30
名）。そうなると、家庭⽤レシピの4⼈分を５倍、６倍にして調味料を⽤意する必要がある。当然のように掛け算は常時⾏うこと
になる。
また、レシピによっては、グラム表⽰のものもある。⼤さじ・⼩さじ以外に、秤を使っての計量も⾏う必要がある。計量の場合、
調味料と器を⼀緒に測るので、器の重さを差し引いていく必要がある。器を乗せてゼロに合わせるなどの操作も必要になるが、
可能な限り、スタッフは⾒守るにとどめ、⼦どもたちの試⾏錯誤の場となるようにしている。
さじ・秤どちらの計量でも、「どうすればいいの？」という声は⼦どもたちから出るが、その答えをすぐに伝えることは避け、⼀
緒に考える、つまり⼀緒に問いをもちながら、どうすればいいかを対話し、彼らがやってみようと決めたことを尊重する。明らか
に⼤量の調味料を失いそうなときは、疑問を投げかけることで、⽴ち⽌まって考えてもらう。スタッフはそのようなことを丁寧に
⾏うように⼼かげてきた。
⼦どもたちは迷いながらも、計量を受け持った⼦同⼠で相談しながら計量に挑戦してきた。毎⽇同じ⼦が⾏うわけではないので、
同じような試⾏錯誤は続くが、⼦どもの経験の違いはさまざまな試みの違い、物事の捉え⽅の違いを⽣み出す。スタッフも常に問
いを考え、⼀緒に解決するための伴⾛の難しさを学びながら取り組んできた。興味深いできごとを紹介する。
その⽇は20名分の⾷事を作った。ある料理の砂糖は⼤さじ20杯。醤油は⼤さじ20杯。醤油はそのままさじで取ってもほぼ量は⼀
定になるが、砂糖は取り⽅で量がさまざまになる。そのことに気づいた⼦が「どうしたら毎回⼀緒になるかな」と考えていると、
隣の⼦が「そこのお箸でこうやって⼭を削ったら、いつも同じになるよ」と教えていた。 "すりきり"の経験を伝えた場⾯である。
マヨネーズを⼤さじ４分の３という値があったとき、すりきったさじの上で、4分の１と4分の３を確かめて、ナイフでマヨネ ー
ズを取り分けていた。酒を⼤さじ2分の１のときは、マヨネーズのように取り分けはできないので、⼤さじの形を考えて、どの程度
の深さが半分になるのかを考えていた。底は狭いけど、縁は広い。その違いをとらえて深さを決めていた。
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⼤さじ20杯のみりんを取るとき、「これ20回やるの 疲れる」とため息をつく⼦。5杯をとったとき
に「あ、この重さを秤で測って、あとはその重さをとるのを、...えーっと3回繰り返せば、20杯と
同じになるよね」とスタッフに確認をしにきた。そういうときは「すごいねー、５の塊を４つ集め
れば、20になるよね」と7歳の⼦にイメージを伝える。掛け算はこうやって学ぶことができる。さ
じだけでなく、秤も使っていたことで、それをつなげていく。⼦どもの思考が広がった場⾯であ
る。
⼤さじの数は限られている。さとう、醤油、みりん、味噌を計量するとき、砂糖はさじの 表⾯
に残らないので先に計量すると拭き取る作業をせずに、別のものの計量に使えることに気づく。醤
油とみりんは⼀緒にまぜるので、その都度さじを拭く（洗う）必要がないことに気づく。味噌は
擦り切るたびに、取り除いた味噌が⽣じるが、それをとって計量に使う。さじに残った味噌はナイ
フを使うと取りやすい。
このようなことを、計量という活動を通して、⼦どもたちは試⾏錯誤しながら経験を積んでい
く。この経験が、教科の学びとつながり、本当の意味での「理解」を⽣み出す⼟台になる。
最初は試⾏錯誤で時間はかかる。しかし、i.Dareの調理は毎⽇必ずやってくる。互いに学び合う
中で、スタッフの最⼩限のアドバイスで取り組む中で、⼦どもたちは⾃分たちだけでも⼗分に調味
料を正確に準備することができるようになった。
実証期間の終盤では、実際の料理の味を確かめて、調味料を追加すること、さらに、それを記録し
て、次の調理に役⽴てようとする姿勢も⾒られるようになった。彼らがさまざまな料理のレシピづ
くりをする⽇もそれほど遠くないと実感した場⾯であった。
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（３）具体的な調理活動を通して…「切る」
 ⼦どもに包丁を安易に持たせられない、という保護者 の⽅は 多いはず。実際に未経験の⼦どもが多い。
そのため、最初は⼦どもの⼿を持って、こう切るんだよ、とやらせてみたり、⾷材を押さえる 左⼿はこう
やって猫の⼿にしてね、とやってみせたりした。当然ながら、それですぐにできる⼦もいるが、できない⼦
もいる。よくみていると、どの⼦どもたちも、⾷材を切るには、⾃分がどうしたらやりやすく切ることがで
きるのか、と⾃分で考えている。i.Dareで⼤切にしていることは、「わたしはどうしたいのか」である。こ
のことをこの調理作業の場⾯でも、彼らは⼤切にしていた。
 例えば、⼀⼈の⼥の⼦は、⼿を添えるのは怖いので、包丁から遠くに左⼿を置いて切っている。⼀般的
に⾒れば、そんな切り⽅はだめだ、と⾔うところだが、危険さえなければ、まずはそれでやってみる。俗に
⾔う”猫の⼿”も、⼦どもの⼿の⼤きさや⾷材のサイズなどによって、やりにくいことがあることを、彼らの
取り組みを観察しながら感じるところもあった。安全を前提に、まずは⾃分のなりのやりやすい⽅法で取
り組んでみる。実際に続けているうちに、もっと切りやすいやり⽅に、少しずつ変化していくことは少なく
なかった。包丁の持ち⽅も、最初は柄を握りしめていた⼦も、⼈差し指を刃の背に添えて、 刃先がぶれない
ように持つようになった。⾃分⾃⾝の試⾏錯誤、そして、隣で⼀緒に調理している仲間の挙動を⾒ながら、
彼らは学び続けていく。そうやって⾝につけたことは⾃分のものになっている。
 スタッフがこういうやり⽅はあるよ、と事例を⽰すことはあっても、こうしなさいと強制することは極⼒
避け、⼦どもたちが納得した形での試⾏錯誤ができる環境を⼤切にしてきた。
 当然、包丁で⼿を切ることは、2ヶ⽉の間に４回あった。中には、そのことで、もう包丁で切る作業はし
たくない、という⼦もいた。しかし、その⼦は、キッチンばさみやスライサーを使って切れる⾷材の場合
は、いち早くそれを⾒つけ、率先して取り組んでいる。私たちスタッフは、いつの⽇か、その⼦が再び包丁
を⾃分から持つ⽇がくることを、そっと待つようにしている。
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（４）具体的な調理活動を通して…「炒める・茹でる・焼く・煮る」
鍋やフライパンを使って焼くという作業は、熱さとの戦いでもある。やけどの⼼配も当然配慮していく必要がある。また、家庭
料理との違い、⼤きな鍋にたくさんの⾷材を⼊れて調理するので、⼒もいる。このような中で、⼦どもたちはさまざまな⼯夫を
していくことを学ぶ。
 炒める作業では、⾷材が⼊った鍋の中で、油と絡めながら、⾷材を加熱していくためには、⼤きな⽊べらで⾷材を混ぜかえす
必要がある。そのようなことは家庭料理では経験しない。⽊べらをどのように動かせば、たくさんの⾷材を鍋の中で返すことが
できるか。また、⼦どもの⼒では、⽚⼿で鍋を⽀えて、⽚⼿で⽊べらを動かすのは難しい。⼀⼈の⼦がその様⼦を⾒て、鍋を⽀
えに来てくれる。
 茹でるとき、沸騰した湯に⾷材を⼊れると、沸騰がなくなる。「そうか、温度が下がったんだ」とそういう現象を⾒て、温度
が下がったことを想像する。茹でたブロッコリーをサラダで使うためにはさまさなくてはならない。しかし、時間が限られてい
るとき、どうやったら茹でたブロッコリーを早く冷ませるかを考える。ざるで湯切りをしたままでは中の⽅の熱が逃げないか
ら、湯が切れたら、⼤きな鍋の底に広げた⽅がいい、と考えたらやってみる。鍋の中に⽔を⼊れようとする⼦がいると、「そん
なことしたら、せっかく湯を切ったのに、またびしょびしょになっちゃうよ」「そうだ、じゃ、鍋を外から冷やせばよい」と、
その鍋よりも⼤きな鍋に⽔を⼊れて、そこにブロッコリーを敷いた鍋を⼊れた。熱の広がりや伝わりを⼦どもたちが考える。⽬
に⾒えないものを想像していく学びである。
 そして、調理⽤具との戦い。中華鍋の取っ⼿は⽕にかけているとかなり暑くなる。「あつい〜！」と叫ぶ⼦にスタッフは「あ
ついよね〜」と答えるだけ。すると、その⼦「あっ、⼿ぬぐい。これでおさえたらいいかな！」という⾔葉に、スタッフは「な
るほど」とうなずく。その⼦は⻑いままの⼿ぬぐいで取っ⼿を抑えようとする。⼀⽅の端は、鍋の中の⾷材に。もう⼀⽅は鍋に
沿って⽕に達しようとしていた（実際、この事例で⼿ぬぐいが２回ほど燃えた）。その⼦はしばし考えて、「もう半分に折る」
と折っていく。すると今度は、「分厚くなって持ちにくくなった」と再び悩む。そうこうするうちに、「あっ、こうしたらいい
よね」と、⻑⽅形になった⼿ぬぐいの半分だけをさらに折りたたんで、持つところを少し薄めにし、そうでないところは短くな
るようにたたみ込んだ。
 新しく出会うさまざまな場⾯や条件の下で、毎回、新しい挑戦があり、調理という活動を通して、⼦どもたちは学び続ける。
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Cooking!
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Cooking!
（５）料理の好き嫌いと向き合う
 献⽴を作る際は、⼀⼈あたりの⾷べる量は標準的な分量として算出し、それで料理をつくる。しかし、どれだけ⾷べ
るかは個⼈差が⼤きい。⼦どもの⾷事に対する考え⽅は、いろいろあるが、i.Dareでは、「⾃分が決められた時間内に
⾷べられる量だけお⽫に盛り、盛り付けた料理は全部⾷べきる」という約束をしている。また、好き嫌いがあって⾷べ
ない⾷材があってもよいとしている。
 ⼦どもの味覚や嗜好は変化する。体調によって⾷欲も変わる。⼀定ではないものを⼀定にすることには、どこかで必
要以上のストレスを⽣じやすい。
 ⼦どもには、⾃分のことを⾃分で決める⼒がある。可能な限り、その機会を奪わない、妨げないのがi.Dareの基本姿
勢である。
 実際に、そのような枠組みを設定すれば、⼦どもたちは⾷事内容のバランスも、だんだん上⼿に調整できるように
なっていく。お茶碗いっぱいに⽩飯を⼊れていた⼦が、ご飯を⾷べ切れなかった経験をすれば、⽩飯を減らして欲しい
というようになる。残ったご飯はおにぎりにし、i.Dareの終了時（おやつどき）に⾷べたい⼦は⾷べる。昼⾷のときに
少なめにしていた⼦も、そこでおにぎりを⾷べている。保護者の⽅に伺うと、それで特に⼣⾷を⾷べないわけではな
い。⼦どもごとに⾷べるペースやバランスがある。それを⾃分で⾒つけて、うまく⾷べていけるようになることも、⼤
切なことだと考える。
 ⾷べることは⼤切であると同時に楽しみでもある。
 仲間と役割を分担しながら協働して調理し、それを⼀緒に⾷べることは楽しい。そのような中で、苦⼿な⾷材にも挑
戦する姿が⾒られるようになった。そして、こんな味付けだったら苦⼿なものも⾷べれるかも、と提案する⼦も出てく
る。献⽴担当者は、全体のバランスを踏まえた上で、その⼦の挑戦を⽀援する。その⼦はそうやって苦⼿を克服してい
く。そういうことは、強制や無理やりで⾏うものではなく、⼦どもの⾃発的な挑戦をスタッフや仲間が⽀援すること
で、育まれていくものだということを、強く実感することになった。
 ⼦どもたちには、そういう⾷事の⼤切やや楽しみを伝えられる⼤⼈になってほしいと願っている。
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Cooking!
（６）配膳と盛り付け
 ⾷器を並べ、⾷事の準備をすることも⼦どもたちの仕事である。
 料理を⾷べる⼈数は⽇によって変わる。料理の種類は毎⽇違う。調理を終えた⼦から、⾷器を出してテーブルに
並べていく。これも最初に⼿順として伝えただけで、あとは気づいた⼦が動き、それを⾒た⼦が動くようにな
る。「ありがとう」「気づいたね」とスタッフはその⾏動へのフィードバックとして声をかけるが、命ずること
はしない。明らかに誤りがあるときは、「今⽇は何⼈だったかな？」と問いかける。
 最初は⾷器棚から数えずに取り出して、並べながら数を確かめていたけど、あるとき、⾷器棚から出す段階で、
数を確認する⼦が出てきた。彼らは常に考え、判断して、⾏動する。⼀緒に伴⾛することで、⼦どもたちの主体
的・対話的な学びは進む。
配膳のもう⼀つの課題は、この⾷材を盛り付けるには、どの⾷器が良いか、という選択である。幸にして、お借
りしている施設の⾷器棚には、さまざまな⾷器が多数⽤意されている。これを活⽤しない⼿はない。盛り付け例
を⽰して、盛り付けることをさせてしまうと、そこでの思考が停⽌してしまう。
 料理のゴールは⽰してあるが、できる限り盛り付けた画像ではなく、料理そのものの写真にしている。思考や
発想を妨げないと、さまざまな⼯夫をする⼦どもたちが出てくる。ひとまず配膳段階で、⾃分たちで決めた⾷器
を並べていくが、ひとりひとりが⾃分で料理を器に盛る段階で、⾷器を変える⼦もいる。「この⽅が、２つの料
理の味が混ざらずに盛れるから、私はこっちの⽅がすき」。それを⾒て、それに賛同する⼦もいるし、もっと違
うことを考える⼦も出てくる。盛り付け⽅も、⼯夫がある。スタッフに⾃分の盛り付けの写真を撮って欲しいと
要求する⼦も出てくる。
 配膳も盛り付けも⼤事な学びの場である。
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Cooking!
（７）⽚付け
 調理は楽しい。作ったものが結果として可視化される。⼀⽅で、調理で使ったもの、⾷事をした⾷器を⽚付ける作業
は、⼦どもたちにとってシンプルに楽しいものとは⾔えない（これは⼤⼈も同じだろう）。命じることはたやすい。しか
しそれでは常に命じ続ける必要が出てくる可能性も少なくない。
 実証期間の最初は調理で⼿⼀杯だった⼦どもたちに、⽚付けまでを求めることは難しいと判断し、その段階では、ス
タッフが⽚付けを率先して実⾏した。まずはその姿を⼦どもたちに⾒せる。当然、⾒ている⼦と⾒ていない⼦がいる。
そのうち調理を終えて、配膳に向かう⼦の傍で、⽚付けを⼿伝う⼦が出てきた。そこがひとつの転換点。
 調理は、切る・調味料を計量するといった作業の後、加熱したり和えたりといった段階に移る。つまり、切る作業や計
量の後に、切ることに使った包丁とまな板を⽚付け、切り屑など、計量に使ったさじや器、秤、こぼした調味料などを⽚
付ける作業が⽣じる。開始から３週⽬には、「⽚付けまでが調理だよ」と伝え、スタッフが⽚付けることをやめた。
 ⾃分の使ったものは⽚付ける⼦、⾃分の使ったものを⽚付けない⼦が出てくると、道具類は残り、場はそのままにな
る。「これ、だれが使ったの？ 使った⼈、⽚付けて！」と声をかける⼦が出てくる。それで動くこともあるし、それで
もそのままのときもある。すると⾃分の使ったもの以外でも⽚付ける⼦が出てくる。
 スタッフは、⾃分の使ったものを⽚付けた⼦にも「ありがとう」「ごくろうさま」と声をかけることで承認する。⾃分
の使ったもの以外を⽚付けた⼦には、特にそのことを伝えて労をねぎらう。それと同時に、全体に向かって、今⼀度、
「⽚付けまでが調理だからね」と伝える。
 この２ヶ⽉では、まだ途中段階であるが、確実に⽚付けまでを協⼒しながら、⽚付けに⾃分から向かう⼦は増えてき
た。最近では、⾃分のものというよりも、まな板と包丁を全部まとめて、まな板の滑り⽌めシートを全部まとめて、そし
て切り屑とテーブルの拭き掃除をまとめて、というように、個⼈単位ではなく全体での活動を協働分担して進める動きが
⽣まれてきた。
 そしてこのことが調理室全体の最後の掃除にも現れてきた。この後の継続で、どのように彼らが変化していくのか、楽
しみでもある。

42



Cooking!
i.Dare調理と昼⾷に関する問題点と改善点

 毎⽇2時間を確保してきた調理と昼⾷の時間ではあるが、当初のねらいは「⼦どもたちが⾃分たちの昼⾷を⾃分たちで作る」
ことにあった。そのためにスタッフは、調理の全体像をまず設計し、その設計の中で⼦どもたちが中⼼となって調理活動を⾏え
るような周辺環境を整えることに奔⾛した。活動の中に、⼦どもたちのさまざまな学びの要素を盛り込むことはでき、彼らによ
る主体的・対話的で深い学びは可能になったが、次の２つの時間があれば、さらに有効な学びが成⽴したと考えられる。

○調理に対しての「振り返り」活動の時間
 料理のゴールと調理⼿順の⼤枠は毎回⽰しているが、細部の具体的な活動については、⼦どもたちに任せており、試⾏錯誤も
少なくない。それだけに次のような点で、⼦どもたち⾃⾝が⾃分たちの活動を振り返ることは、極めて必要になった。
（１）調理⽅法の改善のために；⾃分たちの具体的な活動の結果である「できあがった料理」に、ひとりひとりが考え⼯夫した
ことが、どのように反映したのか、ということを、ゲストも含め、その料理を⾷べた⼈からの声として受けとめる。
（２）活動の協働性を⾼めるために；お互いの活動について思ったことや感じたこと、調理の役割分担に関する計画などを出し
合って、次の調理活動（ほとんどは翌⽇）に向けて、改善や向上を図る。
 かろうじて、調理場の⽚付けに当たっているスタッフ間では、13時〜14時程度で⽚付けと並⾏して、その⽇の振り返りと、翌
⽇への課題設定や準備を⾏うことができた。また、その他のスタッフによる個々の検討は、その様⼦を録画した映像を利⽤して
⾏うことができた。
 しかし、最も重要なことは、活動の主体である⼦どもたち同⼠が、⾃分たちの活動について全く振り返りができなかったこと
である。
 この実証期間中の彼らの調理活動における個⼈の取り組み、集団としての関わり合いについては、⽇を追うごとに成⻑してい
く様⼦が確認できた。しかし、実証期間の後半に、互いの活動について、活動中に声かけが⾒られるようになってからの著しい
進歩から考えると、最初から最後まで「振り返り」活動を組み⼊れるタイミングが得られなかったことによる停滞は少なくない
と思われる。
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Cooking!
○全員に周知した⽅が有効な事柄を伝える時間
実証期間中の⼦どもたちの調理活動における成⻑をみたとき、次の事項についての活動を適当
なタイミングで実施していれば、調理活動がさらに効果的に取り組めたのではないかと考えら
れる。
（１）調理室の探検；調理器具を中⼼に、どこに何があるか、どのように配置されているか
を、把握することを⽬標に、調理室を⼦どもたちが調べ尽くす活動。
（２）調理活動を衛⽣的に⾏うために必要な実習：台拭き・⼿拭き・⾷器拭きを使い分けるこ
との意味、三⾓⼱やエプロン・マスクを着⽤することの意味、調理室での振る舞い⽅に関する
注意点、こぼれたものやこぼしたものの取り扱い⽅、⽣⾁を取り扱う際の注意点、指先を舐め
るなどの⾏為の影響、作った料理を⾷べる⼈の範囲や⾷べるまでの時間から注意すべきことな
どについて、実習を伴って学ぶ活動。
（３）⾷器の洗い⽅に対する実習；油分が多くついた⾷器の取り扱い、洗剤の適正な使⽤量、
洗剤が残留しない⼯夫などについて、実習を伴って学ぶ活動。
このような時間は、PG１やPG２の時間を使って、適切なタイミングで導⼊できればよかった
かと思う。ただ、i.Dareの場合、その基本は、彼らが学びたいと感じたことを第⼀に⾏う側⾯
はあるので、これらを導⼊するとしても、いつ、どのような流れの中で実施するかについて
は、まだ明確な解決策を⾒いだせていない。
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実施成果・今後への⽰唆
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実施成果概要

フルタイム運⽤に参加した児童数：12名(全児童数の約5％)
実施期間：2019年9⽉〜2020年2⽉

【検証結果・成果】
・i.Dareプログラムの前後で参加児童の基本的⾃尊感情・社会的⾃尊感情
が上昇傾向にあった。（近藤卓⽒SOBA-SETによる調査）
・参加者の中には⻑期間学校に⾏っていなかったものもいるが（最⻑⼆年
半）、期間中は病⽋・都合⽋以外での⽋席はほとんどなかった。
・参加児童および保護者はi.Dareプログラムに対する満⾜度が⾼く、プロ
グラムの継続を要望している点から、i.Dareプログラムのニーズはあり、地
元⾏政もそれを認めている。
・i.Dareの⾮参加者の保護者や地域へのヒアリングの結果、i.Dareは不登校
児童（⻑期⽋席、学習障害など）への対策としては⼤半が賛同している。

46



i.Dareの保護者の声（実証期間中）

こどもがイデアが好きなようです。
学校に⾏っていたときは、その⽇何をやったのかどんな感じだったかを聞い
ても⾔葉少なでしたが、イデアのことは（聞けば）学校のときよりは、良く
答えてくれます。特に皆で作る給⾷やスタッフのことなど。
またイデアがきっかけかどうか判断が難しいのですが、兄弟姉妹の⾯倒⾒が
良くなった気がします。
以前より少しだけ⾟抱強くもなっているみたいです。
スタッフの皆様には引き続きイデアにて●●を⾒守っていただければと思い
ます。
気になるところは、学校に⾏く同級⽣と会いたがらないこと。彼らの姿を⾒
つけると隠れたがります。私がこどもの同級⽣に会うと「いつ学校に帰って
くるが？」と聞かれることがあります。
ゆくゆくは、学校に⾏く⼦どもとイデアに⾏く⼦どもで、何かイベントがで
きたら素敵だなと感じます。
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i.Dareの保護者の声（実証期間中）

i.Dareに⾏くのを毎⽇楽しみにしています。
何をしたのか話してくれるようになりました。
体験した事、学んだ事を⾃慢してくれる事があります。（学校に通っ
ていた頃は、授業で学んだ事が腹に落ちておらず、それが原因で⾔語
化出来ていない印象だったが、イデアに⾏き始めてからは、納得感を
伴った学びが出来ている印象を受けています。）
まだほんの少しですが、以前より思考が論理的になってきて、特に
whyが⾔語化出来るようになってきた印象を受けています。
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i.Dareの保護者の声（実証期間中）

●●は、毎⽇が楽しく、明るくなってきています。●年⽣までは⼩学校に通ってい
ましたが、その頃は、毎⽇、帰ってくるとぐったりと疲れたような感じでした。
学校で何があったかというのも、⾃分から話すようなことは、ありませんでし
た。
しかし今は、⾃分から、今⽇イデアで何があったかを楽しそうに話してきます。⾃
宅学習をしていた頃と⽐べても、楽しそうな雰囲気です。⽣き⽣き度を、現在のイ
デアが１０としたら、⾃宅学習の時は８、⼩学校の時は２、というイメージです。
●●は、●●ほどの変化はありません。⾃宅学習の時と、そんなに変わっていない
と思います。⼩学校は●年⽣の●学期ぐらいまでしか⾏っていないのですが、その
頃は、もちろん、つまらなそうで、嫌そうでした。その後、⾃宅学習になってか
らは、そこそこ楽しそうに毎⽇を過ごしています。
ここ半年ぐらいは（イデアに⾏く前からですが）⾃分で家事等のいろいろな仕事
ができるようになってきていたので、（薪ボイラーで湯を沸かすとか）、そこが⾃
信になり、楽しそうでした。イデアでも、いろいろな仕事ができることが、楽し
いようです。
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i.Dareの保護者の声（実証期間中）

学校へ⾏こうとする⾜取りは重く表情も暗かった（⼆学期の⽋席⽇数は●●
⽇）
イデアに⾏きだしてから積極的に⾏動するため、こちらの促しが必要なく
なった
⾃分の意⾒をストレートに伝えてくれる機会が増えた
みんなの中での役割を意識するようになったのか、家の⼿伝いに関しても以
前より関わりが増えた
意⾒が割れた時などに、本⼈から調整をはかろうとする⾔動がでてきて家庭
内のコミュニケーションが楽になった
家の中でその⽇の出来事をシェアしてくれるようになった。持ち帰った創作
物を真っ先に⾒せてくれ、作り⽅を再現してくれたり家族内でも会話が増え
た
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i.Dareの保護者の声（実証期間中）
こどもは学校でも忘れ物・お友達との喧嘩・授業への取り組みなどトラブルが多く、私⾃身すごくこどもが

のびのびと学ぶにはどうしたらいいだろう？と悩んでいました。⼩さな町には学ぶ場は１つの⼩学校。どう

しても周りの⼦と⽐べられて評価される。

親としてテストで満点とって欲しいとかそんな事は思った事がありません。夢・希望を持って育って欲し

い。⼈として周りの⼈を⼤切にのびのびと学んで⾃分⾃身を育ててほしい。

親があれした？これした？宿題は？学校のルールに従って親がやらす事は意味があるのか？ 
本⼈の意欲がなければただやってるだけ。やらされてるだけ。⼤⼈だって意欲や興味がない事は頭に⼊りま

せんよね？やりませんよね？⼤⼈だから許される。それは違いますよね？
勉強しなくていいという訳ではなく、⽣きていく上で勉強はとても⼤切な事です。

そんな中でイデアという学びの場が出来ると聞いて凄く興味を持ちました。 
親の意思ではなく⼦供が学びの場を選ぶ。●●も体験を通してイデアの魅⼒を⾃分なりに感じてた部分があっ
たようで「僕イデアへ⾏きたい‼」と。
●●、お友達と離れる事に不安がるかな？と⼼配しましたが、毎朝元気に⾏ってきまぁーす‼と家を出る●●を
⾒て不安な気持ちは吹き⾶びました。

通い出して3⽇⽬。ママお料理⼿伝うね‼と今までやらなかった事を率先してするように。 
⾃分の⽔筒を何も⾔わず⾃分で洗っているのを⾒た時にはびっくりしました。 
空き容器を細⼯して●●に玩具を作ってくれたり、●●なりに新しい学びの場で、学びの楽しさを⾒つけてるの
かな？と思う⽇々です！
何より、「今⽇は〇〇をするからママこれある？」と1⽇の⽬的を朝持ってるという事。これって凄く⼤切
な事だと思うんです。

これからが凄く楽しみです！
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i.Dareの保護者の声（実証終了後）

・何かあるとすぐに⼿を出してしまいトラブルが多かったが、i.Dare
に通ってから、兄弟喧嘩でさえも⼿を出すことが顕著に少なくなっ
た。相⼿を思いやる気持ちが⽬に⾒えてできてきているようになっ
た。学校ではなかなか⾔えない気持ちを、i.Dareでは先⽣に⾔えると
⾔っていた。少⼈数のi.Dareだからできることなのかもしれないが、
それが安⼼感を⽣んでいるように思う.

・学校にいってるときは毎⽇の出来事をあまり話してくれなかった
が、i.Dareでのことはよく⾃分から話してくれるようになった。毎
⽇、⾏くことを楽しみにしていたので、休校と合わせてi.Dareがお休
みになってしまったことをとても残念そうにしている。特に⼤きな変
化は、家で料理のお⼿伝いをしてくれるようになったことです。

52



i.Dareの保護者の声（実証終了後）

・劇的な変化、と⾔うのはありませんが、学校に通っているときより
リラックスしてi.Dareに⾏っている感じです。学校で起こったことは
こちらから聞いてもほとんど話すことはありませんでしたが、i.Dare
で何をしたのか、⾃分はどう思ったかと⾔うことが増えました。学校
に対してはなんらかの不信感を持っているように思います。また、学
校に通う同級⽣とは積極的に関わろうということはありません。学校
に⾏っているときからその傾向はありましたが、i.Dareに⾏くように
なって彼らとは交流がほぼありません。親としては学校に⾏っている
⼦、i.Dareに通っている⼦、どちらだから良い悪いとはならないよう
に、周囲も合わせて⾒守っていきたいと考えます。
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i.Dareの保護者の声（実証終了後）

その⽇の出来事や、スタッフのお話など楽しそうにしてくれていまし
た。
I.Dareでお菓⼦作りをしてからは、家でもお菓⼦作りしてます。特
に、積極的に料理のお⼿伝いをする様になりました。休みのときに
は、家業の配達の仕事に連れて⾏き⼿伝って貰ったり、廃材処理の仕
事をお願いできるようになりました。動きに計画性があり安⼼感が出
ました。i.Dareでは「計画を⽴てる」ということを⼤事にしていると
聞きました。そのためかもしれませんが，お⾦に興味を持つ様にな
り、とても⼤事にお⾦を使う様になりました。
もう⼀つ顕著に変わったのは、兄弟での喧嘩が少なくなったことで
す。喧嘩になる前に、話し合いで解決することが増えました。
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i.Dareの保護者の声（実証終了後）

 まず、何が増えたことかといえば、家にいるときに「何か⼿伝える
ことある?」と聞いてきてくれることです。「お⼿伝いをして！」とこ
ちらが頼むのではなく、こどものほうからアプローチをしてくれるよ
うになったのは⼤きな変化です。それとともに、好きだった料理が、
前にもまして好きになったようで、さらに楽しむようになりました。
 i.DareではAtelier for KIDsなどのアート活動や創作活動をとくに楽
しんでいるようです。
 ⽥舎在住で、⼦どもが学校に⾏かなくなると、何が1番の問題点か
と⾔えば、やはりまず、学校以外の選択肢があるかどうかです。その
選択肢の有無だけでまず、親の安⼼感が全く変わります。⼦どもが安
⼼できるためには親が安⼼できることは不可⽋なので、何よりそうい
う意味で、i.Dareが在ることは、⽥舎在住の家族にとっては、とても
⼤切なことと感じます。
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i.Dareの保護者の声（実証終了後）
 我が家には⼩学校５年⽣の⼦と、⼩学校３年⽣の⼦がいますが、⼆⼈とも、２年ほど不登校状態でした。いじめなどの特定の原
因があったわけではないのですが、授業が退屈だとか、友達に乱暴にされたということが原因のようです。乱暴といっても、客観
的には、普通の友達同⼠のじゃれあいに含まれると思うのですが、うちの⼦はそれを乱暴されたと思ってしまったようで、そうい
う⼩さなことが積み重なり、学校に⾏きたくなくなったようです。
 それ以来の２年間は、⾃宅でタブレット教材を利⽤したりして、学校と同じペースでの勉強を続けていました。しかし、周りに
同学年の友達がいないこと、また、皆が集まって何かをするという⾏事が無いので、そういうことには不安を持ってもいました。
 イデアは、たまたま、知り合いの⼦が⾏くというので、冬休みのプレオープンの時に⾏ったのがきっかけでした。最初は、また
嫌になってしまうのではないかと思っていたのですが、⼆⼈とも、毎⽇通いたいと⾔うほど、積極的に楽しみに通っています。
 イデアでは、⾃分たちが主体的に動けることが、楽しいようです。学校（普通の⼩学校）に通っていたときの不満の⼀つに、分
かっていることをなぜ座って⼤⼈しく聞いていなくてはいけないのか、という不満もあったのですが、イデアでは、それが無いよ
うです。⾃分が分からないこと、興味のあることに向かっていけるので、退屈している時間が無く、常に楽しく学べるようです。
 イデアで、⾃分で企画を⽴てて、何かのイベントをしてみようというプロジェクトがあったのですが、それには⼆⼈とも、楽し
く積極的に参加していました。⾃分で分からないことを調べ、⼈に聞いて、お⾦がいる場合は予算を⽴てて、それを確保し、そし
て実⾏する。その責任をきちんと負ってやるということで、⼈に従っているだけではなく、⾃分からやりたいことに向かっていけ
る姿勢に、なってきたと思います。
 また、毎⽇、昼⾷を調理するということも、良い体験になっていると思います。⼩学校５年⽣の⼦は、イデアで作ったハンバー
グが美味しかったからと、家でも⼣⾷に作ってくれました。その買い物も、⾃分でスーパーでやり、全て⼀⼈でやりました。
 イデアに通ったのは、今のところ２ヶ⽉にも満たない期間なのですが、この短い期間で、⼦供たちはすごく成⻑したと思いま
す。何よりも、⾃分で主体的に動く⼒が増したと思います。また、分からないことは⼤⼈に聞く、スマホやパソコンで検索するな
どして、何とか答えを導き出すという⼒も、ついたように思います。⼦供という⽴場で⼤⼈に従っているだけではなく、⼀⼈の⼈
間として尊重されることにより、⽣きる⼒がついてきていると思います。
 私は、保護者としても、また現代に⽣きる⼀⼈の社会⼈としても、これからの時代の⼦供たちに必要な⼒は、分かっている答え
を覚えて再現する⼒ではなく、分からない問題に失敗を恐れずに⽴ち向かう⼒だと思います。イデアでやってくれていることは、
その⼒を伸ばすものだと感じています。引き続き、⼦供たちのために、イデアの教育をしていただけるよう望んでいます。
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i.Dareの保護者の声（実証終了後）
・娘の「がっこういきたくない！！！」がなくなって圧倒的に助かる

・最先端のITを取り込んだ学習がすばらしい。

・今は無償だが、もしも有償化する場合のビジネスモデルに期待したい

・「集中して短時間で勉強でき⾃由度が⾼い点」「給⾷を⾃分たちでつくること」など本⼈の⼝から楽しいと感じる活動を
⾔葉にしてくれている

・イデアができる前から休みがちだったため、その間、家庭内で対応することに限界を感じていた。学校では、⾏けないこ
とについて先⽣⽅と話をしても、他に過ごせる場所や具体的な策を提案してくれるわけでもなく、実際学校に⾏きにくい⼦
とその親が困リ続けているというのが実態。閉じた家庭、親⼦の関係性の中で偏りが出てしまうことや、社会性を⾝につけ
るという点を常に懸念していた。集団での活動を通してそれらを⾃然に⾝に着けることができるi.Dareという場があるこ
と、家庭の他に居場所があることが本当にありがたい。

・参観⽇、そして保護者懇談会においても⼀⼈ひとりの特性を⾒抜くi.Dareのスタッフの眼差しを強く感じ、⼦どもが育つ
上でとても⼼強く思っている。

・⽇常で素通りしてしまう⽣活の中にある学び（ご飯を炊く、計量する、体を動かすなど）にスタッフの寄り添いによって
気づき、興味がうまれるというのはすごく豊かな学びだと参観で感じた。

・⼦どもにとって価値がある場所だと感じている。地域の中で受け⼊れられるように、学校と定期的にやり取りをするなど
保護者としてできる限りのことをしたいと考えている。
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i.Dareの保護者の声（実証終了後）

 家での過ごし⽅に⼤きな変化がありました。時間をすごく意識していて、⾃分で遊
ぶ時間と勉強する時間をわけて考えています。それに加えて、積極的に料理に参加す
るようになりました。家にいても⾃分から役割分担をして、⾏動に移すようにまりま
した。
 学校に⾏っているときよりも、毎⽇が楽しそうでした。毎⽇泣いていたのが無くな
り、親としてこれが⼀番嬉しいです。学校の良し悪しではなく、うちの⼦にはi.Dare
のような環境があっているのだなと感じています。
 私⾃⾝の⼦育てが楽になりました。以前は、「他の⼦と同じでないとダメなのかも
しれない」というよく分からない不安が親である私⾃⾝にあったが、⼦どものありの
ままの姿からどれだけ成⻑したか、とか、i.Dareでよくされるという⾃由の話を⽣活
に取り⼊れている⼦どもを⾒ると、「私⾃⾝はどうか？」と振り返るきっかけを多く
貰えるようになりました。
 そして最も⼤きな変化は、私⾃⾝が怒ることが減りました。兄弟で叩き合いの喧嘩
になっても、様⼦を⾒たり、⼦供に解決してもらった⽅が、⼦供の関係性を邪魔しな
いんだなど、感じることができるようになりました。
 私が⼦どもを信じられるようになったのだと思います。
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i.Dareの保護者の声（実証終了後）

 学校では期待される役割を理解した上で、教室内で先⽣のアシスタントのよ
うな発⾔、⾏動をすることに意義を感じていたようです。しかし同時に極度に
緊張していたことも、担任の先⽣との⾯談や本⼈の⾔動から感じていました。
次第に正解がわからないときに必要以上に⾃分を責めたり、⾃分以外の⽣徒が
先に正解にたどりついたときにひどく感情的になる様⼦が気になっていまし
た。正解すれば褒めてもらえる、⾔うことを聞けば褒めてもらえることがモチ
ベーションになるタイプのお⼦さんもいらっしゃると思いますが、うちのこど
もにとっては諸刃の剣であったように思います。
 i.Dareに通い始め、⾃分はどうしたいか、周りはどうなのか、常に問われる
環境で、こどもなりに⽇々考えている様⼦を感じています。「今⽇の晩ご飯は
何を作る？」「何か⼿伝えることある？」、休⽇に「これからどこに⾏く？」
など、毎⽇の暮らしに意識が向いてきていると感じる質問や、時には「⼈間は
どうして他の⼈の⾔うことを聞かなければいけないの？」と⾔った問いを投げ
かけてくることも増えてきました。学校に任せきりだったこどもとの関わり
を、家族でしっかりと受け⽌め直さなければと感じさせられています。
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今後への⽰唆

 i.Dareが、不登校児および潜在的な不登校児の教育ニーズを満たす活動と認
識された。i.Dareのプログラムの中⾝に関する批判は、参加者・⾮参加者の保
護者や地域住⺠からも聞かれなかった。
 その⼀⽅で、i.Dareは教育⽀援センターとして運営するのか、フリースクー
ルとして運営するのかなどの「あり⽅」についての疑問・批判があった。憲
法、教育基本法、学校教育法、教育機会確保法などの関連法案を地域で読み合
わせ解釈をすり合わせ、地域の特性にあった「あり⽅」の検討が必要である。
 また、住⺠や児童の保護者や学校教員の間で「不登校」および「潜在的な不
登校」に対する認識に多くのズレがあった。それゆえに「不登校ではない⼦ま
で⾃由に選択できるのは反対」という意⾒が聞かれた。この点に関して、町
政、教育⾏政、学校、PTAでの意⾒のすり合わせと共通認識を作り上げる必要
がある。それがなくては、i.Dareのプログラムを教育ニーズとして持っている
児童・保護者のもとにi.Dareのプログラムを届けることができない。継続的に
丁寧な議論が必要だと考える。
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株式会社スプリックス
「到達度主義にチャレンジする授業実践と
エビデンス収集」



1

１．背景・目的
（１）背景

・スプリックスは、2018年度「『未来の教室』実証事業」において、弊社が運営する学習塾「自立学習RED」
の教務基幹エンジンである「eフォレスタ」の、公教育への活用可否を検証した

・検証では10名の学校の先生にお集まりいただき、「自立学習RED」の見学、「eフォレスタ」の試用、を
踏まえた上で、ディスカッションを重ねた
・検証を経、以下の結論を導き出した

：公教育において「eフォレスタ」を導⼊した授業を展開することは充分に可能
：「eフォレスタ」を活用することで教科学習の授業時間を大幅に圧縮できる可能性が高い
：先生・教育委員会等のフィードバックから本展開は多くの公教育の方々から賛同が得られる

・実証終了後も、いくつかの学校と連携しながら試行を継続し、全国へ横展開できるかたちを模索してきた

（２）目的
・前述の背景を踏まえ、今年度実証事業の目的を、以下の通り設定した

「個別最適化・到達度主義の学び」の具現化を目指すべく、「複数教科の個別最適化」授業の実践、
および「個別学習計画」システムの導⼊により、現行制度の再考に向けた定量/定性データを収集すること

・すなわち、「個別学習計画」に基づく「複数教科の個別最適化」を実際の学校の授業にて試行し、「標準授
業時数」へ挑戦するベースを創ることで「未来の教室」に寄与することを目指すもの



2

２．実施内容
（１）施策概要

・「未来の教室」ビジョンで示された「必要なアクション」に沿った施策を計画し推進した
アクション 『一律・一斉・一方向授業から「EdTechによる自学自習と学び合い」へ』 に対して
：複数教科の「個別最適化」授業を地域に隔たりの無い学校現場で試行し定性データを収集する【施策Ａ】
：前回実証で示した授業時間圧縮の「理論値」を、実導⼊を経た上で精査する【施策Ｂ】

加えて、学力定着についても、定量データに基づき評価する【施策Ｃ】
アクション 『「到達度主義」の導⼊』 に対して
：試行により、生徒・教科ごとの単元履修に必要な時間を算出。これを標準授業時数と照らし合わせることで

標準授業時数の再考につながるデータを検証する【施策Ｄ】
アクション 『「個別学習計画」と「学習ログ」のサイクル構築』 に対して
：紙ベースの学習計画を活用する学校と連携し、「個別学習計画」システムを開発し試用する【施策Ｅ】

（２）実証詳細
・以下の中学校においてそれぞれ一週間、生徒一人に一台タブレットを貸与し、英語・数学・理科・社会は
「eフォレスタ」を、国語は「フォレスタ道場*」を活用した *「フォレスタ道場」は、弊社が開発した基礎学力用タブレット教材

※当初計画との差異：中野区立中野東中学校を追加、長岡市立北辰中学校を削除（実証校数は不変）

教育委員会 学校
教科
英語 数学 理科 社会 国語

港区
赤坂中学校 〇 〇 〇
青山中学校 〇 〇 〇

中野区 中野東中学校 〇 〇 〇 〇 〇
- 宮城県古川黎明中学校 〇 〇 〇
長岡市 川口中学校 〇 〇



3

達成したい状態

【施策Ａ】
複数教科による「個別最適化」授業
を試行することで定性データを集める

【施策Ｂ】
前回提示の「授業時間圧縮」を
学習ログデータにより精査する

【施策Ｃ】
学力定着のデータを収集することで
「質」的側面から本実証を評価する

【施策Ｄ】
必要学習時間を試算することで、
「標準授業時数」再考のデータを示す

【施策Ｅ】
「個別学習計画」システムを開発し、
自立的な学習スタイルの土台を創る

３．実証成果（1/17）

実際の達成度

・5校にて試行済
・定性データも収集済

・ログデータを取得し
時間圧縮の精査は済

・一部学校よりデータを
取得し、評価済

・一部学校のデータを
活用し分析済

・システムリリース済
・定性データも収集済

理由・改善/発展の方向性

・ネットワーク環境の整備が課題
・学校でのタブレット活用シーンは豊富
▶P.4参照

・提示値に問題無し
・より多くの単元で実施し精度UP
▶P.10参照

・一斉指導と同水準以上の定着を確認
・有意なエビデンスを示すテスト設計が要
▶P.11参照

・「習得主義」のメリットを明示
・【施策Ｃ】と連携したデータ取得が次策
▶P.14参照

・先生・生徒ともに良好な受止め
・先生のオペレーション構築が検討材料
▶P.16参照

（１）成果概要
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３．実証成果（2/17）
（２）【施策Ａ】について：「個別最適化」授業の試行
①施策概要
・P.2に示す学校・教科において、「eフォレスタ」および「フォレスタ道場」を活用した授業を試行
・以下に先生および生徒からの定性コメントを示す。一部の先生・生徒のコメントは動画ファイルも参照
・また、中野東中学校が作成された「実証報告資料」も別添する

インタビュー対象の先生

②先生コメント
・良かった点／課題／今後に向けて、の3軸から、先生よりコメントを受領

カテゴリー コメント 先生
良かった点 時間が短縮された実感はあった あ

良かった点 教科書後ろの考える部分に時間を割く事が出来る
知識定着以外の、これから求められるものができる あ

良かった点 一斉指導の授業の2倍から3倍速く進むため、かなり進度は早くなる い
良かった点 子供達は集中してやっているので、質問は殆どでない い
良かった点 一斉指導だとついていけない子をサポートできる う
良かった点 知識定着には明らかにタブレットが良い う
良かった点 授業中に時間ができるため、困っている子を支援できる う
良かった点 授業の幅が広がり、ほとんどの生徒からの感想が一斉指導より良かった え

お 中野東中学校 青野先生（国語）
か 古川黎明中学校 後藤先生（数学）
き 川口中学校 小柳先生（数学）
く 某私立中学校 学年主任（国語）

あ 赤坂中学校 須貝先生（数学）
い 赤坂中学校 江口先生（社会）
う 青山中学校 四本先生（数学）
え 中野東中学校 岩渕先生（社会）

※「く」は、本実証事業とは別で試行の学校。コメントを得られたため参考として付加した
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３．実証成果（3/17）
②先生コメント つづき

カテゴリー コメント 先生
良かった点 インターネットの検索を活用することで学びあうことができた え
良かった点 生徒のやる気、意欲は間違いなく上がった え
良かった点 タブレットを使った単元の方が記憶に残っていた。自分で調べて自分で学習した方が記憶に残ると思う え
良かった点 時間の圧縮は出来る。知識を圧縮して残った時間を探求に、はとても可能性を感じた え
良かった点 授業時間は、1/3ないし1/2にできると思う え
良かった点 保護者の方も喜んでおり「もっと長期間使って欲しい」や「自宅でも使い復習したい」等の要望があった え
良かった点 （漢字の学習を）タブレットでやることに対しネガティブな子はいなかった（紙との差はないと捉える） お
良かった点 デメリットは正直あまり見当たらない お
良かった点 生徒がそれぞれに合ったスピードで学習できる か
良かった点 授業時間は、確実に、大きく圧縮できる か

良かった点 今回は空間図形で使用したが、見取り図を黒板で書くより、タブレット学習の方が分かりやすく、生徒
の理解が進んだと思う き

良かった点 教師の業務効率化、負担軽減に十分寄与したと感じている く
良かった点 生徒に能動性がうまれる。先生から教わるより、自主性が育つと思う く
課題 電波の状況が良くないので、一斉に数十台を動かす際に不具合が生じた い
課題 学校によってはタブレットの保管方法が心配 い
課題 半数以上の生徒には向いているが、クラスに1人か2人は不向きな子が居る う
課題 Wi-Fi環境 え
課題 合う子と合わない子がいる。合う7割：合わない3割のイメージ え
課題 使ってよかったと言う教員がほとんどであった一方、昔ながらの方法を信じる先生の反応はイマイチ え
課題 生徒によって、紙が合う子とタブレットが合う子がいる お
課題 同じ単元でも3時間かかる子と1時間で終わる子がうまれる。この2時間をどう埋めるか、が大切 か
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３．実証成果（4/17）
②先生コメント つづき

カテゴリー コメント 先生
課題 学校のネットワーク環境が使えず、ポケットWi-Fiにも限界があった か
課題 わからないことがあっても聞きにくい子がいる印象。先生の役割が重要 き
今後に向けて 情報共有、調べものにも活用できる。自宅学習も将来出来たらよいと思う あ
今後に向けて 先生方の創意工夫の中でもタブレットは使える あ
今後に向けて どのように（タブレットを）活用していくかを考えるのも教師の仕事になる あ
今後に向けて ちょっと調べたいとか、ちょっと映像見たいというときにさっと子供達が活用できることは大変有効 い
今後に向けて 学校の先生の授業と、タブレットを使う授業が、うまくリンクしながら進められるのが一番良い い
今後に向けて 使い方によっては、生徒に今まで以上に充実した学習時間を提供できる。今後に大きく期待している う
今後に向けて まずは実際にやってみること。子供達にとって良い部分はたくさんあり、将来の可能性を感じている う
今後に向けて タブレットは準備は軽く学習は生徒に任せることができる。ハードルは低いので、是非取り組んでほしい う
今後に向けて 学校だけICTを使っていないことが不思議。学校だけが昔ながらの事をやっているのは時代錯誤 え

今後に向けて 昔ながらの授業も大事だと思うが、時代に合った環境の中で子供を育てて、社会に出たときに国際社
会で通用するような人間になってもらうための教育が必要 え

今後に向けて 校長の強いリーダーシップと、現場の中心になる教員の連携がポイント え
今後に向けて 従来のスタイルがあり、対話あり、アクティブラーニングあり…をより活性化するツールとして価値がある お
今後に向けて 即時性、共有のしやすさ、個別最適化において明らかに価値がある お

今後に向けて 先生の立ち位置が変わるねとの声が多かった。見守りながらサポートする役割になる。
では教師は何をするか、という新たな視点を考えなければいけない時代に来ていることを実感した お

今後に向けて 出来ない理由は無いと思う。むしろやった方がいい お
今後に向けて やらない教員や、「どうなの」と思っている教員は、やれる理由を探した方がいい お
今後に向けて 逃れられないICTの波だと思うので、先ずはやってみることが大切。思考錯誤を通じリスク排除できる お
今後に向けて 子供たちの日常はICT化が進んでいる。なぜ学校現場では…のギャップを埋められたらより良くなる お
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３．実証成果（5/17）
②先生コメント つづき

③まとめ：先生コメント
「良かった点」について
▶授業時間圧縮、学び方の拡がり、生徒の意欲、知識定着、それぞれの観点から極めて前向きなコメントを

受領した。保護者の方々からも、積極的な活用に向けたご要望があることが確認できた
「課題」について
▶最大の課題はネットワーク環境。今回実証では、いずれの学校もポケットWi-Fiで対応したが、スムースには

進行できなかった。GIGAスクール構想を経、環境が整備されれば本件はボトルネックでなくなると思料
▶本学習スタイルが合わない生徒が一定数居ることも懸念に挙げられた。「eフォレスタ」は基礎学力の習得を

担うものであることを再認識の上、探求・プロジェクト型とのバランスを考慮した学習プラン策定が必要と認識
「今後に向けて」について
▶今回の「個別最適化」学習だけでなく、直ちにできること（調べもの等）も含め、幅広い活用方法がすでに

学校内で検討されており、そのアイデアは先生の中に豊富にあることが分かった
▶また、教員の役割変化への言及も多くみられた。「生徒が集中しているときに邪魔しない教員」とのコメント

に代表されるような、新しいかたちの模索が並行して求められると捉えられる

カテゴリー コメント 先生
今後に向けて 教員はしゃべりたい職業。生徒が集中しているときに邪魔しない、という新しいかたちができてくる か
今後に向けて 見えないことへのチャレンジがとても大切だと考える か
今後に向けて タブレットと一斉指導の使い分けが大切。1週間にタブレット6割、他4割程度が良いのでは き

今後に向けて タブレット学習で個が集中する時間と、学び合い等でみんなの意見を聞く・発言する時間のメリハリを
つけた運営をしていく必要がある き

今後に向けて 今の子たちは、個の最適化に慣れている。集団授業より、タブレット授業の方が合っている気がする く
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３．実証成果（6/17）
（２）【施策Ａ】について：「個別最適化」授業の試行
④生徒コメント
・生徒についても同様の3軸からコメントを受領

カテゴリー コメント
良かった点 分からないところは繰り返し、分かるところはどんどん、自分のペースで進められる
良かった点 学習スピードはかなり速くなった
良かった点 分からないところはクリアテストで復習できるから、理解も深まった
良かった点 分かりやすく定着するようになったので、eフォレスタを使いたい
良かった点 とても良いシステムなので、他の学校でもこのシステムを使って欲しい
良かった点 解説が分かりやすい。式や文字や写真が見やすくとても良かった

良かった点 周りに左右されず、自分のペースで学習できる点が良い。自分次第でどんどん先に進めるので、向上心が芽生
えると思う

良かった点 1つの単元にあまり時間がかからないため、効率よく学習できる
良かった点 要点がまとめられていて分かりやすかった
良かった点 単元ごとにある時間制限のタイマーが良かった
良かった点 タブレットで分からない問題だけ先生に聞いて理解するこができた
良かった点 問題量が多くてむずかしかったけど、全体的にはよく理解できた
課題 機能の改善アイデア（前の解説に戻れる、ナレーションの選択、等）
課題 もっと早く進みたいので、分かっている部分はスキップや早送りできるような機能が欲しい
課題 問題が簡単すぎる。基礎的なことだけじゃなく、応用問題も欲しい
課題 説明がくどい
課題 Wi-Fiの調子が悪くて、全然つながらない時があった
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３．実証成果（7/17）
④生徒コメント つづき

⑤まとめ：生徒コメント
「良かった点」について
▶先生の所感と同様、学習スピードが速くなる・理解が深まる、等のフィードバックが多
▶「とても良いので他の学校でも使ってほしい」とのコメントは、本実証、延いては「未来の教室」を日本全国へ

横展開するにあたって、その推進を加速させる生徒からの生の声
「課題」について
▶ 「もっと速く」と「速すぎた」の両極の意見は、「学力の差がひらいていくことが心配」に集約される。

EdTechで教科知識がそれぞれのペースで習得されることだけではなく、探求・プロジェクト型学習を含めた
学習プランを構築しそれを生徒たちへ明示することが、先生コメントからの認識と同様、必要と捉えた

「今後に向けて」について
▶タブレットの継続利用は、アンケート外でも多くの生徒から聞かれたコメント。GIGAスクール構想の活用に

向けた、教育委員会のスピーディーなイニシアティブが望まれる

カテゴリー コメント
課題 Wi-Fiの調子で、学習の速度に差が出るのは嫌
課題 勉強の速度が速すぎた。先生の授業の方が良かった
課題 できる人と、できない人で、差がどんどんひらいていくことが心配
今後に向けて 思考力を養うことができないと思った。それができる問題を、もう少し増やしてほしい
今後に向けて タブレットを使用することは良いと思う。使うなら、一時的ではなくて継続的にしてもらいたい
今後に向けて iPad学習には、得意・不得意がある。それぞれがなじみやすい授業を目指すことが学校全体としては良い
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３．実証成果（9/17）
（４）【施策Ｃ】について：学力定着の評価
①施策概要
・【施策Ｂ】で示した時間圧縮による「量的」側面に加え、学力定着の「質的」側面から本実証を評価
・評価に際しては、eフォレスタ活用による授業時間が最も長かった古川黎明中学校でテストを実施
・なお、同校においては、中2全ての生徒にタブレットを貸与
（同学年内の同時期において、タブレットの有/無による生徒間の比較は困難）
②実施内容
・以下3つの軸により評価した。詳細は③を参照
ⅰ 定期考査（数学・理科）
ⅱ クリアテスト*（理科） ＊フォレスタに付属する理解度確認の小テスト
ⅲ （2019年6月の）定期考査（数学）

③結果
ⅰ 定期考査（数学・理科）
・2020年2月に実施の定期考査（後期期末）について、「eフォレスタで学習した単元」および
「一斉指導で学習した単元」に分けて正答率を算出。比較は以下の通り

→ 数学・理科ともに、「eフォレスタで学習した単元」の方が、高い得点率を示す
※懸念：単元間に難易度の差異がないように設計しているが、問題制作者に依存する領域が残る

生徒：102名
数学 理科
eフォレスタ 一斉指導 eフォレスタ 一斉指導

配点 29 71 100 60 40 100
得点 22.8 46.8 69.7 40.7 17.5 58.3
得点率 78.8% 65.9% 69.7% 67.9% 43.8% 58.3%



12

３．実証成果（10/17）
③結果 つづき
ⅱ クリアテスト（理科）
・実証期間後、クリアテストを実施。定期考査と同様に、「eフォレスタで学習した単元」「一斉指導で学習した
単元」に分けて正答率を算出。比較は以下の通り（数学はほぼ全ての単元でeフォレスタ活用のため除外）

→ ⅰ同様、「eフォレスタで学習した単元」が高い得点率を示す
※懸念：フォレスタ付属のテストであるため、eフォレスタとの親和性が高いことに依存する可能性が残る

ⅲ（2019年6月の）定期考査（数学）
・ⅰおよびⅱは、ともにeフォレスタが定着により寄与することを示すが、いずれも定量的な観点から懸念が残る
・一方で、本実証前に行った学力定着に関する定量データを有するため、その結果を以下に示す
・本検証は前二者と異なり、eフォレスタで学習したか否かの母集団を、同じテストで評価したもの
：古川黎明中2年の数学、2019年6月の定期考査において、「eフォレスタ」の定着を検証
：方法は次の通り
①テスト範囲の学習分野を「実験分野」「対照分野」に分ける（今回「実験分野」は「連立方程式」とした）
②「実験分野」の学習に限り、授業をeフォレスタへ置き換える旨を提案し、了承したクラスのみで実施した
：結果、
eフォレスタを選んだクラスの生徒が14人（以下「A群」とする）
そうでない生徒は91人（「B群」とする）

生徒：94名 eフォレスタ 一斉指導 合計
問題数 33 13 46
正答数 28.1 10.0 38.1
正答率 85.2% 76.8% 82.8%

実験分野 対照分野 全分野
問題数 10問 25問 35問

定期テストの問題構成
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３．実証成果（17/17）
（６）【施策Ｅ】について：「個別学習計画」システム
④定性データ
・実際に「個別学習計画」システムを活用し授業を進めた古川黎明中学校の生徒の感想を以下に例示
・一部の先生・生徒のコメントは、別添の動画ファイルも参照

・生徒からのフィードバックはほぼ前向きなもの。「立てることが難しかった」は、今回の試行が1週間のみ
であったことに大きく依存すると考える。継続的な活用ならば、課題とはならない

・また、授業を担当された後藤先生からは
：通常授業に比べ、生徒自身が自己肯定感を実感している手応えを持った
：年間を通じて活用することで、学習スピードがさらに加速することは間違いない
とのコメントを受領

▶「eフォレスタ」が有する学習ログと、本「個別学習計画」を掛け合わせたオペレーションを組み立てることが
生徒の学力習得の質・量からのブラッシュアップ、および先生の役割の明確化に寄与するイメージを持てた

▶「個別学習計画」導⼊による定量的評価（学習への効果）もあわせて、これらがネクストステップと捉える

生徒コメント
いつ単元が終わるかなどが分かったから良かった
計画を立てて学習を進めることで、今日やらなければいけない範囲が分かり、学習を進めやすかった
計画表があったおかげで、自分で計画し、実行することができた
計画を立てることによって、自分が勉強しないといけない単元を知ることができた
スムーズに学習を進めることができた
計画表を立てることで、計画的に勉強することができ、自信にもなった
計画表を立てることが難しかった
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４．実証事業：まとめ
・最後に、ここまで各施策のページにて述べた「実証成果」を以下にまとめる

【施策Ａ】：「個別最適化」授業の試行
▶先生、生徒双方から本実証に対して前向きなコメントを受領した。保護者の方々からも、積極的な活用に

向けたご要望があることが確認できた
▶今回の「個別最適化」学習だけでなく、直ちにできること（調べもの等）も含め、幅広いタブレットの活用

方法がすでに学校内で検討されており、そのアイデアは先生の中に豊富にあることが分かった
▶また、教員の役割変化への言及も多くみられた。「生徒が集中しているときに邪魔しない教員」とのコメント

に代表されるような、新しいかたちの模索が並行して求められる
【施策Ｂ】について：「授業時間圧縮」データの精査

▶学習ログデータの検証を踏まえ、前回提示の「理論値」を「実践値」として示すことができた
【施策Ｃ】について：学力定着の評価

▶3軸からの評価により、現段階では「一斉指導と同水準以上の学力定着」を確認できた
▶より有意なエビデンスを示すべく、少なくとも一学期間に渡る実証と、それを評価するテスト設計が必要

【施策Ｄ】について：「標準授業時数」再考のデータ
▶短期間のデータではあるが、標準授業時数に固執しないメリットを、定量的に提示した
▶【施策Ｃ】で触れた学力定着との掛け合わせによるデータ取得が、次にとるべきアクションと考えられる

【施策Ｅ】について：「個別学習計画」システム
▶「eフォレスタ」が有する学習ログと、「個別学習計画」ログの両データによるオペレーションの組み立てが、

生徒の学力習得の質・量からのブラッシュアップ、および先生の役割の明確化に寄与するイメージを持てた
▶「個別学習計画」導⼊による定量的評価（学習への効果）もあわせ、これらがネクストステップと捉える
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はじめに - 木村健太先生-

なぜ教員が主体となって「学びのSTEAM化」を進めると良いのか。これは学習者視点で考えると自然なことであると思う。
その理由は、プログラム実施の継続性、プログラムと日常の学びに乖離をつくらず学習体験全体を磨く連続性、学習者の成
長を願うフィードバック性、学校を介することによる学習者への普及性の４点を実現できるからである。

一方、教員だけで学びのSTEAM化が実現できるかというと課題もある。それは、プログラム開発の効率、学習者へと広が
るスピード、社会とシームレスな教育の実現という点などがある。解決のためにはSTEAMプログラムを「シェア」するチャネルが
必要になる。オンラインは勿論、今回実証を行った「STEAMプログラムハッカソン」のような対面コミュニティも大切である。

STEAMライブラリを考えるとき、学校と学校、学校と企業、学校と大学などのマクロな視点も大切だが、教員と教員、生
徒と生徒、大学の先生と生徒など、個と個が安全性を確保した上で繋がるミクロな視点こそが大切であると思われる。

今回の実証事業では、教員同士が具体的なSTEAMプログラム開発や、想定される生徒へのフィードバックなどを、学校
を超えたチームとして一緒に創ったことに価値がある。ゼロからプログラム作成を、お互いにエンカレッジしたり、クリティカルな議
論を行いながら、STEAMという軸に沿って創ったのである。今回の実証では、生徒を想い、想定外を楽しみ、まずは
STEAMプログラムを実施してみるというマインドを持ちながら学び合う「場」になったことで、参加した教員自身のSTEAMの
実践状況に関わらず、学習者として新たな学びへ踏み出すエンカレッジができたと考えている。

今後、オンラインを用いて全国での開催を期待しているし、そこに企業、大学、地域など産官民学が連携してマクロだけで
なくミクロに繋がることで、学習者中心の学びのコミュニティの未来が見えたように思える。

経済産業省 「未来の教室」とEdTech研究会委員
「STEAMプログラムハッカソン」企画監修
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教員主体で「授業のSTEAM化」を実践する研修プログラム

①学習者一人ひとり(教員自身を含んだ、関わる全員)のワクワクを
創り出す力

②ワクワクを教科の垣根を越えながら(教科横断)、教科の見方・考
え方へと結び付ける力

③必要に応じて教員が学校内だけでなく、企業・大学・地域と連携
(越境)し、関わる全員が学べる場を創り出す力

「学びのSTEAM化」をより多くの子ども達へ届けるために

本研修のテーマ
「授業のSTEAM化」に必要な、教員に求められる専門性

「STEAMプログラム ハッカソン」 実証サマリー

成果・課題

①「授業のSTEAM化」へ踏み出すコミュニティを創出
「学びのSTEAM化」に関心はあっても、開発・実践できない
（まで至らない）理由は教員によって様々である。生徒を
想う気持ちを共通して持ちながら、自身の学校・教科を越
境し、教員の強みである”知の編集力”やスキル、経験を持
ち出すことにより、イノベーションを起こすことができた。

②可能性あるSTEAMプログラムを多数開発
参加者開発STEAMプログラムが持つ２つの可能性
・教員自身が創ることによる”連続性””継続性””普及性”
・企業・大学・地域などとの連携による”発展性”

【形式】集合形式 全４回
第1回：11/30 第2回：1/11 第3回：2/16 第4回：3/20
オンラインオフィスアワー（プログラム単位5回、メンター会議7回、Slack上で適宜）
【参加者数】13校 36名 首都圏を中心に、学校種、教科をバランスよく参加
【メンター】10名 STEAM実施経験豊富な実践者、研究者

STEAMプログラム ハッカソン
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生徒に伝わる言葉を生み出す
「知の編集力」

×
単発ではなく、カリキュラムとしての学習体験を描く

「連続性」

よい取り組みを次年度（次の学年）に継承・発展させる
「継続性」

全国47都道府県の教員の授業をSTEAM化することによる
「普及性」

×
学校が核となり、地域・企業・大学と協働することができる

「発展性」

「学びのSTEAM化」の意義 ※PISA2019結果 学習者視点に立ち、教員主体で「学びのSTEAM化」を行うべき理由

教員とともに、教員自身が「授業のSTEAM化」をできる状態を、STEAMプログラムを創りながら学ぶ教員研修プログラムの開発

「STEAMプログラム ハッカソン」 背景と狙い
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実施内容 Day1 11月30日（土）14:00～20:00 12月8日（日） 14:00～19:30

時間 アジェンダ 概要

14:00～14:20 ガイダンス 「学びのSTEAM化」とはどのような学びであるのか
「STEAMプログラム ハッカソン」で目指す方向を共有

14:20～15:00 第１部 パネルディスカッション、グループシェア 「授業のSTEAM化」に取り組んだ教員の実践事例を聞き、
感情を動かされる要素(ワクワク・モヤモヤ)をシェア

15:00～15:10 休憩

15:10～15:55 第２部 パネルディスカッション、グループシェア 「授業のSTEAM化」に取り組んだ教員の実践事例を聞き、
STEAMプログラム開発プロセスイメージをシェア

15:55～16:00 Why/How/Whatワーク 個人ワーク STEAMプログラム開発は教員個々によって手法は異なる
自らに合いそうな方法からSTEAMプログラムを開発

16:00～16:40 グループシェア、ブラッシュアップ 開発STEAMプログラムについてディスカッション
16:40～17:00 休憩、グループ変更
17:00～17:10 STEAMプログラムの開発 個人ワーク 開発STEAMプログラムの具体化
17:10～17:50 グループシェア、ブラッシュアップ 開発STEAMプログラムについてディスカッション
17:50～18:20 各グループアイデア共有 各グループでの開発STEAMプログラム共有
18:20～18:35 振り返り 参加者の振り返り
18:35～18:45 第2回に向けて 第2回に向けたまとめ
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実施内容 Day2 1月11日（土）15:00～18:00 会場：武蔵野大学附属千代田高等学院

時間 アジェンダ 概要

15:00～15:15 ガイダンス 「学びのSTEAM化」とはどのような学びであるのか
「STEAMプログラムハッカソン」で目指す方向を共有

15:15～15:25 本日の流れ説明
参加者同士が仲間として知恵の貸し借りをして、
先生自身も学習者もワクワクする、教科へ繋がる観点の
入った学びあるSTEAMプログラム開発

15:25～16:25 グループブラッシュアップワーク① １つのプログラムをグループでブラッシュアップすることで、自身
のプログラムをブラッシュアップするために必要な視点を獲得

16:25～16:35 グループワークシェア グループワークを通じて得た、プログラムをブラッシュアップする
ために必要な視点を共有

16:35～16:50 休憩、グループ変更

16:50～17:05 個人ワーク 自身のプログラムを前半ワークで得た視点をもとにブラッシュ
アップ

17:05～17:50 グループブラッシュアップワーク② 開発STEAMプログラムについてディスカッション
17:50～18:00 まとめ、第3回に向けて 第3回に向けたまとめ
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実施内容 Day3 2月16日（日）13:30～18:30

時間 アジェンダ 概要

13:30～13:50 ガイダンス 「学びのSTEAM化」とはどのような学びであるのか
「STEAMプログラム ハッカソン」で目指す方向を共有

13:50～14:00 本日の流れ説明

「授業のSTEAM化」の６つの要素を大切に具体化
（1）学習者がワクワクする導入
（2）「知る」学び（教科教育・教科横断等）
（3）「創る」学び（試行錯誤・仮説検証等）
（4）「知る」学びと「創る」学びの「循環」
（5）学内外のステークホルダーとの連携(学内外の越境)
（6）プログラムを通じた学習者の声(脱予定調和)

14:00～14:15 個人ワーク 授業のSTEAM化の要素確認 開発プログラムの「授業のSTEAM化」の６つの要素を確認

14:15～15:20 ポスターセッション
授業のSTEAM化の要素確認 ポスターセッション形式で共有とディスカッション

15:20～15:35 個人ワーク プログラムの具体化 開発プログラムの具体化
15:35～15:50 休憩、チーム変更
15:50～17:35 グループワーク プログラムの具体化 開発プログラムの具体化をグループでディスカッション
17:35～17:50 休憩
17:50～18:25 まとめ・振り返り 「STEAMプログラム ハッカソン」全体のまとめ
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「STEAMプログラム ハッカソン」 参加者属性 参加者：13校 36名

学校名 地域 学校種 性別 教員歴 教科

富士見中学高等学校 東京都 私立 女子校

男 11～20 美術
女 １～５ 司書教諭
男 20～ 理科
女 11～20 社会

武蔵野大学附属千代田高等学院 東京都 私立 共学
女 11～20 家庭科
男 11～20 数学
女 11～20 情報

関東学院六浦中学校・高等学校 神奈川県 私立 共学
女 11～20 保健体育
女 ６～10 英語

サレジオ学院中学校・高等学校 神奈川県 私立 男子校
男 ６～10 数学
男 ６～10 理科

横浜市立横浜総合高等学校 神奈川県 公立 総合学科
女 １～５ 社会
男 11～20 社会

埼玉県立浦和高等学校 埼玉県 公立 男子校

男 ６～10 英語
男 ６～10 理科
男 11～20 理科
男 ６～10 国語

金沢大学附属高等学校 石川県 国立 共学 男 １～５ 社会

学校名 地域 学校種 性別 教員歴 教科

足立学園中学校・高等学校 東京都 私立 男子校 男

11～20 音楽
11～20 情報・技術
11～20 数学
11～20 理科

郁文館グローバル高等学校 東京都 私立 共学 男 11～20 国語

高輪中学高等学校 東京都 私立 男子校

男 11～20 理科
男 １～５ 理科
男 ６～10 理科
男 11～20 数学

玉川学園高等部 東京都 私立 共学

男 11～20 美術
男 １～５ 理科
男 ６～10 理科
男 20～ 国語
男 20～ 数学

東京都立戸山高等学校 東京都 公立 共学
女 ６～10 国語
女 ６～10 英語

八王子実践高等学校 東京都 私立 共学
男 １～５ 数学
男 6～10 国語

実証対象は首都圏を中心に、公立/私立/共学/男子校/女子校/総合学科/教科/教員歴をバランスよく参加
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「STEAMプログラム ハッカソン」 メンター・アドバイザー属性
所属 名前 役割 備考

広尾学園中学校・高等学校
医進・サイエンスコース 統括長 木村健太 企画監修 理科 経済産業省『「未来の教室」とEdtech研究会』委員

イノベーティブティーチャー学会 主宰

かえつ有明中・高等学校 副教頭 佐野和之 メンター先生（研修協力者）理科 2018年度実証事業 「専門外」「想定外」「学校外」の学びの実現する
ミドルマネジャー研修・学校改革プログラム開発事業 メンター

金沢大学附属高等学校
WWLカリキュラムアドバイザー 前田健志 メンター先生（研修協力者）地歴公民 2018年度実証事業 「専門外」「想定外」「学校外」の学びの実現する

ミドルマネジャー研修・学校改革プログラム開発事業 参加者

広尾学園中学校・高等学校 教諭 堀内陽介 メンター先生（研修協力者）数学 2018年度実証事業 「専門外」「想定外」「学校外」の学びの実現する
ミドルマネジャー研修・学校改革プログラム開発事業 メンター

東京大学 大学院 教育学研究科
元かえつ有明中・高等学校 教諭 金井達亮 メンター先生（研修協力者） 地歴公民 2018年度実証事業 「専門外」「想定外」「学校外」の学びの実現する

ミドルマネジャー研修・学校改革プログラム開発事業 メンター

奈良女子大学附属中等教育学校 教諭 二田貴広 メンター先生（研修協力者）国語 OECD 東北スクール エンパワーメントパートナー
OECD Education 2030 サイトに国語×プログラミングの授業実践が掲載

田園調布雙葉学園中学校高等学校
進路・学習指導部長 小林潤一郎 メンター先生（研修協力者）情報 15年間にわたり、200を超える企業×学校の連携授業を情報・数学で実施

元郁文館夢学園 副校長 土屋 俊之 メンター先生（研修協力者）英語 全生徒が一人・一校・一年間の海外留学を必須とする教育システムを開発・導入
アフリカから国内の離島まで教育現場と実社会をつなぐ試みに注力

教育ジャーナリスト 後藤健夫 企画アドバイザー 経済産業省「『未来の教室』とEdtech研究会」 第2回ゲストスピーカー

(株)ベネッセコーポレーション 学校カンパニー
教育イノベーション推進課 課長 小村俊平 企画責任者

立命館宇治中学校・高等学校(WWL) / 豊島岡女子学園中学校・高等学校
(SSH)/神奈川県立山北高等学校 運営指導委員

広島叡智学園 アカデミックアドバイザー/イノベーティブティーチャー学会 主宰

(株)ベネッセコーポレーション 学校カンパニー 進研模試 編集チーム ベネッセ教科メンター
教科アセスメント教材開発・編集の経験が豊富で、学習指導要領に造詣が深く、

近年の教育改革の状況や学校現場の指導や評価にも精通している。
都道府県主催の現職高校教員を対象とした教員研修での講師経験も豊富。

(株)ベネッセコーポレーション 学校カンパニー
次世代教育推進課

阿達茂孝
石坂奈都季

清水雄樹(主担当)
来住美里

事務局 次世代教育推進課とは、未来の学校づくりを支援するため、
2019年度に立ち上がった組織
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学校現場におけるSTEAM教育実施に関するアンケート 調査期間11月19日～1月19日 回答校数112校 ※本研修会参加者以外も含む

「STEAM教育」を学校で実施をするためにハードルとなりそうなものを教えてください。

実証成果 教員主体の「授業のSTEAM化」を目指したからこそ見えたこと
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実証成果 教員の変化（ワクワクを創り出す） 参加者アンケートより抜粋

STEAMプログラム ハッカソン全体を通じて「学習者一人ひとりのワクワクを創り出すこと」に関して、研修前と比較して変わったと思うことや、
改めて大切だと思っていることをご記入ください。

・ワクワクは最大の価値と考えていいんだ！という安心感（東京都 都立 共学）
・生徒がワクワクするには教員がワクワクしていることが前提にあること（東京都 私立 男子校）
・ワクワクを仕掛けるのに、ストーリーの設定というポイントを知れた（東京都 私立 女子校）
・いろんな先生と話すといろんな違う考え方があってもっとワクワクのような授業はできるかなと思いました（東京都 私立 共学）
・基本的にこちらが何を伝えなければいけないか，という視点で授業をしていました。しかし，それらも生徒が「ワクワク」しないとモチベーションもわ
かず，理解度も下がると思います。改めて，「生徒がワクワクする」視点というのは生徒を授業に惹きつけ，自分たちで成長していくのに必要不
可欠なものだと感じました。（東京都 私立 男子校）
・問いを引き出すこと。与えたものではダメだけど、上手にきっかけを与える必要がある（東京都 私立 共学）
・ただ教科書を教えるだけでなく、ワクワクが増すような授業を展開するために楽しさから授業が学べるという観点をみつけた（東京都 私立 共
学）
・「できること」「知っていること」からはワクワクは生まれにくい。「できないこと」「知らないこと」からこそ新しい挑戦や意欲が生まれる。（埼玉県
公立 男子校）
・教員としてできること、教員が行うべきこと、教員にしかできないことが、こういうことなんだなぁと、教えてもらいました。頑張りどころがわかると、また
次も頑張れますね。（神奈川県 公立 共学）
・どの教員でもSTEAMプログラムを創り出せるというコツのようなものを言語化できたことが何より大きいです。また、プログラム構築の途中
途中で「ワクワク」の有無に立ち返る癖がつきました！（東京都 私立 共学）
・自身が考える生徒の「ワクワク」と学習者が感じる「ワクワク」のポイントがずれることが多数あり、それは想定外ではありながらも非常に興
味のあるものであった。やはり生徒の「ワクワク」は授業へのモチベーションを高める。継続的にそのような授業ができれば、STEAMプログラムは
非常に有益な授業プランになると感じた。（東京都 私立 共学）
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実証成果 教員の変化（教科の見方・考え方と結び付ける） 参加者アンケートより抜粋

STEAMプログラム ハッカソン全体を通じて「ワクワクを教科の見方・考え方へ結び付けること」に関して、研修前と比較して変わったと思うこ
とをご記入ください。

・あるテーマについて、各教科が集まって考えるという方法もあるのだなと知りました。各教科ごとの会議が多いので、新たに取り組んでみたいと
思います。（東京都 私立 男子校）
・具体と抽象を結びつける、生徒からの「問い」の生み出し、これが大事なんだと思っています。（神奈川県 公立 共学）
・無理に教科につなげすぎず，かといって結びつきが全くないこともよくないため，そのバランスが難しいと感じました．日頃から思っていることを如
何に様々な学問領域から考えているか，常に実行していくことで達成されると思います．（神奈川県 私立 男子校）
・教科がどのような学びを提供しているのかというコンテンツの整理の必要性を感じた。今も整理されていないわけではないが、よりパッケージするこ
とで扱いやすく、垣根を越えて活用しやすくなるように感じた。（東京都 私立 女子校）
・生徒に種を蒔き続けることが重要と考える。興味関心は生徒によって様々なので、自発的に学んでもらえるよう多くの視点をもてるような授業
を展開している。生徒の発言から歴史について触れてみたり、英語の論⽂を提⽰してみたりなど、他教科へつながるよう心掛ける。（東京都
私立 共学）
・教科ありきでは面白くないという意見もありつつ、重要なのは教科観だと思います。自身の教科を活用しようとする考え方です。また、学問の
知識も重要で、そういった知識を普段の授業から伝えていくことが理想です。（神奈川県 私立 男子校）
・生徒達からの反応・疑問・質問を予想し、入念に準備されたプログラム（授業）（神奈川県 私立 男子校）
・プログラム内容を進めるために、関連する単元を知らないと進められないようにする。 関連する単元を知ると、よりプログラム内容が魅力的にな
ることを実感させる。（東京都 私立 共学）
・実施教科以外の教科の先生からの声かけ。いろいろな場面で、いろいろな先生がプログラムを話題にし、自身の授業と紐づけて声かける
と、生徒もハッとするのではないでしょうか。（東京都 私立 女子校）
・関連する単元を事前に用意周到に想定し、そこに誘導しつつも生徒に気づかれないようにする工夫 関連する単元を担当する教員に依頼し、
生徒が来たときに即座に対応できるようにしておくこと（東京都 私立 共学）
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実証成果 教員の変化（学びのSTEAM化に関する専門性） 参加者アンケートより抜粋

STEAMプログラム ハッカソン全体を通じて「学校内外のステークホルダーとの連携（越境）」に関して、研修前と比較して変わったと思うこ
とをご記入ください。
例えば、学内外を巻き込むことに関して考えが変わったことや、実際に巻き込む挑戦や実践をされた中で気づいたことなどをご記入ください。

・実践することで、校内にも意外に協力してくださる先生方がいた。（東京都 私立 共学）
・「生徒を通して」他教科や学外の大人を巻き込むこと（東京都 私立 共学）
・学外のステークホルダーを巻き込む視点を含めるとさらに授業の幅は広がると感じました。一方で，学校管理職の理解が得られないと広げるこ
とが難しいので，そういった授業が一般化し，認知されるような雰囲気作りが必要だと思います。（東京都 私立 男子校）
・熱い想いを共有できると連携できる機会が増えることを実感しました。（東京都 私立 共学）
・自分を振り返るきっかけにもなりましたが、やはり、「勇気をもって飛び込む」ことだと思いました。その勇気を支えるのは、「授業をつくるプロ」と
して、普段からどれだけ「目の前の生徒」を見て考えているかだなと。（神奈川県 公立 共学）
・教員がイニシアチブを握りながら、ステークホルダーの方々を巻き込んでいくスタイルが今後のスタンダードであるべき、という考えに強く共感
しています。単に企業や大学と繋がるだけでは、サステナブルな学びにならない可能性が高くなると感じます。（東京都 私立 共学）
・学外の企業を巻き込むにあたって、予算面が障害に感じた。企業であるから当然利益というものは重要な観点だということは理解しているが、
長い目で見たとき、企業から生徒が得た経験や学びが、当企業への理解へもつながる。広くは、自分の学びに協力してくれたという実体験が、そ
の企業への愛着にもつながると感じる。そういった企業に対する意識の変化というのは、目先の出費よりも長期的には価値があるのではないだろ
うか。また、企業側から学校教育へ課題提供や、学び提供など積極的に行ってもらうことも今以上に期待したい。それは、プログラムを開いてい
るから見つけて参加してという段階ではなく、まだ目覚めていない学校へも、突っ込みすぎなくらいに広報してくれることを期待したい。あくまで、利
用の有無は教育界に主導権を置きながら。（経済界からしたら勝手な事言っているように感じられるかもしれないが。経済的な視点は教育の
視点の中の一つである。教育の主権は教育界にあることで、幅広い学びが担保されていると感じる。）（東京都 私立 女子校）
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実証成果 参加者開発STEAMプログラム例 「お～いお茶新俳句」完全攻略マニュアル ～国語×AI～

概要

内容

学習者の声

ステークホルダーとの連携

高校１年生、現代文の授業。様々な俳句へ順位をつけ、理由を考察することを
通じて、芸術観を考えるプログラム。

生徒がたてたテーマに合わせて、他教科の先生にみてもらいたい。
俳人の方からお話を聞く機会をもうけられるといいかもしれない。
他の連携案として「お～いお茶 新俳句」担当者やデータサイエンス専門機関
などを呼ぶと良いと考えている。

先生がおっしゃっていたように、現代多くの人に好まれるのは、単に優秀な作品とい
うよりは、独自性や特異性が強いものが多いなという風に感じました。それがおもし
ろいから好かれているのか大衆性ゆえのものなのか趣を感じたからなのかは人さまざ
まであり、人間は不思議なものだなと思いました。（芸術観への興味）

素人や子供が書いたただの日記も有名な詩人の名前で出したら売れるのかが気
になった。人の芸術の定義を知りたい。（マーケティングへの興味）

人の表現の仕方をもっと考えてみたり、自分の表現の仕方を文章を通じて感じたり
することをこれから意識してみたいと思った。（表現への意識）

左の俳句の作者は①先生自身②プロの俳人
③本校の中学2年生④高校生の受賞作
⑤AIが作ったもの⑥たまたま五七五のもの

お～いお茶新俳句入賞作品を
テキストマイニングして作成した俳句を見せることで
言語表現(芸術) の評価基準を考えるきっかけに

国語
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実証成果 参加者開発STEAMプログラム例 「糞」で考える循環型社会

概要

内容

ステークホルダーとの連携

学習者の声

今回の授業設計には，多くの方々の協力があった。こうした営みは，単に授
業をよくしていくという意味だけにとどまらず，教職員の関係の再構築という意
味でも大変貴重な経験となった。今後は授業をきっかけに構想を深めた提案
などを，実際に企業等へ提言し，さらなる突っ込みをもらうことが生徒のワク
ワクに繋がると考えている。

高校２年生、地理、日本史、英語の授業。未来のトイレをデザインすることを、
地理的（空間的）、歴史的（時間的）視点を踏まえて考えるプログラム

生徒のワクワクやモヤモヤは，提出物を別添ルーブリックにもとづいて確認予定

地理的（空間的）アプロ―チ 歴史的（時間的）アプロ―チ

社会 英語
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実証成果 参加者開発STEAMプログラム例 働く大人に伝えよう！私たちが考える「これからの良い会社」

概要

内容

ステークホルダーとの連携

学習者の声

高校２年生、現代社会の授業。会社の経済的・非経済的側面の両方と、
社会とのつながりをもとに、これからの良い会社の条件を考えるプログラム

私たちのグループは航空会社を担当しました。他教科でもそうですが、授業で
実際のことが出てくると、疑問点もより具体的に湧いてきて、先生に質問したり、自
分で調べたりしています。今日の授業では、利益率などの数値がどの程度すごいの
かを知りたくて、他の航空会社も調べました。すると、従業員数や年収、利益など、
企業によって全く違うことが分かり、興味深かったです。また、以前見学した企業で
は芝生が敷き詰められた部屋で会議をすると聞き、私もそうした場所で働きたいな
と感じていました。ただ、前時のペアワークで、労働環境をよくしたら、その費用がか
かり、賃金に影響するのではないかという意見が出てきて、よい会社とは何か分から
なくなってしまいました。次の授業ではみんなの意見をしっかり聞こうと思います。

社会科教員と司書教諭の2人でプログラム開発と実践を行った。
来年度以降、プログラムの導入として起業家による講演を行う、プレゼン
テーションの聞き手として地域の会社の経営者を招く、などできると良いと考
えている。

社会
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実証成果 参加者開発STEAMプログラム例 SDGs×数学（住み続けられるまちづくり）

概要

内容

ステークホルダーとの連携

高校１年生、数学の授業。google mapで学校近くのスロープを見に行き、現
地に行かず測量を行い住み続けられる街づくりを数学を通して分析するプログラム

今回はうまく実施できなかったが、このスロープの設計者に問い合わせをしてみて、
設計の意図を聞いてみると、より深い理解につながるものと考えられる。また、スト
リートビューを用いることもあり、地理などの分野とも関連を持てると考えている。
現地に行かない測量のため、海外の測量などもできると考えた。３Dプリンターなど
で、実際に「創る」学びを入れても面白いと思っている。

学習者の声
既習事項との関連 授業の中で楽しいと思える瞬間があったか？

半径と高さを今ある情報から得るには？
階段とスロープの距離は？また，その比は？

スロープの勾配は？
階段とスロープの角度は？

半径や高さの測定がずれると，
階段・スロープの距離がどれだけずれるか？

スロープの「使いやすさ」は？
この形は「美しい形」なのか？
この建築物の改善案は？

位置エネルギーや 国土地理院といった
他教科の内容についても言及あり

数学を用いて様々な値が求まることが楽
しかったという意見もあれば、
ストリートビューを利用して楽しかったとい
う意見もあった。
一方、否定的な意見としては「計算が
大変」や「普段の問題でないから難しい」
などがあった

楽しいと思える瞬間
とてもあった 26％
あった 55％
あまりなかった 15％
まったくなかった４％

また受けたいと思うか？
とても思う 15％
まあ思う 58％
あまり思わない 12％
まったく思わない５％

数学
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実証成果 開発プログラムの地域・企業・大学などとの連携による”発展性”

プログラム名 プログラム概要 地域・企業・大学などとの連携による”発展性”の案 カテゴリ

アートでカラフルな街づくり 「自分の色を探す」というテーマのペイントワークショップを起点として、非言語的な
感覚に目覚め、内在する創造性を引き出し実際の行動へと昇華するプログラム

アフリカンペイントアーティスト
社会と住民の関わり、社会調査に詳しい専門家
住民の「やってみたい」をサポートする組織・行政
建造物に貼って剥せるラッピング素材提供企業

地域
企業
大学

ようこそ農業就業体験２０２０ 福島県矢祭町での農業就業体験。持続可能性や魅力の発信をテーマに、
教科連携・ドローンでの映像撮影などSTEAMの視点でブラッシュアップ

農家（農業体験）、料理研究家（商品開発）、
地元の商店街（商品販売）、
デジタル機器メーカー、映像プロデューサー

地域
企業

横総生にオファーです 地域課題に対する解決策を提案する探究学習。各教科で学んだことを活かし、ポス
ターセッションを行う。グループで協働学習に取り組む。キャリア教育の一貫プログラム 横浜市南区役所、NPO 地域

NPO

シーサイドラインmeets KGM 株式会社シーサイドラインとタイアップして、高校生が英語で各駅の魅力を外国人に
伝え、利用客増加を目指すプログラム 株式会社シーサイドライン（鉄道会社） 企業

「お～いお茶 新俳句」
完全攻略マニュアル ～国語×AI～

「お～いお茶」のパッケージに掲載されている俳句を題材に、テキストマイニングなどを
使いながら、言語表現や芸術についての学びを深めていくプログラム

「お～いお茶 新俳句」担当者（伊藤園）
俳人、データサイエンス専門機関

企業
大学

SDGs×数学
～住み続けられるまちづくり～

SDGs×数学として、住み続けられる街づくりを数学を通して分析するプログラム。
google mapで学校近くのスロープを見に行き、現地に行かず測量を実施。

建設会社、建築事務所、バリアフリー支援NPO
海外の建築事務所、ファブラボなど

NPO
企業

「糞」で考える循環型社会 未来のトイレをデザインすることを、
地理的（空間的）、歴史的（時間的）視点を踏まえて考えるプログラム

下水処理場、地方自治体、トイレタリー企業
（TOTO）、ヘルスケア企業（オムロン） 企業

働く大人に伝えよう！
私たちが考える「これからの良い会社」

会社の経済的・非経済的側面両方と社会とのつながりをもとに、これからの良い会社
の条件を考えるプログラム 起業家、地域の会社の経営者、信用金庫 地域

企業

イノベーターになろう イノベーションをテーマとして、自分からは少し離れた困った人を助けるために共感と
想像を形にするプログラム

RU11などの研究大学
地域老人ホーム、障がい者支援所、旅行会社

大学
地域

本事業開始が年度後半だったこともあり、教員が地域・企業・大学などと連携してプログラムを実践するまでに至らないことが多かった。
しかし、今回企画したSTEAMプログラムには企業や大学と連携することで、より一層豊かな学びを実現できるものが多い。
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実証成果 参加者開発STEAMプログラム一覧①

担当教科 プログラム名 プログラム概要

国語 わたしはこう読む
～現代文のSTEAM化～

たすきでつなぐリレーのように評論文を他教科の見方考え方で読み解くことで新たな
可能性を切り開くプログラム

国語 「お～いお茶 新俳句」
完全攻略マニュアル ～国語×AI～

「お～いお茶」のパッケージに掲載されている俳句を題材に、テキストマイニングなど
を使いながら、言語表現や芸術についての学びを深めていくプログラム

国語 アートでカラフルな街づくり 「自分の色を探す」というテーマのペイントワークショップを起点として、非言語的な感
覚に目覚め、内在する創造性を引き出し実際の行動へと昇華するプログラム

国語 イノベーターになろう イノベーションをテーマとして、自分からは少し離れた困った人を助けるために共感と
想像を形にするプログラム

社会 横総生にオファーです 地域課題に対する解決策を提案する探究学習。各教科で学んだことを活かし、ポ
スターセッションを行う。グループで協働学習に取り組む。キャリア教育プログラム

社会 ようこそ農業就業体験２０２０ 福島県矢祭町での農業就業体験。持続可能性や魅力の発信をテーマに、教科
連携・ドローンでの映像撮影などSTEAMの視点でブラッシュアップ

社会 「糞」で考える循環型社会 未来のトイレをデザインすることを、地理的（空間的）、歴史的（時間的）視点
を踏まえて考えるプログラム

社会＋
司書教諭

働く大人に伝えよう！
私たちが考える「これからの良い会社」

会社の経済的・非経済的側面両方と社会とのつながりをもとに、これからの良い会
社の条件を考えるプログラム
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実証成果 参加者開発STEAMプログラム一覧②

担当教科 プログラム名 プログラム概要

理科 粘土細工で学ぶ、
売れるものってなんだろう？

粘土細工を通じてクリエイター側の経験だけでなく、級友へオファーをして、評価をす
ることによるプロデューサー側の経験をすることが出来るプログラム

理科 本質をとらえる授業実践 天文分野の本質的な問いを考え、他教科にも横断する疑問を生み出し、最終的
には自ら問いを生み出すことに挑戦するプログラム

理科 ラオススタディーツアー 個人の研究テーマを決め、予備調査をした上で、実地調査を行うプログラム。
また、現地で、現地の方との交流も行うプログラム

理科 自己表現を探究する～自分の色とは 自分の色を表現したのち、科学的に視覚・色認知等を学び、自己表現した作品
を「科学的」「統計的」など多角的に考察するプログラム

理科 電次郎になろう 「問い→仮説→検証→結論」というプロセスを生徒が追体験することで，最終的に
生徒が「もっと知りたい」というワクワクをもって終わるプログラム

英語 Study Britain イギリス短期派遣に向けて、生徒各個人の興味を引き出し、それを組み合わせて
班別研修の計画を立てるプログラム

英語 海外との共同研究に向けて 自分の研究に後ろ向きな人でも、海外との共同研究の面白さを知ることで、前向
きな改善を行いながら研究を作り変えるプログラム

英語 シーサイドラインmeets KGM 株式会社シーサイドラインとタイアップして、高校生が英語で各駅の魅力を外国人
に伝え、利用客増加を目指すプログラム
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実証成果 参加者開発STEAMプログラム一覧③

担当教科 プログラム名 プログラム概要

数学 黄金比（Golden Ratio）
～ 数学と身近なものとの繋がり ～

「黄金比（Golden Ratio）」をテーマとして、数学と身近なものとの繋がり（美し
さ）を学び、数学に対する興味・関心を更に高めていくプログラム

数学 SDGs×数学
～住み続けられるまちづくり～

SDGs×数学として、住み続けられる街づくりを数学を通して分析するプログラム。
google mapで学校近くのスロープを見に行き、現地に行かず測量を実施

数学 理想的な生き方 理想的な生き方を考えていくことにより、「理想」に必要な「具体性」を明らかにして
いくプログラム

数学 トポロジーの世界に飛び込もう 地球は本当に球体なのか。実際、自分の目で確かめていない。地球上で地球が
球体であることは証明できるのかを考えるプログラム

数学 地域の役に立とう 地域の役に立ち、感謝されることを経験し、志を持てるようにするプログラム

技術 ジャイロから始まるSTEAM ジャイロという効果を通じて、そこから派生する学びを経験し、トライ＆エラーを繰り
返し、最後まで学び続ける主体性を身につける探究プログラム

美術＆理科 新たな魅力を発見してデザインしよう
（ガイドデザイン）

身近にあるが普段素通りしている環境を意識的に活用したフィールドワーク学習、
自身の視野や学びのフィールドを広げさせたいと計画したプログラム

美術 Tamagawa Nature Trail Project ネイチャートレイルを作る過程で、自然環境から学ぶ力を養う。デジタルファブリケー
ションにより自力で高度な工作物を作成したり、自然の持つ新たな可能性を発見

家庭科 女子高校生、企業人になる！！
～地球にやさしく、みんなを笑顔に！～

経済学、環境学、栄養学、経営学などの視点を踏まえ、男子校ともコラボを行い、
浅草あげまんじゅうの新商品開発に挑むプログラム
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「STEAMプログラム ハッカソン事業」の今後

当社の教育事業を「STEAM」の観点で体系化し、本事業のような教員研修（研究会）や
STEAMプログラムのアーカイブを重要なテーマとして位置付けることが出来た。

今後、自治体、学校向けに研修を展開し、質が高い「STEAM」が継続的に推進されるように
支援していきたい。

なお、本事業では教員主体の「授業のSTEAM化」に取り組んだが、次の実証研究のテーマと
して、教員主体による企業・地域・大学との連携の強化、「学校全体でのSTEAM化」に取り組
みたいと考えている。
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「STEAMプログラム ハッカソン事業」を終えて 参加先生の声

STEAMプログラムハッカソンのような「場」への期待
・STEAMプログラムハッカソンが様々な場所で開催されることが必要だと思います
・今後も継続してこのような研究会(STEAMプログラムハッカソン)があるといいと思います

STEAMの意義浸透への期待
・基礎学力とは何かを考えなおし、STEAMを実施できる時間的余裕をつくりだすことが必要です
・（国や行政から）STEAM実施時間確保の指示があると進めやすいです

教員の業務負荷軽減への期待
・STEAM実施現場教員の仕事量軽減が必要だと思います

STEAMライブラリへの期待
・利用できる学外リソースの一覧や、相談先が提示されている仕組みが必要です
・STEAMの型や実践例が多くあると考えやすかったり、プログラム開発の省力化につながります

企業へのインセンティブ作りへの期待
・教育に投資する企業側メリットを明確にすることが必要です

経済産業省「未来の教室」に対して、教員からの期待の声（参加者の声から）
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「STEAMプログラム ハッカソン事業」を終えて 小村俊平

本事業の狙いを一言で語るならば、「教員が自ら企業や大学と連携し、授業のSTEAM化を推進する」ことへのチャレンジで
ある。

その第一歩として、教員が自身の担当教科の授業、あるいは学校外の講座を開設し、STEAMプログラムを自ら企画し、
実践した。これまで教科と社会、教科間のつながりをあまり考える機会がなかった若手教員や経験豊富なベテランを問わず、
自身のワクワクを大切にしながら取り組めたことは非常に有意義であった。

特にSTEAMプログラムを企画し、実践するプロセスをへて、教員にとって納得度が高い「授業のSTEAM」の共通理解が生
まれたことは大きな成果である。また、対面でのワークショップと継続的なオンラインでの継続的なやり取りを通じて、教員どうし
のコミュニティが生まれたことも成果であると言える。

一方、事業のスタートが年度後半だったこともあり、教員が企業や大学と連携したプログラムの実践は十分にできなかった。
至らないことが多かった。しかしながら、22ページでその可能性を例示したように、今回企画したSTEAMプログラムには企業や
大学と連携することで、より一層豊かな学びを実現できるものが多い。

教員による授業のSTEAM化で重要なのは、「どの学校でもそのまま使える完成形」ではなく、学校の特性に応じて、地域に
応じた企業や大学と連携しながらアレンジできるプロトタイプづくりなのだろう。今後はプロトタイプを組み合わせ、授業単体では
なく学校のカリキュラム全体のSTEAM化に取り組んでいくことが期待される。

「STEAMプログラムハッカソン」企画責任者
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さて、最後に今後、各学校現場でSTEAMを推進してくための三つの課題と解決の方向性を簡単に述べたい。
第一に、「なぜSTEAMを実施するか」「どうやってSTEAMを実施するか」という企画検討面の課題である。これはSTEAM実
践事例のアーカイブをつくり、教員同士の学びあいの場を促すことが効果的である。このアーカイブがSTEAMプログラムの質を
担保するとともに、各学校の導入のハードルを下げると期待される。なお、教員によるアーカイブの利用を促進するためには、教
員の共通言語である「生徒にとってどうか」の観点が重要である。すなわち、「STEAMによって生徒がどう変化したか」「その後
の生徒の進路選択がどのように変化したか」等である。

第二に、「質の高いSTEAMを企画し、実践できるか」という教員の資質・能力の課題である。これは本事業で示された「知
の編集者」としての教員の可能性をふまえ、その資質・能力を意識的に育成していくことが重要である。多くの教員には、
STEAMの意義を「生徒に届く言葉」で伝えたり、STEAMの専門家を統合してプロジェクト化する潜在能力がある。本事業を
通じて、「学校外」のリソースを活用し、自身の教科をふまえて「専門外」の知識と知識を橋渡しし、生徒が試行錯誤する中
で生み出す「想定外」を喜ぶ新しい教員像が見えてきたことも成果である。

第三に、「さらにSTEAMを実施するのか」という負担感の課題である。近年、学校現場はスクラップ＆ビルドがないままに建
て増しを繰り返し、教員の業務は増え続けてきた。そこに新たにSTEAMを加えるのは現場の負担感が大きい、賛同を得にく
い。考えるべきはSTEAM推進を通じた働き方改革であり、学校現場のマインドセット改革である。たとえば、STEAM推進に
不可欠なICT活用は、教員に大きな負荷を与える連絡調整や管理業務を効率化する。また、学校が自前主義から脱却し、
学校外の専門知を持った人々との連携を増やせば、教育の質を高めるとともに教員の負担を減らすことも可能である。こうし
た働き方改革とともに、「教育の量」ではなく「学びの質」を重視するマインドセットを持つことが重要だろう。

「STEAMプログラム ハッカソン事業」を終えて 小村俊平「STEAMプログラムハッカソン」企画責任者



30

Appendix
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実証成果-参加者開発STEAMプログラム例 イノベーターになろう

概要

内容

学習者の声

ステークホルダーとの連携

中学３年生、高校３年生、現代文の授業。自分からは少し離れた困った人を助
けるために共感と想像を形にするプログラム

今回の授業では学外の連携はできなかったが、例えば老人ホームに見学に行き、
観察 やインタビューを実施し、高齢者の問題点やニーズを把握し、その問題解
決を授業で行うというようなことも行ってみたい。

もっと長い時間で「イノベータになろう」ができる場合、何をしたいですか？

目が見えない人を助けるアイデアの例：脳に存在する神経細胞について研究をし、
どの神経細胞が発火していると、どのような映像を見ているのかを調べ、それを利用
して人為的に神経細胞に刺激を与え、見せたい映像を見せる（サイエンス、エン
ジニアリングへの接続）
旅先で困った場合にあるとよいものアイデア例：GPS連動して、お店などに入る前
に注文の仕方やマナーなどが送られてくるアプリ

実際にモノを作ってみたい 理系文系の枠を超えて！（教科横断）
実際に制作したい。また、実際に老人の方にご意見を伺ったり、障がい者の方、子
どもなどにも話を聞いて、ご自身（本人達）が「これがあったらいいな」というものを
聞きたい。
新しい商品を考えるだけでなく、今あるものをどう改善したら使いやすくなるかなどを
考えて詳しい設計図を書きたい。

困っている状況の設定①子どもの頃にあればよかったもの②老人になったときにある
とよいもの③目が見えない人にあるとよいもの④耳が聞こえない人にあるとよいもの
⑤旅先で困った場合にあるとよいもの⑥自分で考える

生徒から出たアイデア

国語
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実証成果-参加者開発STEAMプログラム例 目指せ，電次郎！

概要

内容

ステークホルダーとの連携

高校２年生、理科の授業。電磁気分野に関して、「問い→仮説→検証→結
論」というプロセスを生徒が追体験することで，最終的に生徒が「もっと知りたい」と
いうワクワクをもつプログラム

技術科教員と連携し、簡易な無線充電回路を作成，生徒に演示，回路を
考察させることまではできた。今後発展的に生徒が全員無線充電の回路をつくる
ことができるプログラムが想定される。電子工作としくみの理解をつなげることで生徒
たちの理解は理科，技術の両者の観点で深まるプログラムにしていきたい。
学外においては，「高齢者の方の若い時の生活と現代の生活の差異」，「途上
国で電気が届かない国出身の方の現地での生活と日本での生活の差異」，
「震災などで長い期間停電を経験した方の日常生活との差異」などの話を聞く
機会が，生徒への刺激として想定される。（今回は実施時期の都合上校外の
ステークホルダーとの連携は取れなかった。）

物理の授業では普段の生活の中では使わないのではないか、といった知識を教
わっているように感じるが、実際は教わったことを応用した電子機器などが数多く
存在するのだと感じた。（教科の有用感の向上）

学習者の声
このような授業をまた受けたいか？ 授業の中で楽しいと思える瞬間があったか？

理科
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成果報告
新しい「教職員向け研修サービス」
ファシリテーションスキル研修

Katsuiku Academy
（一般財団法人活育教育財団）

公開



①背景・目的

多様化、ITの進化、グローバル化が進み、社会の急速な変
化による新たなニーズや課題は今後も益々増えることが予
想されます。
今後のニーズや課題に応えられる人材が必要であり、彼ら
を育成するための新たな教育が今、求められています。
この研修を通して、 PBL型の授業のファシリテーションの
ノウハウや、生徒が主体的に考えて積極的に行動できるよ
うになる理論やスキルを身に付けていきます。
研修を終えた後、参加者の皆様が学校の授業やワーク
ショップの形を進化させ、グローバルな環境下で複雑な課
題解決ができる変革型人材の輩出ができるようになること
を目指します。



②概要
ファシリテーションスキルを身に付けるための5日間のファシリテーションスキル研修
具体的には自律性、協働性、多様性理解などのグローバルスキルをテーマとしたPBL
型のワークショップをデザインする方法と、実施するノウハウを身に付けていきます。

■研修を通して得られるもの
●ファシリテーションにおいて重要な理論の学び
（例）グロースマインドセット、心理的安全性、モチベーション向上、ストーリーテリング、
SEL教育、エンゲージメント、学習理論など
●上記の学びを応用した、ゼロからPBL型のワークショップをデザインして実施するための
手法
●生徒に自律性、柔軟な思考力、チームワークスキル、高い感情知能、コミュニケー
ション能力、リーダーシップ、課題設定/解決能力、グロースマインドセットや自信を身に
付けさせるためのファシリテーションのノウハウ(またファシリテーター自身がそれらを身に付
けるためのトレーニング)



③実施内容ー詳細ー
項目 詳細
対象 教育関係者、ワークショップ実施者

参加者数 48名
場所 EDUPLA

東京都千代田区神田駿河台4-6ソラシティアカデミア 5F
交通費 各参加者に実費分支給
日時 各回10：00～18：00

第1回：2019年12月15日(日)、又は、12月22日(日)
第2回：2020年1月25日(土)、又は、2月1日(土)
第3回：2020年2月2日(日)、又は、2月8日(土)
第4回：2020年2月9日(日)、又は、2月16日(日)
第5回：2020年2月23日(日)、又は、2月24日(月・祝)
※参加者は各回都合のいい日程を選択
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株式会社Ridilover
新しい「教員向けファシリテーション研修」
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➢ はじめに

○ 背景と目的／概要

➢ 実施内容

○ プログラム設計①：教員研修

○ プログラム設計②：アンケート

○ 探究教材開発

○ プログラム参加教員／生徒／社会問題関係者

○ ファシリテーション実践校

➢ 成果

○ 概要

○ 参加生徒の変容

○ 教員の社会課題意識

○ 教員のファシリテーション能力

○ まとめ／今後に向けた示唆



2

【時代変化】

人口減少による国内市場の縮小、さらに高

齢化を筆頭とした社会課題の多様化と深刻化

といった変化に伴い、これからの時代に求め

られる人材要件は変化している。

このような変化の中では「多様なバック

ボーンや価値観を持つ他者と対話や協働をし

ながら、社会を舞台に自らの人生を切り拓い

ていく」生徒を育成することがより重要に

なっていくと言える。

【必要とされる教員像】

前述の生徒を育成するために、教員はファ

シリテーターとして社会課題を題材としなが

ら、「決められた1つの正解がない探究プロセ

スの中で、生徒が能動的に明示的学び、暗黙

的学びを体感し、自己効力感や共同体感覚、

知識、関心を高めていく学びのサイクルを回

す支援ができる人材」となっていくことが必

要であると考えた。

本事業では、教員研修の開発と実施を通じて、

参加する教員が

❏ 社会課題を題材にした探究学習における

ファシリテーションの価値や可能性を理

解する

❏ それに必要な知識・スキルを学んだ上で

実践を重ねる

ことを通じ、参加者となる教員がより高度な

ファシリテーターとなることを目的とする。

またその目的のため、社会課題を題材にした

探究学習教材を開発する。本教材は教員研修

で用いる他、のちに学校に向けて販売するこ

とを前提にしている。

以上より本事業は、探究学習教材とそれを用

いた教員研修の開発によって、実証事業終了

後も継続展開していくことを企図している。

背景 目的と概要

はじめに
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プログラム 成長の仕掛け実施内容場所

Day 2

実
践
研

修
①

Day 3

横浜

• 授業の振り返り
• 次回以降の実践計画

• 授業設計：①の振り返りを生
かし、今回の生徒向けに内容
調整

• 実践授業：165分の授業実践
• 振り返り：

• 導入デザイン／協働開発／振り返りフローの最適化
⇒ 実践研修①の内容を踏まえ、今回実践する生徒に対しての調整を行う
⇒ 協働開発では、教員の意図を進行に反映させ、作り込みを行う

実施内容：プログラム設計①教員向け研修

• インプットを短く、ディスカッションをメインに構成
⇒ 研修を生徒に起こしたい状態と重ねて構成していくことで、参加者に体感

的理解を促すことを狙う。

日程

教員研修
Day 1

11/13 横浜

実
践
研
修
②

Day 1

Day 2

横浜

大船

討議①：社会課題を扱う意義
討議②：ファシリ自己評価
討議③：教科接続の可能性

• 授業設計①：時間の確保と生
徒の状態に合わせた導入デザ
イン／グルーピングの妥当性
検討／使用ツールの選択と決
定

• 授業設計②：当日授業案のす
り合わせ／グループワーク時
の生徒の状態想定と、介入の
想定

• 実践授業：3コマ150分+休憩
20分の授業実践

• 振り返り：

• 動画と実況による詳細な振り返り
⇒ 直後に振り返りを行い、言語化を一度経ていることで、改めて他者に説明

する際は解釈が加わり、実践内容のメタ認知が進む。

12/06

12/19

1/10

1/22

2/05

2/19

2/22

教員研修
Day 2

Day 1

藤沢

教員研修
Day 3

オン
ライン

• グループワーク参加者として、テーマを直接考える
⇒ 生徒役を体感することで、グループワークでの思考プロセスを理解し、暗

黙的な学びを得、テーマに内包された葛藤を理解する

「出所者の社会復帰」動画視聴
グループワーク体験

• 導入デザインを検討
⇒ 生徒との信頼関係を十分に築いた上で授業参加への動機付けを行うため、

開催クラスの選択、授業実施までの説明の機会と内容を検討した。
• 授業案の協働開発

⇒ 最初の授業案をあくまでドラフトと位置づけ、また使用PPTを参考スライ
ド集という構成にして提示。作り込みを教員が行えるように設計した。

• 実践授業での即興性
⇒ 事前準備での想定を全てやり切らず、当日の状態に応じて介入内容を変化

させるように打ち合わせ。生徒の変容を促進できるよう仕掛けた。
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「社会問題を探究学習のテーマとして扱った場合の、教員の意識・スキルの変化」を事前・プロセス・事後アンケートにて測定。さらにリ
ディラバがもつ生徒向けの効果測定アンケートを実践授業に参加した生徒向けに実施。この２群の変化の因果関係を検証する事で、より実
際的で波及効果の高いプログラム設計を企図した。

実施内容：プログラム設計②アンケート

本研修の効果検証 本研修を経た教員が、生徒に与える効果検証

明示的・暗黙的学び
学習形態の便宜上の区分け。明示的学びと
は、知識を明示的に表現することを通じた
学習を指します。具体的にはメモをたくさ
んとること、グループワークで図表や例示
を使って自分の考えを表明したりしたりす
ること。暗黙的学びとは、表出化されない
内省的な思考を通じた学習を指します。具
体的には、話を聞いたり、様子を見たりす
る中で、印象的な体験を得ることや、他の
生徒の観察態度や発表態度から学びを得る
ことが挙げられます。

❏ 社会課題の知識・関心

❏ 社会課題と教育や教科を繋
げること・授業で扱うこと

❏ 社会問題を題材とした探究
やALへの意欲・自信

❏ 主体的な態度を引き出す
❏ 学びを深める問いかけ
❏ チームビルディング
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実施内容：探究学習教材開発：動画教材／指導ガイド／ワークシート

「出所者の社会復帰」「フードロス」関係者インタビュー動画・概要アニメーション動画

生産現場：JA担当者へのインタビュー

民間：自立準備ホーム経営者へのインタビュー行政：法務省へのインタビュー当事者：元受刑者へのインタビュー

法務省インタビュー内・職業訓練の様子 「出所者の社会復帰」概要動画

食品リサイクル工場へのインタビュー 小売現場：コンビニ経営者へのインタビュー 「フードロス」概要動画
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実施内容：プログラム参加教員／生徒／社会問題関係者

教員（8名） 社会問題関係者（6現場7名）生徒（2校60名）

神奈川県私立高校

E高校（男子校）：数学：男性

K学園（男子校）：情報：女性

S学園（共学）：現代国語：女性

：情

報：男性

S高校（女子校）：美術：男性

東京都私立高校

H学園（共学）：物理：男性

埼玉県公立高校

F高校（共学）：英語：男性

茨城県公立高校

T高校（共学）：英語：男性

湘南学園中学校・高等学校

高校1年生：1クラス：38名

公文国際学園中等部・高等部

公募：22名

中学2年生：8名

中学3年生：5名

高校1年生：1名

高校2年生：8名

「出所者の社会復帰」

○ 行政：法務省矯正局／保護局

○ 民間：出所者支援団体：代表

○ 当事者：元受刑者

「フードロス」

○ 生産現場：JA担当者

○ 小売現場：コンビニ経営者

○ 食品リサイクル工場：経営者

本研修への参加教員は、当初から10名程度の想定であったため、ある程度実践の調整がつきやすい私立高校をメインに、個別に声かけを行

なって募集した。また実践校は全員が参加できる場と任意での個別実践の場を想定していたが、実状に合わせ、個別実践を参加校及び協力
校で設定しながら、実践をブラッシュアップしていく形を取った。社会問題関係者は当初の予定通り6現場のインタビューを実施した。
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湘南学園中学校・高等学校

所在地 神奈川県藤沢市鵠沼松が岡4-1-32

設立年 1950年（高等学校設立）

活動内容 「個性豊かにして身体健全 気品高く 社会の進歩に貢献できる明朗有為な実力のあ

る人間の育成」が建学の精神。近年は国際交流や次代を見据えた教育活動にも積極的

に取り組み、ユネスコスクール、SGHアソシエイト(2015年)指定を受けている。

公文国際学園中等部・高等部

所在地 神奈川県横浜市戸塚区小雀町777

設立年 1993年

活動内容 自由と自律を尊ぶ校風を特徴としており、「校則」の代わりに「生徒憲章」が存在す

る。国際社会で活躍できる人材の育成が一つの柱であり、帰国子女生徒を積極的に受

け入れる。模擬国連などの教育活動が評価され、SGHアソシエイト(2012年)指定を受

けている。

実施内容：ファシリテーション実践校

ファシリテーションの実践校は、参加教員の所属校を優先的に検討し、時期的な問題などで難しかった場合は、所属校以外の協力校を募る
形とした。
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成果：参加生徒における事前事後の変容（定量）

参加生徒の認識について、大項目である知識・関心・意欲について複数質問項目を設け、５件法で回答を得た。プログラム参加前/参加後で
同様の質問調査を行い、各大項目ごとの回答平均値を以下に記載の上、まとめと解釈を加えた。

大項目 質問 事前
回答

事後
回答

変化 まとめ/解釈

社会問題に
対する

知識

(出所者の社会復帰という社会問題に対して)全
体像がどのようなものであるかを知っている、

知っていることがたくさんある、原因が何で

あるかを知っている、関わっている人をたく

さん挙げることができる、解決する方法を

知っている

1.9 3.7 ＋1.8

事前の数値が相対的に低いことに見て

とれるように、社会問題に対する生徒

の知識が低い。なんとなく大まかに

「社会問題」としてあることは知って

いても、中身についてはあまり知らな

いままになっているため、知識獲得率

は高い。

社会問題に
対する

関心

(出所者の社会復帰という社会問題に対して)
関心がある、普段から情報を集めている、自

分と関係がある、将来的に関わっていきたい、

他の社会問題でも関心あることがたくさんあ

る

2.7 3.3 ＋0.6

知識獲得を通じて、関心が向上して

いる。中身を踏み込んで知ることを

通じて、問題意識や意見を持ち始め

たことから当事者性が高まり、関心

が高まったと考えられる。

社会問題に
対する

意欲

(社会問題全体に対して)今後調べていきたい、
社会問題について解決策を見出したい、他の
人と話し合いたい、解決に向けて関わりたい

3.4 4.1 ＋0.7

1つの社会問題(出所者の社会復帰)を
学んだことにより、社会問題全般へ

の意欲が高まる結果になった。社会

問題を学ぶことによる気づきや成長

実感が得られたと考えられる。
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成果：参加生徒における変容（定量）

大項目 質問
回答

（平均値）
まとめ/解釈

暗黙的学
び

社会問題(出所者の社会復帰)の動画を見て、学んだことが
あった・社会問題(出所者の社会復帰)に携わっている人の動
画を見て、その言動に印象的なものがあった・自分のグルー
プの他のメンバーの取り組み姿勢から学ぶことがあった・他
のグループのメンバーの取り組み姿勢から学ぶことがあった

4.2

暗黙的学びとは、表出化されない生徒の内省
的な思考を通じた学習を指す。動画教材、グ
ループメンバーの姿勢から一定の学びをうむ
ことができた。教員によるファシリテーショ
ンを通じて、一層学びを深めることができる
と思われる。

明示的学
び

学んだ社会問題(出所者の社会復帰)の動画を見た時にたくさ
んのメモを取ることができた・社会問題(出所者の社会復帰)
を学んだことで生まれた疑問について、誰かに質問をしたり
共有することができた・グループワークで積極的に自分の意
見を話すことができた・グループワークで、図や例を使って
自分の考えをわかりやすく伝えることができた

4.2
明示的学びとは、知識を明示的に表現するこ
と。メモを取ること、グループメンバーに自
分の疑問や意見を発信するなど主体的な学び
が一定できていた。暗黙的学びと明示的学び
がバランスよく体感できていた。

グループ
ワーク学
習達成度

グループワークでメンバーの意見を活かすことができた・グ
ループワークで自分とメンバーの考えを足し合わせて新しい
アイデアを出せた・グループワークでメンバーの意見を理解
できるようにしっかりと聞くことができた・メンバー全員で
協力してグループワークを進めることができた・他のグルー
プのグループワークの内容には自分の知らないことがたくさ
んあった・他のグループの取り組み姿勢を見て、自分達の取
り組み姿勢の改善点を見つけることができた

4.2
グループワークの活動で行うことに関して、
「自分はできた」と評価する生徒が多かった。
社会問題に集中させるために、やることが分
かりやすく指示したこと、心理的安全性を重
視した場作りが功を奏したと考えられる。

プログラ
ム学習達

成度

プログラム全体を通じて、社会問題についてたくさん学べ
た・プログラム全体を通じて、グループワークの仕方につい
てたくさん学べた・グループワークを通じて、参加した社会
問題に対して有効な解決策を出すことができた

4.2
グループワーク学習達成度同様に、社会問題
も含め、全体としておよそ学びが得られたと
いう自己評価となった。

参加生徒の認識について、大項目に関する複数の質問項目を設け、５件法で回答を得た。
プログラム参加後にこの質問調査を行い、各大項目ごとの回答平均値を以下に記載の上、まとめと解釈を加えた。
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成果：参加生徒における変容（定量）

大項目 質問
回答

(平均値) まとめ/解釈

自己効力
感

自分達のグループワークの成果や過程は他のグループよ
りも良いと思う・自分には社会問題を解決する力がある
と思う・自分のお陰でグループワークが円滑に進んだ・
自分達のグループは他のグループより協力して作業を進
めることができた・自分は誰とでもグループワークを上
手く進めることができる

3.4
グループワークや社会問題に対する自己効力感は少
し高い。共感は、社会問題の当事者や関係者、およ
びグループメンバーなど他生徒に対する共感を表す。
リディラバで行うField Adventure同様に、暗黙的学
び/明示的学びの体感→自己効力感・共感→知識獲得
→関心向上という学びのサイクルが見られた。社会
問題という複雑で見えづらい問題については、いき
なり知識・関心を向上させることは難しいものの、
社会問題に対する自己効力感および共感を培う設計
を取り入れれば、知識・関心の向上を図ることがで
きることが分かる。

共感

頼りになるメンバーがグループにいた・メンバーの失敗
を自分から助けることができた・自分はグループの一員
であると感じることができた・自分から進んでグループ
ワークのメンバーと信頼関係を築くことができた・他の
グループのメンバーを助けてあげることができた・社会
問題(出所者の社会復帰)の動画に出てきた人に協力した
い

3.7

テーマへ
の意欲

学んだ社会問題(出所者の社会復帰)の現場に行ってみた
い・社会問題(出所者の社会復帰)について今回学んだこ
とを他の人に伝えたい

4.1
教材で学ぶだけでなく、現場に行ってみたい・誰か
に伝えたいという、次なるアクションへの意欲も高
まった。

グループ
ワーク満
足度

グループワークは楽しかった・グループワークに満足し
た・グループワークで話し合ったことを誰かに伝えるの
は楽しい・他のグループの話し合いの内容を知るのは楽
しい

4.3
グループワークに対する学習達成度同様に、グルー
プワークに対する満足度も高い。だからこそ、プロ
グラム全体に対する満足度も同程度に高まったと想
定され、社会問題×教材×グループワーク×ファシリ
テーションの設計がある程度効果的であったと言え
よう。今後は、学習達成度および満足度をより一層
高める設計やファシリテーションを、引き続き研究
する。

プログラ
ム全体満

足度

社会問題に関わる人の動画を見る経験は楽しかった・今
回のプログラムで、社会問題について話し合う経験に満
足した

4.3

参加生徒の認識について、大項目に関する複数の質問項目を設け、５件法で回答を得た。
プログラム参加後にこの質問調査を行い、各大項目ごとの回答平均値を以下に記載の上、まとめと解釈を加えた。
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成果：参加生徒における変容（定性）

感想 まとめ/解釈

すごく楽しかったです。あんまりひとつのことについて1時間くらい考えたり議論したりする機会が無
いので新鮮でした。解決策について3人のグループで話す時に考えつかなかったものがきけたり、前よ
りも人の話を聞いているときに割り込まず、終わるのをまってから話すというのなど討論の仕方や情
報量が多い方がいいから何でもかきだすことなどについても学べました。書き出すことでビデオの内
容が頭に入ってきました。出所者の再犯率が高いのには周りの環境などによっての所もあると思いま
した。色々な立場の人のビデオをみたり、話し合ったりする中で今の日本のままではそれは減らせな
いと感じました。これから日本はどうしていくべきなのかすごく難しかったけど、考えがいがありま
した。またこのような機会があったら参加してみたいです。（中2・女子）

動画の内容が充実しており！とても分かりやすかった（中2・男子）

今まで見ながった観点から、犯罪を見ることができたので良かったです（中2・女子）

すごく興味深くて、プログラムが気付いたら終わっていました。元々こういう社会についての問題に
は興味があったんですが、なかなか自分で調べようと思わなかったらこのような機会で学べて良かっ
たです。自分達で実際に話し合って議論するのが好きなので、すごく楽しめて行えたし、自分でいろ
いろ考えてしゃべっているので理解は深まったと思います。
社会問題とかを学ぶ時にもっとこういう形式で授業とかをしたいなと思いました。（中2・女子）

とっても楽しいプログラムでした。
動画を見ながらのどんどん付箋に単語を書いていくことなどなかなかすることがないのでたくさんの
学びがありました。他にも普段使わないような単語の意味を知れたり、新しい発見がたくさんありま
した（中2・女子）

楽しかった（中2・女子）

・全体的に「楽しい」とい
う感想が目立つ。動画の内
容と、紐づくワークの形式
が生徒の好奇心をくすぐり、
発見や気づきが得やすい設
計になっていたと考えられ
る。ただし、こうしか結果
には、そもそもこのような
探究的な授業やグループ
ワークが、普段の授業では
かなり少なく、本授業が新
鮮だからこその満足感が伝
わってくる。まずは、学校
の学習活動全般が探究的で
あり、グループワークも身
近である状態を目指すこと
が必要だと考えられるので、
そのような流れを後押しす
る一助として、本授業を活
用してほしい。そのような
状態になった時に、題材が
社会問題だからこそ、

プログラム終了後に参加生徒の認識について、以下の質問項目を設定し、記述式で回答を得た。幾つか以下に抜粋し、まとめと解釈を加え
た。
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成果：参加生徒における変容（定性）

感想 まとめ/解釈

すごく役に立つ内容だなと思いました。（中2・男子）

今までは刑務所、ましてや受刑者という存在についての知識はほとんどなかったが、プログラムを受
けて、受刑者や出所したあとの元受刑者を支援する立場の人々がいるということやそこで行われてい
る活動の内容などを知ることができたことはとても貴重な体験だったと思う。（高2・女子）

こういったことがあるのは分かっていたが、元受刑者などの話を聞けるチャンスは滅多にないので良
い機会だった。ridiloverにウケることをいうわけではないが、「再犯罪」を一義的に捉えずに、「薬物
の再犯罪」「殺人・性犯罪の再犯罪」と細かく分類すれば、次は薬物の一部合法化問題や性教育と
言った問題にも広がっていくため、一つの問題から広がる興味が、「無関心を減らす」ことにつなが
る、と感じた。（高2・男子）

普段の生活では目に触れることが少ない出所者の問題について考えるよい機会となったと思う。（高
2・男子）

今まで出所者のことなど考えたこともなく、社会問題となっていることも知らなかったが、今回の学
習で私たち受け入れる側にも問題があったことがわかり、偏見による苦しみで再犯してしまう人に申
し訳ないと思った。
ディベート形式で話し合い意見を分類するのは純粋に楽しかったし、ためになった。
今回の講義に参加してよかった。（中2・女子）

出所者の再犯という問題を、より自分のこととして考えることができるようになりました。他学年の
参加者の意見を聞くのも面白かったです。ありがとうございました。（高2・女子）

楽しかったです！（中2・女子）

そしてこの授業だからこそ
楽しい、という感想が得ら
れるよう、授業をブラッ
シュアップしていきたい。

・複雑な社会問題を一括り
で考えるのではなく、犯罪
内容や視点ごとにテーマを
絞り込んで課題設定するこ
とができている。このよう
に細部を精緻に考えていく
ことが社会問題を捉え、解
決を思考するには必須とな
るため、そのような学習の
深まりは非常に重要である。

・自らが無関心・無知で
あったことへの気づきが
あったため、社会問題に向
き合う姿勢に変化が見られ
た

プログラム終了後に参加生徒の認識について、以下の質問項目を設定し、記述式で回答を得た。幾つか以下に抜粋し、まとめと解釈を加え
た。
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成果：参加生徒における変容（定性）

最も印象的だったことや、考えさせられたことはどんなことですか？
理由とともに具体的に教えてください。

まとめ/解釈

確かに犯罪者は悪いところもあるけど、再販を犯してしまう人が半分くらいいるのは社会や周りの環境の
問題もあるのでわないかなと思いました。(中2・女子)

少年院の子に幸せになるべきだって言った先生の話（高1・男子）

最初の出所者支援をしている方の最後のほうの発言にとても違和感を感じた。
出所者を受け入れてくれる社会が必要と言っていたが、なぜ社会のほうに変革を求めるのだろうか？
元はといえば大人という自覚をなくして犯罪を犯してしまった者が悪なのにそれを非犯罪者である一般人
と同じように扱うことなど不可能に近い。犯罪を犯した者に信頼など生まれるはずもない。と私は思い、
感じた。（高1・男子）

世間の考え方が出所者に対してとても厳しいということに気づきました。普段の生活の中で。なかなか出
所者のその後とういうテーマのテレビや本を見ないため初めて世間が出所者に対する意見が厳しいことに
驚きがおおきかったです。(中2・女子)

日本の刑務所はあくまでも罪を償うことが目的で、そのあと更生できるという目的を持っていないという
事です。出所者さんたちの話で、日本は出所した後のことを考えていないから再犯率も高くなるのかな、
と思いました。ちゃんと自分の罪と向き合って、出所した後のことも社会が支えてあげればもっと再犯率
が下がると思いました。また、日本の社会の窮屈さも感じました。確かに、犯罪を起こした人は被害者が
いるかもしれません。でも、はっきりと「元受刑者」だからと差別しているこの社会のままだと、いつま
でも根本的な問題は解決しないので難しいなと思いました。(中2・女子)

被害者などのことを考えると加害者の支援に対する葛藤があるという法務省の人が言ったことが印象的
（高1・女子）

受刑者の犯罪を犯してる人の周りの環境は悪い人が多いということ。片親であったり、友達が薬を使って
いたり。（高1・女子）

・「出所者は支援すべ
きなのか？」という葛
藤が生まれた。「支援
すべき」「支援すべき
でない」と意見が固
まっている生徒もいれ
ば、その狭間で迷い、
話し合う生徒も多くい
た。社会問題は往々に
してこのように一筋縄
ではいかない対立や葛
藤があるからこそ、思
考停止し、解決が進み
づらいが、そこを乗り
越えようとする体験や、
意見を他者と交換する
こと自体が、社会問題
に対する理解と参画を
促す第一歩になると考
えている。そのような
理由から、葛藤を促す
設計にしていたので、
このような議論がうま
れたのは、良かった。

プログラム終了後に参加生徒の認識について、以下の質問項目を設定し、記述式で回答を得た。幾つか以下に抜粋し、まとめと解釈を加え
た。
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成果：参加生徒における変容（定性）

最も印象的だったことや、考えさせられたことはどんなことですか？理由
とともに具体的に教えてください。

まとめ/解釈

職業選択の自由が保障されていると言われているが、あくまで表面上で実際は、
協力雇用主が建設系に偏り、そもそも雇用主自体が少ないと言うこと。（高1・男子）

被害者などのことを考えると加害者の支援に対する葛藤があるという法務省の人が言ったことが印
象的

個人の自由が出所者の自立支援の足枷になっていると言うのが驚いた。

刑務所での上下関係が厳しいのを初めて知って大変だと思った。

受刑者の言葉で、絶対やらないと決めていても一回やってしまいそれだけで依存症になってしまう

一つのことから悪いサイクルが生まれてしまうということ。

出所者は携帯端末の入手ですら難しいということや、
出所出来たとしても、社会復帰できるのはごく僅かだと言うこと。

出所者の身寄りがほとんどいないということ。また、家や家族がいないというだけで、再犯率が変
わるということ。
家族や友人など、受け入れてくれる人がいるというだけで変わることが不思議に思ったから。

社会復帰に必要なことがとても多いことです。なぜなら、自分の全く考えていなかったようなこと
だったからです。でも、犯罪者が社会復帰できる仕組みはあるので、復帰できないわけではないと
わかりました。（高1・男子）

刑務所はあれやれ、これやれの世界でそんなので更生できるとは思わないし、刑務所のあり方から
考えたほうがいいと思った。

・「更生して社会復帰を望み、
努力する人」もいるだろから
と、社会側の環境整備を思考
する生徒も多かった。
特に、社会復帰を難しくして
いる様々な実情には、驚きと
同情の意見が多く寄せられた。

・元受刑者をどのように位置
付けるか、という切り口から
「職業選択の自由」のように、
憲法を見つめ直そうとする意
見もあった。また、今の刑務
所のあり方を疑問視する声も
多く、社会ルールを自ら再編
集しようという社会への主体
的な姿勢が生まれた

・今回のテーマに限らず、陥
ると脱出が難しいという社会
問題全体の特性をメタ認知で
き、社会を俯瞰するきっかけ
になっていた

プログラム終了後に参加生徒の認識について、以下の質問項目を設定し、記述式で回答を得た。幾つか以下に抜粋し、まとめと解釈を加え
た。
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成果：参加生徒における変容（定性）

先生の投げかけや問いかけを通じて、どのような気づきがありましたか？ まとめ/解釈

犯罪者のことなんて興味ないし知りたくもなかったけど、今日の話でもし自分の子供が犯罪おか
したらどうなってしまうんだろうと思って他人事ではないなと思いました。（高2・女子）

人の知らないところがたくさんあるのにそれを知ろうとせず、否定するのがどういうことかわか
りました。（高2・女子）

人が生きていく上で、最も重要なことは、人と人との信頼であり、逆に最も忌むべきことは信頼
を裏切ることであると思います。（高2・男子）

わたしは、犯罪を犯してしまったひとと犯罪をしていないひととの境目は区切った方がいいと思
うし、社会復帰にもそれなりの難しさやリスクがあるということを踏まえた上で犯罪を考えて欲
しいと思っています。でも先生から言われた、誰かが幸福だと思えたら周りの人も幸福に思える
んじゃない？という投げかけや、ディディラバの人が言っていた、子供が犯罪を犯したらどう？
と言われて、そしたら社会的な支援も大切なのかな、とおもえました。（高2・女子）

自分には関係ないと決めつけて無関心になるのではなく、「他人ごとを自分ごとにする」という
言葉が印象に残った。（高2・女子）

・「自分はあまり関係ないと思
うけど、もし家族・友人・将来
の自分の子どもが犯罪を犯して
しまったら・・・？その人が社
会復帰できずに困難に直面した
らみんなの気持ちや考えは、何
か変わる？」という、問題を身
近に引き寄せさせる投げかけを
行った時、遠くから頭で考えて
きた感情や意見から、よりリア
ルで感情的葛藤が強い発言が増
えた。また、社会問題を自分に
近づけて考えることの大切さが
印象深いと答えた生徒が多く、
「他人ごと」「自分ごと」のそ
れぞれで生まれる感情や意見の
違いを体感していた

課題を考える時に、先生が例をあげてくれたことによって、考えやすくなった。（高2・男子）

結論を出すより話し合いをして欲しいとの言葉（中2・男子）

人が話している時には無理に止めないで話し終わったらいうというような、問いかけ。普通の事
のように思えるけどすごく難しく、やってしまう時が多い。何回か被りそうになってしまったけ
どいつもよりは少なかったし、人の意見をきちんと聞けた。（高2・女子）

単語を書いた付箋を分類することを促してくれ、書いた単語を繋げてどのような意見になるかを
サポートしてくれた。付箋に単語だけを書いていったので量だけは多く、これでいいのかと疑問
に思ったが、いまは質より量だよと言われて考えを立て直せた。文章でうまくまとめてメモして
いた先輩方は質も量も兼ね備えていてすごいと思った。（中2・女子）

・グループワークの参加方法、
協働する上での大切なことや創
発をうむ役割分担、効果的な付
箋の出し方や整理の仕方を学ん
だとの回答も多く、普段のグ
ループワーク以上に効果的だと
実感したようだ。

プログラム終了後に参加生徒の認識について、以下の質問項目を設定し、記述式で回答を得た。幾つか以下に抜粋し、まとめと解釈を加え
た。
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成果：参加生徒における変容（定性）

グループメンバーの言動を通じて、どのような気づきがありましたか？ まとめ/解釈

今の現状を全て改善してしまったら犯罪も増えるよねという発言で確かにと思い、理想と現
実が必ずしも結びつくという訳でないことかわかった。(高1・男子)

出所者に幸せになって欲しくない（高1・女子）

受刑者のみの世界を作るというものでこんな過激な考えがあるのかと思ったら（高1・男子）

子供がもし犯罪を犯したらと考えるときに、「わたしは見捨てるかなー」と言ったことに対
してそういうバッサリと切り捨てることも子供も1人の大人になるために必要なことなのかな、
と思いました。（高1・女子）

俺が解決案を一つ出したときに自分ではこれ以上はこの回答は良くならないと思っていたら、
それにチームメイトが付け足して答えがさらに良くなった（高2・男子）

「受刑者の教育や支援のすべてを刑務所で請け負ってしまうと、どうしてもムラが出たり十
分な対応ができない可能性があるので、それぞれの専門の知識や技術を持った機関にセク
ションごとに仕事を振り分けることが重要なのではないか」という意見はすごく斬新で今ま
でに考えたことのなかった新しい視点だった。（中2・女子）

付箋に書くことがそれぞれ違い、多角的な視点で見ることができて面白かった。班の3人の中
だけでも、個人個人で重要だと思うことが違ったので、組み合わせて意見を増やすことがで
きた。（中2・男子）

・自分とは全く異なる価値観や斬新
なアイディアに触れ、自分と他者の
違いを実感すると共に、その面白さ
や意外性を実感していた

・同じ教材を使っても、それぞれが
感情移入している視線、優先したい
価値観、着眼点がメンバー間で異な
り、自分には到底考えつかないアイ
ディアに出会い、感心している。ま
た多様な意見が組み合わさって、一
人では生まれないであろうアウト
プットが出たと創発を実感する意見
も多い。

大体意見が決まって来たときに、ここまでは反対意見ない？と聞いていた人がいたので周り
にも配慮できていてすごいなと思いました。（中2・女子）

メモをたくさん取ったことを肯定する発言（中2・男子）

チームワークよかった（高2・男子）

・他者への配慮の深さに対して、驚
きと感心が多く寄せられた。ただ、
メンバーとの協働に関するコメント
は、テーマに対するコメントより量
が少なかったので、協働の設計を見
直す必要がある。

プログラム終了後に参加生徒の認識について、以下の質問項目を設定し、記述式で回答を得た。幾つか以下に抜粋し、まとめと解釈を加え
た。
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成果：教員の社会課題認識（知識・関心・教科接続）

教員の課題認識について、大項目である知識・関心・教科接続について、５件法回答平均値が一番高かった質問、低かった質問をピック
アップし、解釈を加えた。

属性 質問
回答

（平均値）
解釈

知識
「出所者の社会復帰」の社会課題について知っている
ことが増えた 4.4 知識を得ることは全員が当てはまると回答し

ている一方で、その知識を用いた解決策には
回答に差が出ている。ワークショップが課題
設定までで、解決策を深める時間が足りな
かったことが影響している。知識

「出所者の社会復帰」の社会課題の解決策を幾つか思
いつくようになった 3.8

関心
出所者の社会復帰」の社会課題は自分と関係があると
感じるようになった 4.6 テーマへの関心は総じてスコアが高く、質問

によって平均値の差はあまり開いていない。
特にテーマを身近に感じるようになっている
のは、教員ら自身がグループワークにおいて、
身近に引き寄せるような投げかけを行なって
考えを深めた経緯があるためと考えられる。関心

「出所者の社会復帰」の社会課題に関する情報を普段
から気にかけたり、集めるようになった
出所者の社会復帰」の社会課題に将来的に何らか関
わっていきたいと思うようになった

4.2

教科
接続

「出所者の社会復帰」の社会課題を、授業やHRなど
を通じて教育活動へ繋げたいと思うようになった 4.6 教科接続に関しては、当初の議論ではその難

しさが浮き彫りになった要素であった。アン
ケートでも、教育活動には繋げたいが、実際
はできていない様子が現れている。一方で、
研修最終回のディスカッションテーマとして
教科接続についてもう一度問い直したところ、
比較的意見が出てくるようになっていた。

教科
接続

担当教科(学問)分野が、社会や社会課題にどのように
繋がっているのか・どのように貢献しているか・さら
なる貢献の可能性があるのかを考え、HRや授業など
の教育活動に反映させている

3.2
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成果：教員の社会課題認識（授業への意欲・自信）

教員の課題認識について、大項目である授業への意欲・自信について、５件法回答平均値が一番高かった質問、低かった質問をピックアッ
プし、解釈を加えた。

属性 質問
回答

（平均値）
解釈

授業へ
の意欲

社会課題を生徒の探究の題材にしたい気持ちが高まっ
た 4.6 実践授業を行なった際、生徒の変容がいずれ

の学校でも起こったことが強く作用し、探究
で社会課題を扱う意欲は高まっている。一方
で他の教員をサポートする意欲にはバラツキ
が出た。学校事情や気質も影響する要素と考
えられる。

授業へ
の意欲

周りの教員がファシリテーションを中心とした授業を
実施できるように手伝いたい気持ちが高まった 3.6

授業へ
の自信

以前よりも、探究の授業でファシリテーションを行い、
生徒の学びを支援することができると思う
以前よりも、社会課題を題材とした生徒の探究を企画
し、ファシリテーションできると思う

4
授業への自信に関しては、他要素よりも全体
的に低めの結果となっている。その中で、
ファシリテーションそのものへの自信と探究
の企画には高いスコアがついており、題材に
したいという意欲の高まりと整合している。
また、周りの教員に教える、という要素はや
はりバラツキがあり、この結果も先の教員サ
ポート意欲の結果と整合する。

授業へ
の自信

以前よりも、教員がファシリテーションを実践する手
法を、周りの教員に教えることができる 3.4



23

成果：教員のファシリテーション能力

教員のファシリテーション能力の向上について、研修各回のコメントや議論テーマを参照し、主体性を引き出す関わり、学びを深める問い
かけ、チームビルディングなどの要素がその中でどう育まれたかを見ていく。

発言の
タイミング

コメント 解釈

11/13
教員研修①

❏ （社会問題の教材を）学校で提供する意味は、潜在層へのアプ

ローチと、感度がない生徒を現場に連れていくことで関心を引

き出すこと。

❏ 考える、というよりも、社会問題に触れる、こと自体価値が大

きい。まず目を向けるのが大きい。

❏ 社会にみんな出ていくのだから社会問題を知り、学ぶ目的と出

会う機会があるのが大事。

❏ 学校の外に出るだけでも価値がある、それだけで十分。

❏ 実は教員もそう。学校の非常識は社会の常識。昔の価値観が根

付く先生が多い。

学校は教員・生徒共に閉じた社会にいる
が、そんな中で社会問題を学校で扱うこ
とは開かれた窓をつけるようなもので、
そのこと自体に価値があるという共通認
識があった。
また、集まった先生方はいわゆる「答え
のない問い」をいかに生徒に考えさせる
かに苦心されている背景も共通しており、
答えに向かって誘導するような介入は忌
避する傾向が強いため、場づくりに重き
をおくご意見を多くいただいた。

12/6
教員研修②

❏ 最初に何の映像を見るかで、意欲の入り方が違う。出所者の社
会復帰で言えば、元受刑者の動画の空気感、肌感を知ることで、
関心をぐっと引き寄せられるだろう。

❏ 理想状態を作るのは難しい。短期的に見ると（その時間のゴー
ルを見据えてしまうので）誘導的になってしまう。現状整理に
もっと時間をかけて、生徒から意見が立ち上がってくるのを待
ちたい。

❏ 生徒の考えを深める問いかけが重要。さっきは「もしY先生が
ダンナ殺して捕まったら、俺たちどうする？」「うーん」とい
うやりとりをきっかけに、議論が進み、フォーカスするポイン
トが決まった。当事者性を持たせることは、浅い考えを深くし
ていく一つの方法。

研修2回目では、実際に教員が生徒役にな
り、現状整理・理想状態の設定・課題設
定までを行なってもらった。それを踏ま
えた左記の直後の振り返りでは、生徒の
立場だったら、まずどこで意欲を削がれ
るか、それを防ぐ手立ては何かというト
ピックや、考えを深めるための葛藤の起
こし方などがテーマになった。導入にお
ける動機付けと然るのちの葛藤設計を重
視する流れはこの回が起点になっている。
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成果：教員のファシリテーション能力

発言の
タイミング

コメント 解釈

1/22
実践研修①
振り返り

❏ 付箋の量は驚いた。授業でも書いてくるので、いける感じはし

ていたが。話し合えるかどうかはわからなかった。結果全体と

しては上々。しんどいだろうな思っていた班もそれなりに頑

張った。

❏ Kくんは偏った考え。浅い思考を問い直させることができた。

深い思考をさせていきたい。Rくんは意外。通常気分のムラが

ある。集中しないときは最初からダメ。今回は最初の動画から

のめり込んでいた。いつもより集中力は長め。受刑者の動画か

ら入ったのが良かった。普通は会うことがない人。覚せい剤の

キーワード。知らないものを知りたいという意欲が湧いたので

はないか。

❏ 自分でコントロールできないyoutubeはストレス。止めたり戻

したり時間を見たり、人それぞれのペースに自分で合わせられ

ると集中力が保つ

❏ 受刑者の動画はいい意味でダメさが出ていて内容はいい。
もともと社会課題から学ぼうという感じの学校なので、湘南学
園としては非常に考えやすい題材だった。一般向けに考えてみ
ても扱いやすいと思う。インパクトがある。生徒の心の微妙な
部分に触れる。綺麗事で終わらずに済む。深める問いかけを考
えやすい。

担任クラスでの実践をいただいたが、想
定以上のアウトプットとなり、いつもと
は違う様子に驚かれていた。事前の打ち
合わせを行う中で、クラスの状態を踏ま
えて、反応や対応を具体的に想定されて
いたので、振り返り時にそのギャップが
掴みやすい。
12/6の実践を踏まえ、受刑者の動画から
視聴する設計にしたことが、意欲を保つ
ポイントに。仮説が検証できている。
この回はプロジェクターでの一斉視聴と
個人端末での個別視聴をいずれも行なっ
ているが、自分でコントロールできるか
どうかで集中力が左右されるという示唆
も得る事ができた。
他にも、当事者性を持たせる問いかけに
も成功しており、ファシリテーションの
実践としては成功であった。
こういった情報を研修参加者に還元し、
実践のレベルを上げていくサイクルを回
していく。
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成果：教員のファシリテーション能力

発言の
タイミング

コメント 解釈

2/5
教員研修③

❏ 入りたくても入れない子をどうするか。授業中とかだとグルー
プ変えたり、2・2にする。1人でもよしとするときも。

❏ 担任の先生だからこそのものもある、入りたくて入れないのか
ひとりでも大丈夫なのか特性を知らなければいけない。

❏ グループワークには緩みが必要。学校・学年・クラスという自
分ではコントロールできないガチガチの枠組みにはめられてい
るのに、なお班でも枠組みを作ってはめてしまうのは、合わな
い子にとっては地獄。

❏ いつもは、ひとりから4人、という緩みを作っている。
❏ 仲良くさせるのが目的じゃないならグループワークはいらない

のでは。
❏ 集中が保てないのは質問がシャープになっていないから。付箋

について、最低限の問いがあれば書き出せる。

この回は実践の振り返りと改善の練度を
上げていくディスカッションのほか、グ
ループワークの在り方に議論が及んだ。
協働を第一の目的とするのかどうかは教
員の考え方によって異なる。ファシリ
テーションを行う前の段階で、何を上位
の目的にするのかを具体的に考えておく
事が必要。
また生徒の多様性に対応するためには、
班の人数や組み合わせの仕方に自由度を
持たせなければ、こぼれ落ちる生徒が出
てくることも確認された。

2/22
実践研修②

❏ 生徒よかった。議論で葛藤ができていた。動画が見れなかった
のがかえって良い流れになった。

❏ 法務省への提案、という立て付けのおかげで、走った。外部の
人に聞いてもらえる、という動機づけが多かった。

❏ 立場が人を成長させる。ということ。プレゼンが決まって、背
伸びできた。

❏ 思考力をつけます、って時にどこまでそれをちゃんとやるかが
悩ましい。枠組みがありつつ、余白がちょうどよかった。思考
力のルーブリックがあると、そこには向かおうとする。そうい
うチャレンジをして見ても良いと思う。0の先生がやれるよう
に評価含めて合ったほうが良い。

実践研修の2回目は、公募した生徒を対象
に実施した。募集時の動機付けからデザ
インしたので、生徒たちの意欲が最初か
ら高く、必然的にアウトプットの質も高
くなった。
よって、探究を成立させるという段階で
はなく、より高次の目的として、思考力
をつける、探究の経験のない先生でもで
きるように、などが挙げられた。
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成果：教員のファシリテーション能力

発言の
タイミング

コメント 解釈

2/28
教員研修④

❏ 自分がその分野に詳しくなくても、コンテンツがよければ「探
究」の授業はやれる感じはしました。出所者とかは生徒も意識
しやすい。問いがあれば説明不要で議論しやすい。一緒に探求
すればいい

❏ （社会問題を授業で扱うということは）教員も生徒と一緒に
「探究」を始める良いきっかけになる。教材への出会い方、そ
もそもファシリにどう関わろうかとするかは人それぞれ。そこ
の目線あわせが一番重要。先生のワークショップは超重要。あ
れがないと他の教材と正直変わらない。先生は生徒と同じ道筋
を辿りながら探求しないと関わりの気づきが得られない。みん
な多忙だがその隙間だけではなく、時間とって立ち返るのは意
義がある。じゃないと授業や生徒との関わりが表層的になる。

❏ 大事なのは出会うこと。オンラインでも、他の先生との意見交
換ができた。ビデオを通じて同じテーマでもいろんな人の意見
を聞けた。

❏ 数学だったら、数字の読み解きかた。再犯率が低そうに見えた

り、高く見えるグラフ作るなど。出てきた数字の根拠を変えて

みる、など。

❏ 英語はなんでもできる。関連する記事を読んだり、ディスカッ

ションをする、など。美術。理想状態を作り上げても、それは

イメージの中。どうやってたしゃに伝えるか、アウトプットの

手段として勉強できる。ロゴをデザインしたり、など。他教科

とコラボしながら、という形はやりやすい。

最終回では、全体を通じてのご自身の振
り返りを行なった。左記の通り、示唆に
富んだコメントを多くいただいた。特に、
複数の教員が「生徒と一緒に探究してい
く」ことへの気づきを語られており、探
究学習自体が今までの講義型授業と一線
を画し、教員と生徒が対話しながら進め
ていく性質のものであることを物語って
いる。
また、当初考えが進まなかった社会問題
と教科接続に関しても、最終回は具体的
な意見が複数出てきており、もう少し続
ければなお実際的な案が出てくる事が期
待できた。
一方、ファシリの要素として着目してい
たチームビルディングに関しては、その
重要性にフォーカスが当たるまで議論し
きれていない。特に2回目の実践研修のの
ように参加者のレベルが高かった際に、
トピックとして扱えば良かった。
全体を通じて、ファシリ能力の要素であ
る「主体性を引き出す前提としての導入
設計」「学びを深める当事者性の引き出
し方」「葛藤を許容する力」などが議論
され、新たな気づきが重なっていった。
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１．背景・目的

3



Hero Makersとは
タブレットなどのテクノロジーや新しい教育メソッドをいかに現場で有効に活用で
きるかは結局現場の先生次第だ。未来の教室に必要なのは、本質的に子どもの事を
考え、自らを、そして学びの環境をアップデートし続けられる「未来の先生」だ。

我々が考える「未来の先生」
１．グローバルリーダーとしての視座を持って理想の未来を描き
２．学校内外のリソースを用いてその実現に向かって行動し
３．そして、その姿をこどもたちに見せること

Hero Makersは上記の未来の先生を育成することを目的とし、参加者が自身のプロ
ジェクトのリーダーとなり、実際の教育現場で改革を推し進める超実践型プログラ
ムである。

合宿

Hero Makersへと成長マインドセット形成 実践スキル＆ノウハウ

オンライン定例会
実践例の共有＆コラボ
個別メンタリング など
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Hero Makersのめざす姿
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2期開催の目的とねらい

Hero Makersは2019年度で2期目の開催となる。今期は受講可能人数の増加
と運営コストの削減を目的に以下の検証を行った。

１．複数開催地での実施の効果検証
１期では東京のみの開催だったが、受講可能人数を増やすことを目的に関
西と関東にて開催。

２．ウェブを中心としたカリキュラムの効果検証
１期では毎週末集まり、対面で講義やフィードバックを行っていたが、今
期は初回の合宿と中間発表、最終発表以外はウェブ上で完結するカリキュ
ラムとし、運営コストを圧縮した。

３．動画教材の開発
1期、2期の開催時の講義やフィードバック内容を元にHero Makers講座の動
画開発を行った。今後のHero Makersの開催時に活用することにより、質問
などに個別対応していた時間を圧縮できるようにする。
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２．実施内容
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Hero Makersプログラムの流れ
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外部への発信や展開
未来の先生展（2019/09/14） Edvation×Summit（2019/11/04）

国外逃亡塾 i.Dareとの連携

未来の先生展にてHero Makersの取り組みの
紹介と参加者が自身のプロジェクトについ
てのピッチを行った。

Edvation×Summitにてイベント登壇（取り
組み紹介と参加者のピッチ）、ブース出展
を行った。
メディア掲載：https://lovetech-
media.com/eventreport/20191114edvation5/

Hero Makers参加者の声や彼らの活動を通し
て見えてきた現状を元に、Hero Makersメイ
ン講師である白川が海外進学や英語学習に
関する「ねねみそ国外逃亡塾」を連載。書
籍化も決定している。

未来の教室実証事業のひとつでもあるi.Dare
と連携。一部講師を共通とするだけでなく、
i.Dareで講師をするメンバーがHero Makersを
受講するなど「未来の教室」において活躍
する「未来の先生」を養成するプラット
フォームとしての機能を果たした。

10



３．実施成果
今後への示唆
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実施成果概要

・卒業プロジェクト数：28（昨年度16）
・実施期間：2019年8月〜2020年1月

【2018年度との差】
• 開催形式を変更し、対面でのワークショップなどを大幅に減らしたが、去年度
と同程度の効果が得られた。

• 合宿、ならびに中間発表と最終発表を2箇所で開催した結果、卒業プロジェク
ト数を増やすことができた。

• 学校の教員以外で教育に興味を持つ参加者（今回は学生、会社員、医師）も増
え、参加者同士でいい影響を与えあっていたと考えられる。（例. Hacking 
Academyでは研究者がチームメンバーとなった。）

• 1期生も引き続き参加可能とした結果、2期生の相談に乗るような動きやロール
モデル的な形となった。1期生のノウハウや、すでに実証された成果がリアル
に伝わることで、現場の教員発の教育改革の仕方や可能性が伝わりプログラム
全体として昨年度より前向きな雰囲気となった印象。
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プロジェクト一覧（1/6）

13



プロジェクト一覧（2/6）
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プロジェクト一覧（3/6）
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プロジェクト一覧（4/6）
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プロジェクト一覧（5/6）
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プロジェクト一覧（6/6）

※アンケート未回答1件 18



参加者アンケート結果（１）

全体を通しての満足度

Hero Makersに参加して影響されたこと、
参加してからの変化
自分の考え方が180度変わった。自分の思考回路がこんな
に変わると思っても見なかった。間違いなく私のこれから
の人生が大きく変わる研修であった。
マインドセットが外向きに変わり、行動範囲が格段に広
がったこと。仲間の力を信じることを学んだ。
課題解決よりも課題発見が圧倒的に大切。いろんな経験を
してみんなの発表を聞いてそう実感できた。表面上だけで
聞こえのいい解決策が横行しているが本質を捉えてないも
のが多く全く解決しないという現状が多くあると思う。課
題の本質は何か、その深さによってより説得力が増すし解
決策なんて課題の本質が見えればいくらでもあることがわ
かった。
私でも何かできる！やってみたら、以外とできるじゃん！
仲間はたくさんいる！
自分の意志をはっきりさせた上で、学校の課題を明確にし、
それに対するプロジェクトを作ることができた。周りのリ
ソースをとことん巻き込むマインドセットが身についた。
学校で仕事をするのが楽しくなりました。周りも巻き込め
ること、自分が大切にしたいことに気づきました。（N=32） 19





コラボレーション事例（１）

アンケート回答者32名中、 84%の27名が他校の他校の教員や生徒、民間企業など
外部の人との共創やコラボレーションの機会があったと回答。昨年度は65%
（N=21）だったため2割ほど増加した。
最初の合宿でコミュニティ形成が十分にでき、Hero Makers内でのコラボレーショ
ンが活発化したことや、1期生が持つ外部連携時のノウハウや外部のリソースを
使ってもいいというマインドセットが伝わりやすかったこと、ならびに前年度か
らの露出で声をかけられる機会が増えた（特に1期生）ことが原因と考えられる。

具体的にどういったコラボレーションがありましたか？
・他校の学校で、その学校や本校だけでなく、さらに他校の生徒や教員とともにプロジェクトの実施を
行い、次回の開催も約束できたこと。
・他の学校からもプロジェクトの開催を希望された。
・他校の生徒と本校の生徒同士で、今までのプロジェクトの活動内容シェアと今後の活動の企画を行っ
ている。
・出版社と企画作成の会議を、生徒と教員と他校教員とで、６回行った。
・高校のみで実施されていた本プロジェクトが、小学校でも行われ、校種を問わずに実施できることが
示された。
・教育イベント「LearnＸCreation」にてワークショップ時間をいただき、中学生、高校生、大学生、教
員、企業方などが参加され、次回の開催にも大多数が参加された。
（Chalk-Jack）
12月1日NewsPicks本社スタジオでの実証実験（KAKINE BREAKER）
高校を超えた高校生のつながりができた。企業と教授とイベントができた。（passion finder）
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コラボレーション事例（２）

具体的にどういったコラボレーションがありましたか？

Chalk-Jack起こせそう!数研出版・啓林館とコラボできた。工藤校長ともコラボできた。他の大企業にア
クション起こしそう。（seiryoうんぬんかんぬん）

生野区役所、大阪府庁、WAKAZOとのコラボ（Step out of line）
他校の先生を研修会講師として呼んだ。
チョークジャック会議を自校で開催しようとしている。（教育改革！...のために現場の教員お助けプロ
ジェクト♡）
「編集工学研究所」「播磨風船飛行隊」と共に総合学習の授業の企画・実施
「ビブリオバトル普及委員会」と共にはりまビブリオバトルというラーニングコミュニティの企画・運
営
「他力本願研究所」と教員宿泊研修の企画・運営
「NAYA工房」と「学びを学ぶ」という一般向け研修事業の企画・運営
「学校図書館研究会」と教員との合同研修の企画・運営
「姫路市地域創生推進室」「NPO法人J-heritage」とのピースツーリズムの企画構想
など。（総合学習を起爆剤にした地域のLearning-community化プロジェクト）
土佐町の保育園に何度か行ったこと。新聞やテレビの取材を受けた。
（保育ルネッサンス）
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参加者レポート
・ KAKINE BREAKER
「始まりはHeroMakers」新しい教育インフラ・コミュニティプロジェクト“KAKINE BREAKER”誕生に至るまで...Part 1｜佐藤裕幸
#note
https://note.com/hiro310extreme/n/ne60997bf7670
「始まりはHero Makers」新しい教育インフラ・コミュニティ“KAKINE BREAKER”誕生に至るまで...Part 2｜佐藤裕幸 #note #私の
仕事
https://note.com/hiro310extreme/n/n56a012127c1b

・passion finder
HeroMakers第二期を終えて｜p_p_kf #note
https://note.com/yusuketahara/n/ncdad583578e6

・Tosa Esucator’s Guild
HeroMakers最終発表〜前へ進もうか〜｜のざたん @nozatan530 #note
https://note.com/nozkoh/n/nebfebb063601

・New hope learning center
Hero Makers に参加して｜yukio @hinumasizimi #note
https://note.com/hinumasizimi/n/nd3d75b09efdc

・ETP TOKYO -English for Beginners-
研修レポート① HeroMakers 経産相「未来の教室」実証事業｜おちゃタイムズ #note 
https://note.com/ocha times/n/nc680a90b896c

・リベンジプロジェクト宿題全廃計画
他人にあまり期待をするな！｜かかとつま先 #note
https://note.com/jazzjuice2000/n/nb31e78bb6180

Hero makers 2期に参加してからの変化の速さについていけてない42歳と更に加速した11歳の物語。（長っ）｜ヒトミ #note 
https://note.com/nobitakun/n/n4be44d650de1 23
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タクトピア株式会社
担当者：白川、大島





2

プロジェクトの狙い・目的







5

教師と企業人が、異文化体験を通じて共に学び合うことで、「未来の教室」ビジョ
ン第二次提言内「新しい学習基盤づくり 課題３：教師が学び続け、外部人材と協
働する環境の不足」の改善に寄与し、今後の持続可能な仕組みの基盤をつくる

①先生にとっての学びの機会創出
・プログラムを通して参加者個人の意識の変容と拡張を促し、個人にとどまらず、教室や学校全体の
文化づくりや組織の変容を生み出せるようになる。

・企業の中に入り、普段と異質な世界を観察/体験することで、内省を促進し、自組織や自身の今後の
在り方を深く考える。

・教え子たちの将来のキャリアイメージとして、企業で働くことのリアリティを持つ。

②企業人にとっての学びの機会創出
・プログラムを通して意識変容と拡張を促し、多様な視点や価値観を認識できるようになり、マネジ
メントの幅が広がると同時に、これまで気付かなかったようなビジネス機会の発見できるようになる。

・学校の中に入り、普段と異質な世界を観察/体験することで、内省を促進し、自組織や自身の今後の
在り方を深く考える。

・将来の後輩や顧客の持つ価値観、行動原理をリアリティを以って感じる機会。

③越境して学び、創発し続けられるコミュニティの創出
・教育界、産業界の垣根なく「学び合う」ことができるプラットフォームの礎を作る。
・コミュニティ内の創発により「社会に開かれた学校」の基盤となる。

プロジェクト実施の目的（実施計画書より）



プロジェクト実施の概要

6

実施内容 日程 場所 主な内容

事前研修 2019年11月30日～
2019年12月1日 湘南国際村

・チームビルディング
・未来を描く
・シャドウイングに向けて

シャドウイング 2019年12月2日～
2020年1月24日 各学校／企業 ・観察によるデータ収集

・集めたデータを元に対話

事後研修 2020年1月25日～
2020年1月26日 清泉寮 ・振り返りと言語化

・プロジェクトを起こす

プロジェクトの目的達成のため、先生と企業人を混合した研修プログラムを実施。

本プログラムは、先生と企業人が互いの持ち場に相互に行き来する「シャドウイング
＝交換留学」を中心に据え、2019年11月～2020年1月の間に以下の概要で実施した。

参加人数：16名（先生：8名 企業人：8名）
※参加学校：東京都私立中学の先生、東京都私立高校の先生、神奈川県私立高校の先生
※参加企業：医療機器メーカー、製薬、金融、IT、教育



7

どのように狙いを実現したか
－プログラム内容





















17

実施の成果
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学びと今後に向けて
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01 PURPOSE

背景と狙い

チャレンジしたい事

試験的な部活動支援・教育プログラムの実施であり、適切なサービス・デザインを実施し、同時に評価を行
う事。
既存の部活動支援・教育プログラムと比較をすると当時に、部活動支援・教育プログラムを改訂する事を目
標として、実証事業後の”事業化”に資する実証実験結果を得る。

大きなテーマ

教員の業務負荷を改善し、本来の教育活動に専念できる環境を構築する事。
日本固有の文化、資産とも捉える事ができる部活動を通じた学びの価値を向上させる事。

上記を大きな２つの軸とするが、部活動を「見る」「支える」関係者である応援する主体（父兄/OBOG）、管理す
る主体（学校）もステークホルダーとして捉え、Valueの提供を試みる。

プロダクト名（以下、本プロダクト）

挑戦し続ける全ての学生を支援する成長スキルシェア・プラットフォーム “BUKATOOL”
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日本における部活動は、運動を通じて健全な体と精神を鍛える場として多くの学生が参加しており、現在部活動
生は500万人。さらに活動を支える父兄、OBOGは4,500万人と多くの関係者が存在する。

部活動では、運動や競技能力だけでなく、対戦校との競争を通じて創意工夫、チームワーク、課題解決力が鍛
えられるため、大学体育会出身者の新卒採用人気の高さに代表されるように社会での評価は高い。

しかしながら、昨今、指導者によるハラスメント、非科学的な指導、顧問の過重労働などが問題となり、充実した
部活動を過ごせる環境にあるのは全国有数の強豪校に限られており、学年が進むにつれ部活動を離れてしま
う学生が増えてしまっている。

我々は、斯様な厳しい環境にある部活動に対し、心技体それぞれの面から、健全な成長ができる環境を提供し
、取り巻く関係者を巻き込んだビジネスを展開していきたい。

01 PURPOSE

背景と狙い

案件背景



実施報告書BUKATOOL

本プロダクトは、住友商事（当社）がこれまで経験をしてこなかった「スポーツ・教育領域のデジタルプラットフォ
ーム事業」である。本プロダクトの成功は、国家の将来を背負って立つ若者の成長に寄与する事、且つ取り巻く
様々なステークホルダーとの共創を実現する、まさに次世代を見据えた社会と共に安定的かつ持続的な成長を
目指すものである。

当社が掲げている６つのマテリアリティ（持続可能な社会の為の重要課題）の中では「地域と産業の発展への貢
献」「人材育成とダイバーシティの推進」「快適で心踊る暮らしの基盤づくり」に該当する。

当社の中期経営計画における次世代ビジネス投融資枠の内、個人のアイデアを対象にしたチャレンジ推進投
融資枠である社内起業制度（通称”01チャレンジ”）が昨年度発足した。本プロダクトはグループ企業、グローバ
ルを含めて全ての役職員から応募のあった327組から現段階において唯一、当社として実証実験が許可された
案件である。

6

01 PURPOSE

背景と狙い

取り組み意義
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モックアップ（ウェブアプリ）を作成し、テストユーザーが使用中。

2. 動画配信機能1. TOP画面 3. スケジュール管理機能

02 IMPLEMENTATION

実施した内容

開発
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02 IMPLEMENTATION

実施した内容

2. 動画配信機能

集計期間（2019/12/5-2020/3/3）
アクティブユーザー数:53人

視聴回数 540回

総再生時間 14.4時間

平均視聴時間 1分35秒
平均視聴回数

（1ユーザー当たり） 9.8回



実施報告書BUKATOOL 13
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03 RESULTS

得られた成果（サマリー）

狙っていた効果 得られた成果

顧問の指導における負担軽減

部活生が最先端、最高峰の指導環境に触れ、
成長することができ、部活動が楽しくなる

保護者などの関係者が安心して部活動をサポ
ートすることができる

トップコーチ、各種テック企業が学校とつながる
機会を得ることができる

顧問の技術指導の負担が軽減し、生徒の成長
はもとより、自身も学びの機会を得ることができ
た

高度かつ専門的で科学的な指導により、どのよ
うにすれば上達するかを習得し、自分で工夫す
るようになった

栄養などの部活動のサポートに必要な知識を
身につけることができた

全国トップクラスの部活動に接点が限られてい
たため活動領域の拡大、深堀につなげることが
できた

サマリー
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03 RESULTS

得られた成果（今後）

見えてきた課題 今後の取り組み

今後

各校とも試験などの各種イベントが毎月盛り沢山のため

、コーチ派遣実施予定の調整に時間を要する。

各サービス利用に関する意思決定及びフォローの顧問関

与領域が大きく新たな負担となっている。

より顧問が関与せずに、生徒たちが自ら各サービスを直

接利用し、自立して部活動に取り組める仕組み。

中学校を中心に学内でスマホ使用が禁止されている。

指導動画閲覧を各自がスマホで行う際、wifi環境が必要。

（学校にない）

保護者など顧問生徒以外の関係者向けに特化したアプリ

機能が必要。

顧問が立て替え払いを行う際、マイルなどの個人への特

典還元禁止の観点からカード決済は禁止されている。

スケジュール管理機能に各コーチと直接予定を調整でき

る機能を実装する。

生徒が受けたい指導スキルを選び、それによりどのよう

に自分たちが成長できるかをわかるような仕組みの構築

。

指導を受けた各コーチと次の指導機会までにコミュニケ

ーションを取れるツールの提供。
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得られた新たな気づき

03 RESULTS

得られた成果（その他）

指導を受けたいのは必ずしも競技特性のあるスキルではなく、学生の自立を支援するマネジメントや、顧問向けワー

クショップなど、各部の事情によって様々であること。

陸上部がラグビーなど、他競技のコーチングを受けることで、コミュニケーション能力やフィジカルなど日頃鍛えること

ができていないスキルが上達する。

いきなりすべての環境を整えるより、まずは競技がうまくなるきっかけを作り、試合などの実戦を通じて、成長を実感

し、更に上達するために必要なものを考えるサイクルで利用を進めていくアプローチが効果的なケースが見られる。

逆を言えば、一気にいろいろなサービスを利用するとなると、部活によっては消化不良を起こす。

生徒が自分のプレーを動画で見て観察、指導を受ける機会が少なく、実施すると効果的であり、顧問の日常指導に

おいても効果的かつ負担軽減につながる。

その他：得られた新たな気づき
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03 RESULTS

得られた成果（提言）

未来の教室 学校環境

提言

実証期間を最低でも1年間にしてほしい。現状、

採択決定後から5か月しかないため、各実証校や

コーチなどの外部関係者との立ち上げ調整に1～

2か月を要し、実際に実証できる期間が3か月程

度しかないため、課題の洗い出し、成長サイクル

の見極めできる機会が限られている。

各校及び保護者などの関係者と接点を持たせて

いただく際、「未来の教室採択事業」として紹介で

きることは安心感が大きく、今後もぜひ当該事業

を継続して頂きたい。

生徒がストレスなく指導動画などのアプリを使え

るよう、学内にPCやタブレット機器、通信環境な

どのインフラ整備を行っていただきたい。

顧問が各サービスの利用、付随する各種コミュニ

ケーションを潤滑に行えるよう、タブレット機器の

提供をお願いしたい。

金融機関に対し、学校の部活に関しては、法人

同様に口座の開設、オンラインバンキング対応を

行えるようにお願いしたい。
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事業者名 株式会社Ridilover

2019年度「未来の教室」実証事業（リカレント）
『テクノロジー人材を対象とした人材育成プログラム』
実施報告書
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背景とプログラムの目的
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【問題意識】

我が国を取り巻く社会課題はより多様化・複雑化しており、社会課題の解決効率を高めることで社会の持続可
能性を向上させることは喫緊の課題である。斯かる状況下では、日々革新が続くテクノロジーを社会課題への
有効な解決手段として社会に実装し、課題解決を推進していくことが重要である。

現代に残る社会課題は、ステークホルダーが多く、様々な事象が複雑に絡み合っているため、これらを構造的
に把握した上で解決すべき課題を設定し、テクノロジーの活用方法を考えるという丁寧なアプローチが必要で
ある。したがって、テクノロジーによる社会課題解決を図るためには、プロダクトアウト・シーズドリブン的
なアプローチではなく、当事者のニーズ・イシューを起点として社会が真に求めている価値を見極めた上で、
テクノロジーを駆使した社会イノベーションを構想する力が必要となる。

【上記問題意識に対する教育の現状／課題】

本来であればテクノロジーの社会実装において重要な役割を担うはずのテクノロジー人材は、大学進学にあた
っての進路選択で理系学問を選択しており、その後の大学等における研究は「研究室」での活動が専らである。
彼らがこれまでの経験において、社会の実情・困りごとに触れて社会課題を多面的に捉える機会を十分に得る
ことができなかった点に、テクノロジー人材の社会起点の発想の欠如、ひいては人材不足の一つの原因がある
と推察される。

【本事業の目的】

本事業は、多様性・複雑性の増す社会課題を解決する人材として、文理を問わず幅広い分野の知見や考え方を
横断的・総合的に活用し、テクノロジーを社会に実装させることで課題解決に取り組む「STEAM人材」を、
実際の社会課題の現場で解決策を考案することを通して育成するプログラムである。

背景

背景とプログラムの狙い
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【プログラムの対象】

対象者１：テクノロジー人材
特定領域における一定の技術・専門性を持つ人材を「テクノロジー人材」と定義し、その中でも、
本プログラムにおいては民間企業の若手研究員・エンジニア及び理系大学院生を主な対象人材とする。

対象者２：社会デザイン系人材
社会のニーズ・実情に対する感度が高く、UI・UXに配慮しながら提案先やエンドユーザにとって受容可
能な枠組みで提案をファシリテート・モデレートする人材を「社会デザイン系人材」と定義し、
業務において他者との合意形成・共創に従事する経験の豊富な企業人を主な対象人材とする。

【参加者属性】

テクノロジー人材においては、『特定領域に精通し、与えられた問いに対しての回答能力や・現状の最
適化に対しての能力は高いものの、社会の実情・困りごとに触れて社会課題を多面的に捉えながらアプ
ローチすることができていない層』を想定。

社会デザイン系人材においては『顧客の課題解決に対する視座・経験は高いものの、そのソリューショ
ンのひとつとしてのテクノロジーへの理解が浅く、かつ顧客の先にある社会の課題解決への視座を持て
ていない層』を想定。
相互の不足部分を補完しあうことによって、両者の能力開発を促し「STEAM人材」への転化を果たすと
ともに、実際の課題解決を推進する。

【どのような能力を伸ばすのか】
「STEAM人材」に必要な以下の4つの能力を定義。
①主体性：指示待ちではなく、事業や組織にオーナーシップを持ちながら自ら行動する力
②課題設定能力：前例踏襲ではなく、事業改善のために広い視野から課題を設定・解決する力
③合意形成能力：目的遂行のために、社内外のマルチステークホルダーと合意を形成する力
④プロトタイプ思考：上記①～③の仮説検証を素早く回し、社会の変化に対応した解決策を提示する力
それぞれの能力の育成のために、プログラムを設計した。

プログラムの狙い

背景とプログラムの狙い
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実施内容
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実施概要：実施テーマと受け入れ現場

実施テーマ Tech Meets Social ～健康寿命の壁を打破せよ～
（参加者募集サイト：http://tech-meets-social.mystrikingly.com/）

受け入れ現場 大阪府 四條畷市

選定の経緯 ①「健康寿命の延伸」という複雑かつ日本が抱える大きな社会課題

課題先進国と呼ばれる日本において、最も緊急度が高い課題のひとつである少子高
齢化に伴い、国・基礎自治体が注目する「健康寿命の延伸」。
重要度は高いものの、健康を構成する要因の多様さゆえ現代においても明確な
ソリューションが発見・浸透に至っていないという、複雑かつ重要度の高い
テーマであった。

②市長・副市長をはじめとするチャレンジングな市政
大阪府中心部から電車で数十分に位置するベッドタウンである
四條畷（しじょうなわて）市は、2017年に当時28歳と現役史上最年少の若さで

東修平氏が市長に就任して以来、副市長の公募・市役所職員のオンライン面接など
様々な先進事例を生み出している。

本プログラムにおいても、優れたアイデアが生まれた場合は翌年度の予算化・政策
化を検討するなど、市側からの強いコミットメントのもと協力体制を構築した。

参加者への
ミッション

健康寿命の延伸のために市が取り組むべき課題を明示し、

解決に向けたプロトタイプ/解決策を提示せよ。
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実施概要：参加者（1/2）

氏名 性別 年齢 所属 人材タイプ/参加動機

後藤正樹 男性 満27歳
EYトランザクション･アドバ

イザリー･サービス株式会社
社会デザイン系人材／課題解決への貢献

中野寛揮 男性 満31歳 西日本電信電話株式会社 テクノロジー人材／課題解決への貢献

濱谷政士 男性 満47歳 ブラザー工業株式会社 テクノロジー人材／健康寿命への関心・課題解決への貢献

吉住博樹 男性 満25歳 大阪ガス株式会社 テクノロジー人材／課題解決への貢献・異業種との交流

浅野豪 男性 満22歳 神戸大学大学院 テクノロジー人材／社会課題を考える機会

土井洋平 男性 満29歳
PwCコンサルティング

合同会社
社会デザイン系人材／自分の能力を試す機会

松川孝幸 男性 満28歳 パーソルキャリア株式会社 テクノロジー人材／社会課題への関心・異業種との交流

升田賢太 男性 満29歳 ロート製薬株式会社 テクノロジー人材／業務との連関・キャリアアップ

馬場俊宏 男性 満34歳 西日本電信電話株式会社 テクノロジー人材／健康寿命への関心・課題解決への貢献
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氏名 性別 年齢 所属 人材タイプ/参加動機

野崎 良 男性 満40歳 日本ユニシス株式会社 テクノロジー人材／業務との連関

金田素樹 男性 満38歳 株式会社丸井グループ 社会デザイン系人材／健康寿命への関心・業務との連関

下地邦拓 男性 満28歳
PwCアドバイザリー

合同会社
社会デザイン系人材／多様なステークホルダーの理解

小山大貴 男性 満24歳 京都大学大学院 テクノロジー人材／研究テーマと社会の接続

桂俊輔 男性 満35歳 日本電気株式会社 テクノロジー人材／健康寿命への関心・業務との連関

窪田美咲 女性 満25歳 パーソルキャリア株式会社 社会デザイン系人材／リーダーシップの獲得・テクノロジーへの理解

柏木浩正 男性 満33歳 江崎グリコ株式会社 テクノロジー人材／自分の能力を試す機会

岡崎貴馬 男性 満29歳 トランスコスモス株式会社 テクノロジー人材／テーマへの関心・異業種との交流

治京拓人 男性 満23歳 京都大学大学院 テクノロジー人材／課題解決への貢献

実施概要：参加者（2/2）
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プログラム 成長の仕掛け実施内容場所

Day 1

フ
ィ
ー
ル

ド
ワ
ー

ク
②

Day 2

Day 1

大阪

大阪

• 「合意形成」にあたっては、予定調和ではなく、自分の意見を上手く伝え、他者の意見に耳
を傾けるコミュニケーション力が必然である
⇒ チームビルディングや懇親に厚めの時間を割き、信頼関係のあるチーム環境をつくる

ことで、自己開示による本質的なコミュニケーションを促す

• 本質的な「課題設定」にあたっては、多様なステークホルダーの意見を基に課題を多面的に
捉える必要がある
⇒ 行政・市民・マクロ情報を持つシンクタンクなど多様な対象者へのヒアリングを通し

て健康寿命延伸のテーマの複雑性を理解する

• 素早く仮説検証をまわす「プロトタイプ思考」の獲得にあたって、限られた情報の中で仮説
を構築し、構築した仮説の検証方法もセットで考える必要がある
⇒ フィールドワーク①を通して設計した仮説を検証するために最適な団体・人物を

各グループが主体的にリクエストし、それぞれヒアリングを実施

• 副市長はじめ市役所の方々へ
向けて中間発表

• 振り返り

• プログラムに対するリフレク
ション

• 今後に向けた宣誓

• 最終提案作成
• 副市長はじめ市役所の方々へ

向けて最終発表 • 力になりたい課題を前にしたときの「成功体験」「挫折体験」を学びに転化し、今後の自ら
の行動に促す
⇒最終提案に対する副市長・市役所メンバーからのフィードバック、チームメンバーからの

サンキューレター／スパイシーフィードバックを通して他者から見た自分を知るとともに
自身にてプログラムを振り返り、今後のアクションを宣言することで、他者評価・内省・
行動転化を一気通貫で体感する

実施内容①：セッション 全体設計

Day 1

フ
ィ
ー
ル

ド
ワ
ー

ク
①

Day 2

• 本質的な課題解決には課題を自分ごととして捉える「当事者意識」の醸成の必要がある
⇒ キックオフの段階から課題の概観と現地で課題解決に取り組む人たちを知り、

自分なりの目的意識を整理することで、プログラムへの主体性を育む

日程

Day 1

説
明
会

中
間

発
表

9/13 東京

最
終
発
表

Day 1

Day 2

大阪

大阪

• チームビルディング
• 扱うテーマ、参加者への

ミッションについて説明

• 副市長、健康寿命延伸担当者、
民生委員、社会福祉協議会な
ど多様な関係者への
ヒアリング

• グループワーク

• 参加者の希望に基づいて
関係者ヒアリング
（現地NPO、地元ボランテ
ィア、アートギャラリー、行
政担当者）

• グループワーク
• 副市長へのヒアリング
• 市長参加の渾身かい

• 課題解決のためにはステークホルダーの関係性を理解し「合意形成」をする力が必要である
⇒ 提案先である市長・副市長に対して、中間発表の前にコミュニケーションの機会を

豊富に用意し、対話を重ねる中で市の方針と提案内容を接続させる時間を取る

• 課題解決を実現するためには、その難しさを強く実感し、更なる成長欲求を喚起する必要
⇒発表に対して市役所メンバーによる忌憚なきフィードバックを通して、

自らの視座の低さを認識すると共に最終発表に向けて再度モチベーションを高める

9/21

9/22

10/19

10/20

11/9

12/14

12/15
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実施内容①：セッション 初回フィールドワーク詳細
9月21日（土）

開始時間 内容 詳細

10:00 四條畷市の
散策

徒歩で市内を散策し現状を理解鑑賞

10:40 ヒアリング① 林副市長より市の概観的な課題を
ヒアリング

12:50 ヒアリング② 健康寿命延伸担当 西條氏より
健康寿命領域における課題と取組を
ヒアリング

14:30 ヒアリング③ 民生委員 小林氏より取組をヒアリ
ング

15:40 ヒアリング④ 社会福祉協議会 橋本氏より取組を
ヒアリング

17:00 地域交流 「2019なわてオクトーバーフェス
ト」に参加

18:00 振り返り チームごとヒアリング内容を整理

19:00 懇親会 参加者・市役所メンバーにて懇親会
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実施内容①：セッション 初回フィールドワーク詳細

9月22日（日）

開始時間 内容 詳細

9:00 ヒアリング ㈱くまもと健康支援研究所
松尾代表より、健康寿命延伸施策の
トレンドやマクロデータから見た市
の現状をヒアリング

10:30 ワークタイム 前日からのヒアリング内容を基に
課題の仮説を構築

15:30 進捗共有 グループごと議論の内容と現状の方
向性を共有し、次回フィールドワー
クでのヒアリング希望を発表

16:30 解散
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実施内容①：セッション 第二回フィールドワーク詳細

10月19日（土）

開始時間 内容 詳細

10:30 ヒアリング＆
グループワー
ク

各班の希望に応じてヒアリングと
グループワークを実施

18:30 懇親会 市長はじめ市役所メンバーと参加者
による懇親会

開始時間 内容 詳細

9:30 ヒアリング＆
グループワー
ク

各班の希望に応じてヒアリングと
グループワークを実施

11:30 副市長ヒアリ
ング＆グルー
プワーク

現状案を基に副市長にヒアリングを
実施し、方向性を修正

15:00 進捗共有 グループごと現状の方向性を共有

16:00 解散

10月20日（日）



13

実施内容①：セッション 第二回フィールドワーク詳細

リクエスト内容 協力者

シニアの生活に
詳しい方

地域包括支援センター
大野氏・小宮氏

ハローワークの
担当者

福祉政策課、無料職業相談担当
宮岡氏

シルバー人材センターの担当
者

シルバー人材センター
湯本氏

二世帯で居住する
市民

民生委員
兼松氏

市内介護施設の方 四條畷荘
松岡荘長

高齢者向けサロン・自治会の
参加者

自治会参加者・サロン運営者
鈴木氏

都市計画の担当者 都市計画課 朝倉氏
建設課 田中氏

ヒアリング希望と協力者
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11月9日（土）

実施内容①：セッション 中間発表詳細

開始時間 内容 詳細

10:30 ワークタイム 中間発表に向けた準備

13:00 中間発表 副市長はじめ市役所メンバー6名と
厚生労働省で健康寿命延伸に取り組
む藤岡氏に対して発表。質疑とフィ
ードバックを受ける。

15:00 振り返り フィードバックを基に今後の方向性
を再検討

16:30 解散
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12月14日（土）

実施内容①：セッション 最終発表詳細

開始時間 内容 詳細

10:30 ワークタイム 最終発表に向けた準備

13:00 最終発表 副市長はじめ市役所メンバー3名と
厚生労働省 藤岡氏に対して発表。

15:00 休憩 参加者の休憩中に審査

16:30 講評 副市長はじめ市役所メンバー、
厚生労働省藤岡氏による講評

17:30 懇親会 市役所メンバー・参加者にて懇親会

10月20日（土）

開始時間 内容 詳細

9:30 プログラム
振り返り

プログラム全体を、他者評価・内省
の両面から振り返り

15:00 宣誓 参加者が目指す社会とその実現に向
けてのアクションを宣誓
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実施内容②：アンケート・振り返りによる内省と期間中ワークの促進

・事務局独自アンケート

プログラム各回の終了後に、回の内容に応じたアンケートを実施。内省と他者理解を促しつつ、次回に向けてのモ
チベーション喚起やタスク理解を促す内容を加えることで、振り返り機能と期間中ワークの促進機能を担った。
結果として、各チームともコンスタントに日時ベースでのテキストでのやり取り・週次ベースでオンラインでのMT
を実施し、提案内容のブラッシュアップを行った。
期間中ワークの促進に際しては、オンラインでのMTツールの提供や、関係者へのヒアリング希望の調整など、参加
者の要望に応じて事務局も対応した。

また、最終発表セッションの2日目をフルで活用し、プログラム全体の振り返りと今後のアクション設定・宣誓を実
施し。プログラム終了後も継続的に社会を見据えたアクションを取れるような仕掛けを実装した。

質問内容（一例）

＜内省系＞

プログラム参加前と比較して、あなたの普段の仕事に関して、
心境・行動の変化等、気づいたこと・感じたことを自由にお
書きください

＜他者理解系＞

プログラムメンバーに関して、今回のセッションで特に印象
に残ったこととその理由を教えてください

＜モチベーション喚起系＞
最終発表までの1か月、あなたが実現したい目標と、達成のた

めのアクションについて、チーム内における自身の役割も見
据えながら考え、具体的にお書き下さい。
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成果
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成果：概要

達成したい状態 成長の理由・改善/発展の方向性
効果が期待される
参加者ペルソナ（定性）

参加者
● 主体性の向上

指示待ちではなく、事業や
組織にオーナーシップを持
ちながら自ら行動する力

● 課題設定能力の向上
前例踏襲ではなく、事業改
善のために広い視野から課
題を設定・解決する力

● 合意形成能力の向上
目的遂行のために、社内外
のマルチステークホルダー
と合意を形成する力

● プロトタイプ思考の向上
課題解決に重要な上記3要素
を素早く仮説検証し、スピ
ード感を持ってソリューシ
ョンを社会実装する力

受入先
● 事業メンバーの主体性向上
● 実際の課題解決

＜テクノロジー人材＞
・与えられた問いに対しての回答能
力や、現状の最適化に対しての能力
が高く、高い社内では仕事ができる
と見られている人
・エンドユーザーや価値提供先への
接点が薄く「誰のため」の仕事か明
確に答えられない人
・会社への貢献実感はありつつも、
社会への貢献実感を持てていない人
・スピード感を持って課題設定／解
決策立案のPDCAを回した経験・実
績がない人

＜社会デザイン系人材＞
・調整能力・ファシリテーション能
力は高いものの、自らの意見で事業
を推進した経験がない人
・与えられた課題に対して総体的な
ソリューションを提示できるものの、
各ソリューションへの深い理解を持
たない人
・特定の強みを自認しておらず、今
後のキャリアに不安を抱える人

＜成長の理由＞
参加者
● 主体性の向上

○ 現場の当事者意識からの喚起
○ 多様な関係者の理解

● 課題設定能力の向上
○ 課題間の関係性の理解
○ 理想状態への深い洞察

● 合意形成能力の向上
○ 一貫した当事者視点
○ 自己開示の重要性認知

● プロトタイプ思考の向上
○ 未完成の許容
○ フィードバックへの傾聴

＜改善／発展の方向性＞
● 課題解決との両立
● 受入現場への継続的なフォロー
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成果①：参加者への定量アンケート（最終セッション終了後）

①「プログラムに参加して、社会の現状や課題への興味・関心が

高まった」

③「プログラムに参加して、新規事業・事業開発や社内の新し

いプロジェクト・取組みに対する興味関心が高まった」

②「プログラムに参加して、仕事を通して顧客・社会によ
り大きな価値を提供したいと思った」

①・②・③：課題への当事者意識の高まりと解決の担い手としての自覚
→現実の社会課題に触れ、実際に課題解決に取り組む人々との共創体験を通じて、社会への関心・問題意識の高まり
と、自らの業務・研究を通した価値提供意欲が高まった。

また、自ら課題への解決策を考えるとともに、今後のアクションを促す振り返りを実施したことで、能力開発・意欲
醸成のみならず、養成された能力を活用して具体的に新たな取り組みへ参画する機運が高まった。
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成果①：参加者への定量アンケート（最終セッション終了後）

④「プログラムに参加して、社外の人との協働・共創に資する経

験・知見を得ることができた」

⑥「 プログラムに参加して、自社の事業・研究が社会に与え

得る影響について、より高い視座で考えるようになった」

⑤「プログラムに参加して、組織・チームに積極的に
コミットする意欲が高まった」

④&⑤：目標達成のための社内外への合意形成能力の養成
→多様なバックグラウンドを持つ社外のメンバーとの議論・市役所への提案とフィードバックを通して、
目標達成に向けた合意形成の重要性を認識し、その能力を向上させた。

⑥：個人・企業（大学）・社会の接続
→実際の社会課題への深い理解と、各プログラム後の内省を通して目指す社会・達成手段としての組織・組織内での
自分の役割を精緻に理解した。
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成果②：参加者への定性アンケート【当事者意識の向上】

【当事者意識向上のtippingポイント】

・受入元の当事者意識、オーナーシップからの刺激

・多様なステークホルダーへの理解を前提とした、自らのポジション・当事者性の理解

【ロート製薬 升田氏】

企業に勤めてる自分ならではの提案をしようということばかりに目が行き、市民の方々が感じてる課題と向
き合えるようになるまで、２か月くらいかかった。

中間報告の林さんのフィードバックで、自分が向き合えてなかったと気づき、一度企業人だということは忘
れて市民の方目線になろうと思い続けて提案を最後は考えることができました。

【トランスコスモス 野崎氏】

普段の業務では、どうしても机上でのディスカッションになってしまい、当事者意識があまりない状態で作
業すること多いが、今回のプログラムを通して、やはり現地に行って生の声を聞くことで感じられる課題感
が大切であることを実感しました。

【トランスコスモス 岡崎氏】

最初はプログラムのターゲットとなる市民の方を対象に当事者意識を持つこととだけ思ってましたが、中間
発表を受けて、もっと色んな角度の人達に対しても意識を向ける必要があることを感じました。

【丸井グループ 金田氏】

当事者とは「誰なのか」という四條畷市の誰の立場の当事者意識で物事を語ることが大事だと感じました。
あくまで当事者意識の高い「自分」も大事にしながら、どの立場の当事者として物事を考えるのかが必要だ
と感じました。
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成果③：参加者への定性アンケート【課題設定能力の向上】

【課題設定能力向上のtippingポイント】

・ステークホルダー毎の違いや課題間の関係性を考慮した本質的な課題設定

・課題を設定する一段階手前のあるべき姿＝「理想状態」を意識した課題設定

【京都大学大学院 浅野氏】

課題間のつながりを意識することの重要性を感じた。複数の課題は、各々で完結しているのではなく、何か
しらの関係があり、そこを整理していくことで、最も本質的な部分が見えてくるように感じました。。

【ロート製薬 升田氏】

行政、市民、それぞれの目線での課題は何か、なぜ課題なのか、という部分と、特に市民目線のそもそもの
課題は、というところになるべく立ち返るようになりました。

【京都大学大学院 小山氏】

自分たちの活動を通じて、どんな世界を実現したいのか、というあるべき姿の設定の必要性を感じました。
課題は、現状と理想状態の差分であるので、どんな姿を描くかという最初のステップで方向性が大きく変わ
るんだなということを実感しました。

【西日本電信電話 中野氏】
日常生活や業務従事においては、得てして目の前にあるToDoをこなしてしまいがち(フォーキャスティング
思考)だが、大きなテーマに対して解決策を考える本プログラムでは、あるべき姿を描き、課題設定していく
こと(バックキャスティング思考)の重要性を強く感じたとともに、そのトレーニングとしては非常に意義があ
ると感じた。
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成果④：参加者への定性アンケート【合意形成能力の向上】

【合意形成能力向上のtippingポイント】

・一貫して提案の貰い手・当事者の目線に立った起案
・バックグラウンドの異なる他者に対しての自己開示と真摯なコミュニケーション

【西日本電信電話 中野氏】

提案先を意識して提案内容を詰めていたつもりでも、いざ没頭しはじめると主観的な感覚が強くなっていく
ことを改めて感じた。常に各ステークホルダーからの目線を持って振り返りをしていく必要がある。。

【丸井グループ 金田氏】

自分たちの思っていることを明確に伝えるだけでなく、それは誰に対して伝えているのかを分かりやすく提
示しなくては伝わらない。四条畷の皆さんが林副市長いがいはそれぞれのチームの提案に対して、「難し
い」「わからない」という感情が出ていたように感じる。すなわち良いか悪いかも判断できないほど他の言
語をしゃべられているような感じだったのではないかと思う。これは如何に聞き手の状況を想像する想像力
の欠如だった。

【パーソルキャリア 窪田氏】

社会人として社外の方と触れ合うと遠慮しがちな部分であったり、交渉や取引という文脈においては「本
音」を隠しながら話すこともあるのが会社どおしの交流である部分もあるかと思います。そうような中でも、
一つのチームとして共創していく上では、互いに何が得意で、どんな思考で、それはなぜそう思っていて、
お互いの何がわからなくて、どうしたいのか。ということを本音で語り合うことが大事なのだと感じました。
私自身が出来ていたかというと、そこまで時間をかけて語り合えていないような気がします。
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成果⑤：参加者への定性アンケート【プロトタイプ思考の向上】

【プロトタイプ思考向上のtippingポイント】

・方向性は重視しつつも未完成であることを恐れず、まず当事者・提案先の意見に耳を傾ける姿勢
・当事者・提案先のフィードバックを素直に受け入れ、反映する姿勢

【パーソルキャリア 松川氏】
中間発表のタイミングにおいては、自分の中での成果物の出来は正直30％くらいでした。そのレベルを（市
役所側に）ぶつけて、ここはOKなんだ、ここには抵抗感があるんだと感触をつかみ、アジャイルで作り上げ
ていくことができたと思います。

【NEC 桂氏】

大枠を決めて、まずは小さくはじめることの重要性を実感しました。チームとしての大枠が決まっていない
中、細部にこだわってしまい、時間をロスしたと感じています。

【トランスコスモス 野崎氏】

フィードバックを経てもいいと思い込んでいたり、期限に間に合わないなどと考えて、自分たちで考えたも
のを壊して、位置から考え直す勇気がありませんでした。第三者の視点を大切にすると言いながらも、フィ
ードバックを自分たちの都合の良いように勝手に解釈を変えていないか、考えるべきだった。
「考えて・作って・壊す」のプロセスを何回できたかと考えると、一度も壊していないので0回だったのでは
ないかと思う。
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対象者１
ロート製薬株式会社 升田氏（29）

プログラム参加動機：
「このPJでの成果・アイデアで自分が住んでいる町（注：升田氏の住居は大阪府生野区）に使えるものは活用して、
社内の別PJに活かすこと。普段関わらない業界の方々や行政の方々の考え方・視点を学んで本業に活かすこと。」

成果⑥：「ベストプラクティス」の事例創出と事例発信

印象的な振り返り：企業人としての自分への執着に対する内省

「メーカーならではの目線でどう行政に新しい切り口の提案をでき
るか、ということにばかり頭がいっていて、当事者意識をほとんど
持てていなかった。今でも気を抜くとメーカー目線になってしまう
が、自分が市役所にいたら、住民だったら、本当に取り組みたいか、
を立ち止まって考えるようになった」

「企業に勤めてる自分ならではの提案をしようということばかりに
目が行き、市民の方々が感じてる課題と向き合えるようになるまで、
２か月くらいはかかった」

宣誓：業務を通じた当事者意識の発揮

「当事者意識を持った開発を行うため、これまでマーケ部門の調査
結果を直接受け取っていたところを、直接ユーザーへヒアリングす
る機会を作る」



26

対象者２
トランス・コスモス株式会社 岡崎氏（29）

プログラム参加動機：

「健康寿命の延伸という、すべての人々にとって課題となるテーマに興味が湧いたことと、今まで関わりのなかっ
た方々と協力して課題解決への貢献に取り組むことで、自分の知らない視点からの見方、考え方などを吸収できる
機会に魅力を感じました」

成果⑥：「ベストプラクティス」の事例創出と事例発信

印象的な振り返り：表層的にとどまらない他者への理解

「（四條畷市の持つ）データについてなど、一つの対象に対する課
題は誰から見ても共通するところはあるように感じました。

大事なのは課題を見つけることよりも、深く掘り下げ、より課題を
明確にできる能力なのかなと感じています」

「提案先に対する当事者意識が欠けていたように思います。

普段の業務でも「こうすれば簡単にできるだろう」と提案してみて
も、人によってはそれが難しいという人がいることがあったりする
ので、もっと人の状況や気持ちを考慮して提案ができるよう、相手
を知る努力をしていく必要性があることを感じました」

宣誓：自らの知識を用いたチームへの貢献

「人前で話すことやアウトプットが苦手だが、プロジェクト等でリ
ーダーに対して「技術的にこうしたほうがいい」というのを的確に
進言できるような人材になっていきたい」

※なお、事例発信については後述の現在進行中の継続プロジェクト内での貢献や
上記宣誓内容の実践に併せて最終的な対象者を決定予定
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プログラムへの評価

今後の展開について

人材育成プログラムの導入可能性のある派遣元
担当者からのヒアリング結果を以下記述。

・生の現場を通して社会を見据え、現業とプログ
ラムの往復、強くコミットしている現場の人との
出会いを自分の現業に転化させていくサイクルに
なっていると感じる。

・「社会課題を自分事として捉えないといけない
と思った」という感想を聞き、一見当たり前に聞
こえるものの、当社の人間が全くできていない部
分に対して、参加者が腹落ちしたことは非常に
良かった。

・イノベーターと長く接すると意識変革が起きや
すい。接触頻度・濃度が高いのはよい。

・本人から、普段のテック系業務とは異なる状況
下での合意形成への難しさについて悩んだと聞い
ていた。合意形成の部分において学びがあったの
は一番の成果と考える。

成果⑦：「派遣元」からのデータ収集

＜人材育成研修として＞

プログラムが重たい。拘束時間もしかり。人数を増やす
と、事業部から反発もあるだろうと予想される。

＜事業開発領域への展開＞

代表からメッセージアウトしているのに、新規事業がで
てこない。ビジネスの種があるもののスケールアップし
ないという課題がある。本研修のような視点・視座で物
事を見る市政を広く社内に伝えていく。

・通常の業務においては縦割りで細分化したタスク
を与えられ、正確にこなことが求められる中で、遊
び心や余白を持ってプロジェクトに参画できる機会
の重要性を感じた。

・座学を導入しながら足りないと感じていた

「利害関係者のリアリティ」を体感し、例えば投資
家やクライアントなど複合的な視点を持って業務に
あたれるのではと感じる。
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今年度実証受入先

成果⑧：「受入先」からのデータ収集

四條畷副市長 林有理氏インタビュー

Q1
プログラムを実施してみて、受け入れ側として
どのような変化がありましたか？

A1
職員にとって、非常にポジティブな変化が生まれて
いる。何が良かったかというと、特に福祉系の職員
は日々福祉政策の対象者である市民との関わりがほ
とんどで、外部の方と関わる機会が本当に少なく、
外の人たちが優れている、ということを目の当たり
にする機会がない。

これからの福祉は、対象者だけを見るのではなく、
財務なども見ながら自治体経営の一部を担ってもら
う必要があるが、そういう意味においてロールモデ
ルと出会う機会がない。広範な意味において、世の
中を動かしている若者たちはすごい、と思った。

就任してから最も苦労したのが、職員の「井の中の
蛙」的なマインドセットを変えることだったが、プ
ログラム参加者との出会いによって。職員たちの言
動が変わっている。外部に対する見方が変わったよ
うに感じる。

Q2.
課題解決という意味においてはどのように
考えていますか？

A2.
（先述の）職員の意識改革によって役所内の空気が変わっ
たことに加えて、市役所に新たなネットワークが生まれた
ことは有難い。経済産業省さんや、厚生労働省さんなど、

私をはじめ職員が必要としていながらも普段なかなか接す
ることが難しい方々とのネットワークが生まれる機会は、
今後もあると嬉しい。

また、市民以外の方々とプログラムを推進することもポジ
ティブだった。一般的にこのようなプログラムは市民の方
を対象にするものの、多くの場合市民が行政職員に対して
要望や不満をぶつけるだけの場になってしまう中で、

今回、四條畷市を全く知らない人たちが、プロジェクトを
通して市のファンになってくれたことは有難かった。

一方で実際のソリューションという意味では、

「健康寿命の延伸」という設定の幅広さもあり難しかった
ように思える。「フレイル状態を防ぐ」「検診の受診率向
上」のように課題を切り出すとソリューションの質は変わ
り得たかもしれない。
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成果⑨：プログラム後の継続的な関与と課題解決の推進

全4チームの発表の中から、Bチームの提案である「なわてプライド」案が部分的に採
択された。
健康寿命延伸に向けた課題を、地域住民の四條畷市への「誇り・自負心」の醸成と
設定した部分が評価を受け、具体的な政策化・予算化に向けた検討を
推進していく運びとなった。

12月のプログラム終了後、副市長・健康寿命延伸担当の西條氏の下で進行される上記
「なわてプライド」プロジェクトに対して、参加者18名中16名が継続的な関与を自ら
希望し、20年1月のプロジェクト発足から現在（20年2月末）まで、2回のオンライン
ミーティングとテキストベースでのやり取りが進行中。

今後は、健康寿命延伸のミッションの下で上記プロジェクトの推進に加えてその他市
が抱える多様な課題に対して、外部から各人の得意分野に対してソリューションやリ
ソースの提供を実施する「四條畷サポートコミュニティ」として、多様な分野に渡る
課題解決の担い手として交流人口化を目指す。

プログラム終了後の継続的な取り組み
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まとめ・次年度以降に向けて
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成果まとめ・事業展開の方向性

成果まとめ 事業展開の方向性

成果
・社会課題の現場における能力開発
複雑かつ難易度の高い実際の社会課題を対象とした能
力開発・態度変容については、テクノロジー人材にお
いても有用性が見られた。

・当事者との出会いを通じた関係人口化
昨年同様、課題解決に取り組む当事者に直接触れるこ
とにより当事者意識が醸成され、該当課題・該当地域
への関心の高まりがみられた。

・STEAM人材と課題現場の交流の価値
STEAM人材は課題現場の態度変容をもたらすだけで
なく、実際に現場オペレーションレベルでの改善に
寄与する場面がプログラム中も散見された。
課題の現場にとって普段接する機会の少ないと想定さ
れるSTEAM人材との交流には一定の価値があると考
えられる。

課題
・課題解決と人材育成の両立
林副市長へのインタビューや、参加者の声にも散見さ
れたが、人材育成を主軸に置いた際の課題解決の推進
には課題が残る。想定される主要因としては、テーマ
における抽象度・複雑性の設計に対して、人材育成と
課題解決のトレードオフ関係が見られるのではないか
と考えられる。抽象度・複雑性が高いほど、人材育成
としての効果が高まるものの、難易度が高まるため研
修レベルの関与度において課題解決を推進してくハー
ドルが高まっていくと考える。

左記成果の通り、個人の態度変容・能力開発の成果は
テクノロジー人材を対象にしても昨年度実証事業と同
様に見られた。
一方で、テクノロジー人材を研修型で課題の現場に送
客するだけでは、課題解決の推進には課題感を残して
いることから、今後の事業展開については以下の
2パターンを想定。

①人材育成事業の１プログラムとしての展開
昨年度実証を起点に自社事業化したリーダー育成プロ
グラムの一環として、テクノロジー人材を対象とした
プログラムを実施。今年度実証にて、社会デザイン系
人材とのマッチングにも効果が見られたため、
異業種での合同プログラムによる事業展開が可能。

②事業開発として課題解決コミット型での展開
課題解決を主眼とし、人材育成の文脈ではなく事業開
発の文脈にて社会課題のフィールドと弊社の知見を
用いた伴走型事業の展開が可能。
人材育成とは異なるアプローチで、社会課題の産業化
を目指す。

既に社会課題を起点とした事業開発に主眼を置いたチ
ームを社内にて組成し、複数社へアプローチ済み。
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参加者アンケートデータは別ファイルにて提出



33

ご参考：リディラバ会社概要

リディラバは“社会の無関心の打破”をミッションとして、社会問題に関するスタディツアーを企画・実施する会社と
して発足。これまでに8,000人以上を社会問題の現場に送客してきました。現場・専門家とのネットワークに基づい
た社会課題特化型メディア「リディラバジャーナル」なども運営しています。

社名

事業内容

旅行業（東京都知事登録旅行業第2-6698号 ）
スタディーツアーの企画・運営
修学旅行事業
リディラバジャーナルの発行

代表プロフィール

1987年生まれ。東京大学大学院博士課程在籍。大学在学中の2009年に社会問題をツアーにして発

信・共有するプラットフォーム『リディラバ』を設立。多方面から誰もが社会問題に触れやすい環境

の整備を目指す。第2回若者旅行を応援する取組表彰において観光庁長官賞（最優秀賞）を受賞。

2017年、米誌「Forbes（フォーブス）」が選ぶアジアを代表するU-30選出。

著書『いつかリーダーになる君たちへ』（日経BP社）『日本につけるクスリ』（ディスカヴァー・

トゥエンティワン）。

株式会社Ridilover（株式会社リディラバ）

創業/拠点 2013年3月28日/東京

ミッション 社会の無関心の打破

代表者 安部敏樹（あべとしき）／東京大学博士課程在籍

本件お問い合わせ先 担当：鈴木哲平 Email: t.suzuki@ridilover.jp
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１．事業の背景と狙い 

（１）事業の背景  

①背景 

世界は能力開発競争の時代を迎え、革新的な能力開発技法（EdTech）を活用した「学びの

革命」が進んでいる。日本でも「創造的な課題発見・解決力」を兼ね備えた人材（チェンジ

メイカー）」が求められており、誰もがそういった資質を身につけることが可能となる、学

習者中心で自らが学びをデザインする「学びの社会システム」の構築が必要とされている。 

➁リカレント分野における現状・課題 

⋅ 多様な「社会課題（地方、発展途上国、SDGs 等）」に関心を持ち、それをビジネス・

チャンスと捉え、見聞・人脈を広げる機会の不足 

⋅ 目にした社会課題を構造化する思考（システム思考）や、社会や人間の観察と、異

分野の知識の再編集（デザイン思考）のトレーニング不足 

⋅ 多様な価値観・倫理観のぶつかり合いを整理し、数理系の基礎知識やテクノロジー

を道具にしつつ、説得や合意形成を含めた課題解決を進める STEAM トレーニング

の不足 

③本事業の舞台である美馬市における社会課題 

美馬市においても、小子・高齢化が進行し「人口減少への『歯止め』」と「人口が減少し

ても暮らし続けられる基盤づくり」の両面からの取り組みを進めている。懸案である人口減

少対策を講じるべく、人口減少問題の克服と持続可能な地域づくりに向けた施策「美馬市ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定。「しごと」と「ひと」の好循環をつくり、「まち」

が支えるという関係を構築する」ために 4 つの基本目標をかかげ、その方向性を示してい

る。 

美馬市の本プログラム実施のアウトカム、インパクトを、美馬市発の SDGsの推進（持続

可能な社会づくり）のモデル創出と捉える。 

参加者を受け入れることで、つながり人口を増加するだけでなく、チェンジメーカーとし

てのスキル・マインドの習得者が今後も継続的に関われる機会を創出する。 

本事業では以下の図の STEP１～STEP３までを目標として事業を実施。持続可能な地域社

会づくりのモデルを創出し、他地域へ展開していくことを目標とする。 
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（２）プログラムの目的  

①本事業の目的 

⋅ 現実の社会課題を題材とした「課題解決・変革型人材（Change‐Maker）」、「STEAM

人材」の育成プログラムの開発とその普及・拡大に向けた道筋の確立 

⋅ 地方における実際の社会課題を題材に、社会人等を対象とする実践的能力開発プ

ログラムの開発実証 

⋅ 企業研修としての事業化・自立化を目指し、企業向け人材育成モデルの実証・道筋

の確立 

⋅ 地域の課題解決・実戦プログラム等の開発を通じイノベーション創出・地方創生等

につなげる。また STEAM的なアプローチの有効性を実証 

➁ターゲット 

⋅ 大手企業等からの選抜社員（企業派遣による参加） 

⋅ エンジニア・デザイナー等、STEAMに関する知識・経験を持った人材 

⋅ 地域創生・SDGs 等に興味・関心のある個人 

③プログラムの狙い 

徳島県にし阿波地区での「地域課題解決プロジェクト」を実践する中でソーシャルイノベ

ーター”としてのマインドセット・スキルを習得。また、プログラムでの学びを通じて「マ

イプロジェクト」を作成。 

参加者が、プログラムでの学びを活用し、マイプロジェクトを実践することで、所属組織

内や所属組織を超え、”ソーシャルイノベーター”として変革を興し、社会にキャリアオー

ナーシップ、リカレント教育等の重要性が浸透。結果として、世界や日本の変革者（Change 

Maker)として個人が活躍し続ける社会を創出する。 

 

ア．地域課題解決プロジェクト 

徳島にし阿波地区において地域の課題・資源等を起点に事業創造を目指す事業実践者

（地域パートナー）と参加者が、事業・地域の問題を発見し、課題設定・解決に取り組む。 

イ．マイプロジェクト 

参加者や現地でのチェンジメーカーとの出会い、地域課課題解決プロジェクトの体験を

元に、ソーシャルイノベーションを興すために、参加者自らが実現したいビジョンを描き、

実現に向けた道筋を設定する。 

ウ．ソーシャルイノベーター  

 多様に変化する社会において、よりよい社会の実現に向け、自分なりの想いを出発点に、

自ら課題を設定し、周りを巻き込みながら解決策に取り組み、従来の発想にとらわれず、新

しい価値を生み続けられる人材 

また、社会課題に対する関わり方を、社会課題への関心度合いの違いから、以下の 7つの

階層に分けて捉える。今回の研修のゴールは、参加者一人一人が、今回の経験を通じて、５

段階の「My Change Maker」像を描くとする。昨年度と違い、企業派遣型の参加者（特に自

主的参加ではなく指名による参加者）の中には、ソーシャルイノベーターとしての素養は十

分持ってはいるものの、チェックイン段階においては STEP１・２の段階の参加者も想定さ

れる。 
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２．プログラム内容 

（１）プログラムの特徴  

①コンセプト 

「ビジネスとＳＴＥＡＭを融合し、持続可能なソーシャルイノベーションを創造しよう。」 

「Society5.0」、「Industry4.0」、そして SDGs 的視点が求められる世界的潮流を鑑み、Ｓ

ＴＥＡＭをチェンジメーカーに必須な発想・スキルと捉え、地域産業の課題を題材にしたＰ

ＢＬプログラムの中で、多様なバックグランドを持った人材との協業を通じて「ビジネスと

ＳＴＥＡＭを融合し、ソーシャルイノベーションを興せる人材」を創造する。 

➁プログラムの特徴 

地域事業者（以下「地域パートナー」）の実際の事業課題を解決する「地域課題解決プロ

ジェクト」を通じて「マイプロジェクト」を作成し、「ダイバーシティ環境での共創体験」

「新規事業・地層創生のプロによる伴走」「チェンジメーカー・多様なメンバーとの出会い」

を通じて、参加者のチェンジメーカー（本プログラム内では、「ソーシャルイノベーター」

として参加者に提示。ほぼ同義語だが、「よりよい社会の実現にむけて（＝「地域・社会課

題をテーマに」という点を強調している）としての資質・モチベーションの向上を目指す 

■プログラムの特徴① 

・ダイバーシティ環境における共創体験 

アセスメント等を通じ、共創・協業における自身の課題を可視化し、プログラムを通じて

自身の目標設定を行う。多様な業界の企業人やデザイナー・エンジニアなどの専門性を持っ

た参加者、そして地域パートナーによるダイバーシティ環境において、目標達成に取り組み、

プログラム終了後には再度アセスメントを実施、自身の成長と更なる課題を確認する。 

 

・新規事業・地域創生のプロによる伴走 

新規事業コンサルタントや地域創生のプロフェッショナル、昨年度プログラムのメンタ

ー経験者が、プログラム 10日間とプログラムの間もチーム活動のサポート（フレームワー

ク等の体系的な知識と実践的なアドバイス、メンタリング）を行う 

 

・チェンジメーカー／多様なメンバーとの出会い 
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（３）プログラムスケジュール  

以下のスケジュールにてプログラムを実施した。 

 

（４）実施体制  

キャプラン株式会社を中心とし、株式会社パソナ JOB HUB・株式会社パソナ・株式会社ト

リップシード・株式会社アイデアメーカー等と協力体制を組み、下記のような実施体制で事

業の運営を行った。 

➀役割 

キャプラン株式会社 事業全体の統括として、全体のプログラム設計やリフレク

ション研修の開発・運営、参加者の募集、送り出し企業の

開拓、参加者の活動中のフォローなどを実施予定。 

株式会社パソナ JOB HUB 参加者の募集・運営・効果検証サポート、プログラム構築

サポート 

株式会社パソナ プロジェクトマネジメント・企画支援を含むコンサルティ

ング 

株式会社トリップシード フィールドワーク企画・ファシリティ手配・運営支援、受

け入れ先の開拓や徳島での活動フォロー、参加者の旅行手

配など 

オフィス BAMSO 現地パートナー・フィールドワーク企画・受け入れ先の開

拓や徳島での活動フォロー 

株式会社アドバンテッジリ

スクマネジメント 

EQ診断システムの構築、EQ診断の解析、講師派遣 

株式会社アイデアメーカー 研修全体のファシリテーション、取り組みテーマについて

のコンサルティング・参加者へのメンタリング等 
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➁体制図・運営メンバー 
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■Messenger 広告 

 

 

■Instagram フィード広告 

 ・フィード広告     ・ストーリー広告 

    

■Peatix広告 

     

       



14 

 

イ. 説明会申込結果 

【参加動機】 

 

・ローカルｘテクノロジーxデザイン： 

デザインと地方創生に興味がある、地方創生 ITテクノロジーを活かした

い 

・SDGs：SDGs活動に未来を感じる、サステナブルに興味がある 

・徳島・四国に興味ある： 

四国シェアサミット、地元のために何かしたい、移住を考えている 

・地方創生： 

地方創生に興味がある、まちづくりを学びたい、地方で自分の知見を活か

した企業を考えている 

・イノベーション：ローカルイノベーションにおける企業の役割を学びたい、 

【年代】20代、30代、が全体の 80％を占めた。 

 
【性別】 応募者の約７割が男性であった 

    

ウ. 説明会実施概要  

 日程：2019年 8月 9日、8月 14日、8月 22日、8月 29日、9月 5日（全 5回） 

        ＊8/22、8/29、9/5 はエンジニア&デザイナーに絞って募集 
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④プログラム参加者の傾向 

参加者の 70％が社会課題解決や地域課題解決に興味を持ち、新規事業への関心も高い傾向

が見受けられる。また、ダイバーシティマネジメント、今回の主テーマの一つである SDGｓ

に関しても興味の高さがうかがえる。 

 

 

（４）チェックイン  

①概要 

日時：1日目 2019年 10月 19日 9:00～18:00 

      2日目 2019年 10月 20日 9:00～18:00 

場所：TRAVEL HUB MIX （東京都千代田区大手町 2-6-2） 

目的：1日目 

    ア．本プログラム全体像について理解する 

    イ．合意形成や自身の行動特性を振り返り、自身の課題を明らかにする 

    ウ．自身の社会課題に対するかかわり方や、社会課題解決型の事例を通じて理解

を深める 

    2日目 

ア．新規事業についてのマインドセットを行う 

イ．現地プログラムを遂行するに必要なフレームワークを体得する 

    ウ．自チームのテーマについて、現地訪問前に情報収集すべき項目等を整理する 
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ソーシャルイノベーターとしての行動特性については、①午前中の「酒場にて」にお

けるチーム内での自身の実際の行動、②研修前に受診した「EQアセスメント」の結果

の 2点で自身の行動特性を振り返り、行動特性の中から「高めていく項目」「抑えて

いく項目」の両面でポイントを整理し、チーム・メンバーにその内容を共有した。ま

た、メンバーからのフィードバックももらい、自身の行動特性について理解を深めて

いった（細かな行動目標については事後課題とした） 

ウ．SDGｓ・社会課題についての講義は、まずは、「自身にとっての社会課題や SDGｓ」を

じっくり考える時間を設けた。事前の参加者との面談において、多くの参加者（特に

企業派遣型）が「社会課題についての知識・情報は十分持ってはいるが、自分事とし

て興味関心を持っているレベルに至っていない」という課題が明らかになっていたた

め、まずは社会課題と参加者との「距離感を縮める＝自分事化する」プロセスが必要

と判断した。金子講師による、①社会課題の衝撃的な事実や複眼的な視点による講

義、②ワークショップ「『自身の幸せ』から社会課題を考える」により、自身と社会

課題の結びつきを考えていただいた。その上で、加藤講師による世界的トレンドや社

会課題を解決する具体的な商品・ビジネスの実例の紹介、更には、加藤講師と山口講

師の対談形式により、社会課題を解決する事業におけるマインドセットやビジネスモ

デル、その可能性等について講義を行った。 
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れないと感じた 

３．社会課題解決型ビジネス・世界的トレンド                                                

⋅ 社会問題への取り組み方がより深層的に目的化し熱意をもって取り組んでいられ

ることに気づいた 

⋅ 自分が「プロダクトアウト」の方向にいたのではないか、自己の業務を通じて社会

問題を解決すべき術は ないか見出したい 

⋅ イノベーターとして人を動かし、動いてもらうためにはどうすべきか自分がどう

考え行動するか、興味がわいた 

⋅ イノベーターが社会を変えるのではなく顧客の行動変化をきっかけに社会が変わ

ることを学んだ 

⋅ 何のためなのか対象者に思いを馳せないビジネスは「心」が入らず伝わらない 

４．新規事業創造                                              

⋅ 共感を起点に、広い視野を持ち複合的要因を検討することとで物事が進められる 

⋅ ビジネスを成立させるためにターゲットに届くこと、そのためのマーケットの必

要性、重要性を学んだ 

⋅ 事業を生み出す基盤の資産として、個人の原体験や強みといった個人的な部分が

構成要素である 

⋅ ビジネス立ち上げにはタスクの細分化とスピードが必要 

⋅ 新しいものを作るときに、「ZERO事業者が持っている資産をどうやって課題解決に

結びつけられるか 

⋅ プロダクトを生み出す方法を体系的に学べて非常に良い経験となった   

【実施の様子】 

1日目 

 

2日目 

 

 

（５）チェックインからフィールドワーク①の間の活動  

参加者はフィールドワーク①に向け、チーム単位で「地域課題解決プロジェクト」、個人
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単位で「マイプロジェクトシート」「ソーシャルイノベーターアクションシート」に取り組

んだ。 

①チーム活動「地域課題プロジェクト」 

チームごとに、業務時間外にオンライン・オフラインでコミュニケーションを取り、チェ

ックイン時に作成したプロダクトシートのブラッシュアップを行った。事務局は、チームご

とに選定したリーダーから活動報告書を提出してもらい、進捗状況の確認や活動について

のアドバイスを行った。また、社内の MTGスペースを参加者に開放し、参加者と対面でコミ

ュニケーションをとりながら信頼関係を構築していった。 

②個人活動 

「マイプロジェクトシート」（第 1回目のプロトタイプ）、「ソーシャルイノベーション・

アクションシート」（プログラムを通じての自身が改善したい行動目標と行動指針）をまと

めた。提出物については事務局が確認し、再考が必要な場合には、その理由をしっかりと明

示した上で再提出を依頼した。全員に対して、それぞれについての励ましのメッセージや期

待をメッセージとして伝えた。 

この間の活動は、物理的な制約もあり、個人・チーム単位での活動になってしまうため、

プログラム参加者全体の一体感の醸成、お互いの活動についての報告・情提供、コミュニケ

ーションの補足・促進、などを目的に、FBグループページを作成した。 

そのページにおいて、事務局や参加者から、自由に情報発信、グループ活動の状況報告等

を写真や動画に収めて配信した。その結果、グループの活動を刺激したり、モチベーション

維持・向上や参加者間の仲間意識の醸成に寄与した。 

   

チーム活動（抜粋） 

～FBグループページ～ 

 

～活動報告書～ 

 

～プロダクトシート～  
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個人報告書 

～ソーシャルイノベーター 

アクションシート～ 

 

～マイプロジェクトシート 

（第一版）〜 

 
（６）フィールドワーク①  

①概要 

日程：2019年 11 月 15日（金）～17日（日） 

場所：徳島県美馬市内 

参加者：20名 

内容： 

・チェンジメーカーセッション 

講師による「現在の取り組みに至る原体験や問題意識」、更には「事業を通じて実現し

たい世界」を中心とした講話から、参加者が様々な学びや刺激を得、自身の原体験に向き

合い、マイプロジェクトを磨いていく。 

講師の選定にあたっては、地域において事業を通し復興やまちづくりに大きく寄与し

ていること、個人の原体験から今に至るまでの話をオープンに参加者に伝えてくださる

ことを重視した。 

・地域課題解決プロジェクト 

にし阿波地区で、地域課題に対して実際に事業を行っており、尚且つ、現状に満足せず

新規事業創造に取り組もうとしている地域パートナー4名を選定した。1日目には、地域

パートナーによる事業紹介のプレゼンテーション、懇親会の場でのチームごとのヒアリ

ングセッション等を通じて地域パートナーの事業をより知ってもらうだけでなく、地域

パートナーとの距離を縮め、信頼感関係の構築にも努めてもらった。更には、自治体担当

者とのセッションを設け、地域パートナーの置かれている環境理解を深めてもらった。2

日目は、地域パートナーの職場の見学やサービス・商品の体験の機会を設けた。それらの
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インプットをふまえ、フィールドワーク前のインターネット等からの情報をもとに仮説

として作られた「プロダクトシート」をブラッシュアップしてもらった。 

・マイプロジェクト 

チェックイン研修後、事後課題としていたマイプロジェクト（第 1 回目のプロトタイ

プ）について、チームメンバー内で共有し、それぞれの内容についてメンバー同士でフィ

ードバックやアドバイスを行った。また、今回のフィールドワークでの学びについても振

り返りを行った。 

  







29 

 

  

ある『食と農』をデザインし、そこに生まれるコミュニティー施設の運営も含

めた価値向上を事業展開 

2018 地域交流拠点「ADLIV」を立ち上げ、印刷工場をリノベーションし、コ

ワーキングスペース・簡易宿泊所・飲食業を運営し、交流人口・関係人口の増

加に寄与。そんなアイディアが形になったコミュニティー複合施設、ADLIV（ア

ドリブ）の運営も実施。 

食・農に特化したデザインプロジェクトとして６次産業化プランナーとして

も活動。 

④ 結果 

【参加者の声】 

１．チェンジメーカーセッション 

⋅ 地元出身者で活性化を図ろうとし、実際に行動する人が増えていることが分かっ

た 

⋅ 先進的地域事業者の成功の秘訣としてプラットフォームを作る点が重要と理解し

た 

⋅ 現状のシステムから一歩踏み出したり変革することは、既存の考えをもった人の

考えを変えることであり、既存組織の枠からはみ出すことを意味することである

と個人的に理解した。 

⋅ 企業内での変革に関する講義は組織に属して小さい殻に閉じこもってしまいがち

な状況を打破するために勇気をもたせてくれる内容であり背中を押されたようで

非常に印象に残った。 

⋅ マイプロのイメージが漠然としていたが、自分で考えるプロセスやヒントがたく

さん詰まっていた           

２．市町村担当者とのセッション                                                                          

⋅ 農業支援を各自治体ともほぼ実施していない、むしろ対応を放棄しているような

印象を受け、それが現実なのかもしれないとショックを受けた。 

⋅ 人口減少と地方創生に本気で悩んでいることが伝わっってきた。一方で、ラフティ

ングの国際大会が行われるまでに発展した地域の方々の努力は素晴らしいと感じ

た。地域を本気で盛り上げるには人との協力が欠かせない。 

⋅ 観光産業の発展のために、取り組んではいるものの「ないない」づくしで問題は根

深いと今更ながら理解した 

３．地域パートナーの事業体験  

⋅ 各々得意なスキルを共有しあい、不足しているところは補って地域活性につなが

っていた。訪れた祭りはまさにプレーヤーが全員参加して地域活性の最たる場所

と発見→マイプロにつなげられる→ビジョンで人を動かす→「原体験」を起点にビ

ジネスを興す→新規事業におけるマインドセット→新規事業のフレームワークを

体系的に→価値起点で事業を創造する 

⋅ 東京で仮説を立てたプロダクト内容が前提から崩れてしまったが、実際の現場を

見ることでリアルな現状を知ることができ、生々しい感じを体感することができ

て、逆にモチベーションが高まった 

【実施の様子】 
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１日目 
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２日目 

  

 

３日目 
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■ザッキーバーグ               ■HAKUSEN 

 

 ■サービスコンセプトに関するアンケートフォーマット（抜粋） 

 
（８）ミートアップ  

①概要 

日程：2019年 12 月 1日（日） 

場所：TRAVEL HUB MIX（東京都千代田区大手町 2-6-2） 

参加者：20名 

内容：  

ア．プロダクトの再検討 

イ．プロトタイピングの検討、フィールドワーク②のアクションプランの設定 

ウ．マイプロセッション 

②内容・実施のポイント 
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ドワークの現地で感じた想いや課題感が薄まっていたため、各チームが、今一度立ち

止まって振り返る時間を急遽設けた。具体的には、コンサルタントからの講義（共創

における、クライアントが解決したい課題 vs参加者が解決したい課題のバランスや

最終的に収束するプロセス等について）、コンサルタント・事務局メンバーとのセッ

ションを 1チームあたり 2回ずつ設け、プロダクトのアドバイスを行った。その結

果、参加者がこのプロジェクトで実現したい内容をメンバーで再度話し合い、より想

いやビジョンを修正・強化していくことができていた。進捗が遅れているチームにつ

いても、改善点についてアドバイスを行った。 

イ．経験のない参加者の中には、初めてのことで戸惑いも見られたが、各チームとも方向

性をまとめることができていた。その一方で実施内容について低い目標設定をするチ

ームが見られ、全体発表の中で、コンサルタントを中心に、目標設定について修正が

必要な理由をしっかり説明し、上方修正を行った。 

ウ．マイプロジェクトについては、事前課題を題材に、「理念・問題提起」「ビジョン」

「ミッション」を言語化した。ワークを行う前に、コンサルタントからそれぞれの概

念の説明と、コンサルタントの事例を紹介してイメージをつけやすいように工夫し

た。個人ワークでは、戸惑いながらも書き上げていた参加者がほとんどであったが、

中には、うまく書くことができない参加者もいたため、コンサルタント・事務局メン

バーが個別にフォローした。 

 

【参加者の声】 

１．新規事業とマインドセット 

⋅ スキルは身に着けやすいが、マインドセットを育むには絶対的な時間が必要であ

り、スキルを得とくするにもマインドセットが出来ていないと正しく身に付きに

くい、新規事業においてマインドセットが９９％というメッセージは響いた。 

⋅ 大事なのはゴールを決めることではなく、変わっていくゴールを正しく判断する

ためのマインドセット。チームがうまく機能するためのマネジメントを客観的な

視点で学ぶことができた。  

⋅ うまくいかない時にチェックすべき項目を様々な実例からきかせていただき、新

たな視点と引き出しを得られたことが収穫であった。正論として受け入れていた

ことが悪い例として引用されており、ドキッとすることが多々あった。 

２．地域課題解決プロジェクト 

⋅ アンケートによる客観的な意見を共有することで、プラニング時にあった意見や

方向性の違いをスムーズに修正し、皆が納得できる方向でブラッシュアップでき

た。 

⋅ アンケートから、コンセプトの優位性、独自性、非購買理由を確認した。アンケー

トの活かし方を初めて学んだので新鮮であった。 

３．プロトタイピング 検討課題の洗い出し 

⋅ 事業者の想いと、自分たちの想い、そして、活動の継続性などの現実的な課題を議

論し、概念的であった活動内容をより詳細まで言語化するとともに、今後の検討課
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題も明確化することができた 

４．マイプロジェクトセッション 

⋅ 具体的な内容を考え始めていたが、改めて理念/ミッション/ビジョンを改めて確

認する機会を持て、なぜ自分がこのマイプロを実施したいのかを考え直すキッカ

ケとなったため大変満足だった。 

 

【実施の様子】 

 

（９）ミートアップからフィールドワーク②までの間の活動 

ミートアップにてブラッシュアップしたプロダクト・プロトタイプをベースに、フィール

ドワーク②で実践するプロトタイピングの準備をメインに活動した。4チームとも現地実施

にあたり、エリア外や地域住民参加型のイベントを立案したため、プロトタイピングの内容

だけでなく、同時並行で当日のイベントの集客も行った。 
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の若い女性に対して、サ

イクリングツアーの実証 

２． 体験者に対するアンケー

ト実施 

た、当日の天候（雨）のこともあり、完全なプロトタイピング

が実施できなかった。 

⋅ ターゲット向けの新しいコンテンツと地域パートナーの既存

ラインナップとのシナジーについては実施場所を含めて可能性

は見出すことができた。どのように地方に誘導するのかについ

ては、ターゲット層に響くキーワードやプロモーション、アプ

ローチ方法について検討が必要 

⋅ プロトタイピングは、再度実施も含めて検討 

３ ザッキーバーグ 
「SGDs DE QUEST SGDs体験地

域経営ロールプレイングゲ

ーム」 

１． 地域版 SDGsロールプレ

イングをベースに地域事

業者事業をヒアリング

し、事業者・地域解決に

向けたプレゼンテーショ

ン 

２． 体験者に対するアンケー

ト実施 

⋅ プロトタイピング対象者： 

合計 6名（企業派遣５名、個人参加 1名） 

⋅ プロトタイプをすることで、実際の課題（運営の段取りや説

明資料）が不十分であった点が明らかになり、計画と実践の乖

離を学ぶことができていた 

⋅ 集客については、当初は事務局への依存的な言動も見られた

が、集客活動を「プロダクトを洗練させる重要な機会」という

マインドセットをしっかり行い、所属先や個人的ネットワーク

を活用し、メンバーで協力して集客することができていた。 

⋅ 地域パートナーの資産を「有形資産」だけでなく、ビジョン

や想いを含めた「無形資産」を可視化し、お互いの資産を融合

しながらプロダクト開発をすることができていた。 

⋅ プロトタイピングの対象者のアウトプットから、地域課題に

ついて更に様々な視点で掘り下げて、チームメンバー自身の学

びにもつながっていた。 

⋅ プロダクトについては、本格的な事業化に向けて、検討 

４ HAKUSEN 
「結処 半田素麺を通じて起こ

すソーシャルアクションコミ

ュニティー」 

１． そうめんの新メニュー体

験・地域の歴史紹介・そ

うめん事業者との交流会

のイベントを実施 

２． イベント体感してもらい

ながら、アンケートの実

施 

３． アンケート結果を集計

し、そうめんについての

価値をあらゆる角度から

発見し、今後の実施計画

を検討報告 

⋅ プロトタイピング対象者： 

⋅ 52名（地域住民、県外等の半田そうめんに興味関心のある

方々） 

⋅ メンバーは、そうめんの「商品説明」だけでなく、「半田そう

めんの歴史」・「商品に込められた事業者の想い」・「ビジョン

（商品を通じて解決したい地域課題）」等、パートナーに憑依

しチームメンバー一体となってプレゼンをしていた。日頃、自

身の仕事で商品等の企画販売をしているメンバーにも、改め

て、商品で顧客に届けたい価値について再考する良い機会にな

っていた 

⋅ 地域パートナーが用意した商品についても 11,30円の売上が

あった 

⋅ 参加者からのアンケート結果から、そうめんについて地元の

方もまだまだ知らないことが多く「生産者と生活者をつなぐ」

地域の交流についてのニーズが高いことがわかった。また県外

の方のコメントから、自分たちの仮説以上に、イベントを通じ

てそうめんの販路拡大を具体的に考えるヒントを得ていた。 

⋅ 組合の方が、組合イベントで当日は参加いただけなかった

が、プロトタイピングの結果をふまえ、中長期のビジョンや計

画を描き事業化に結び付けていく 

⋅ 実施前 1週間は集客人数が数名しかできていなかったが、FW

前のメンバーのコネクションを活用した呼びかけ、また現地に

入ってからメンバーで協力してチラシ配布などを徹底し、当初

の目標 20名を大幅に超える集客を実現できた。アクションす

ることでわかったことも多かったため、行動することの大切さ

を学んでいた。 

 4チームのうち 3チームは当初の想定・想定以上のプロトタイピングを実施することがで

きた、一方で Team HUB FUN!チームは、フィールドワーク①後からの活動が不十分で、プロ
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トタイピングが不十分な結果となってしまった。事務局側も進捗状況の遅れを把握してお

り、チームプロセスに介入したが、結果として、メンバー・地域パートナーとのコミュニケ

ーションが円滑に行えず合意形成に時間を要してしまい、プロトタイピングの完成までに

時間がかかり、現地でのプロトタイピングでも集客等ができないなど数多くの問題が発生

してしまった。 

発表後は、懇親の場を設け、チームメンバー・地域パートナーと地域課題プロジェクトに

ついてのねぎらいや、チーム外のメンバーとの交流を促進した。 

  3日目は、2日目までの活動を元に、次のステージとして、実際の事業化に向けたビジ

ネスモデル構築を介した。まず、コンサルタントからビジネスモデル構築についてのマイン

ドセット、フレームワークの説明を行い、チームメンバーで検討の時間を設けた。プログラ

ム内に完成させることはできないため、最終的な完成版については、次回チェックアウトま

での事後課題とした。 

 

イ．チェンジメーカーセッション 

フィールドワーク①と同様に 2名のチェンジメーカーの講演・対談の場を設けた。地域

課題についての体系的な問題意識や実現したい想いが強く反映されており、参加者が

マイプロを完成させるうえで多くの学びや気づきを与えることができた。 

 

ウ．マイプロジェクト 

前回ミートアップ研修の際に作成したマイプロジェクトの修正版について、グループ

内で発表し、他のメンバーからのフィードバック・アドバイスをもらう時間を設けた。

グループ構成については、地域課題プロジェクトチーム内のメンバー間では共有や相

談などができている状況であったため、他チームメンバーとの混成グループとした。今

までのメンバー間のやり取りを鑑みながら、チーム構成を行った。結果、発表したメン

バーは今までにない視点や助言をもらい、フィードバック・アドバイスをしたメンバー

にとっても刺激を受けたりヒントを得る貴重な機会となった。各チームとも活発に話

し合いが行われていた。 

 

【参加者の声】 

・情熱的になっているときに冷静にまとめていくことの難しさを経験できた。 

・改めて自分はこのプロジェクトをやっていきたいとの想いを強くすることができた。 

・相手を思う気持ちと自分が成し遂げたい思いとロジカルさの 3 つがうまく掛け合わさる

と人の感情を動かせるということを体感できた。 

・仮説を立てて実際に検証していき、検証結果を分析するという一連の流れを把握すること

ができた。 

・行動して学ぶ、行動してモチベーションが生まれることを改めて感じました。 

・実証をする時間があることで順調にいかないことから課題を見つけることの大切さを学

べたのがよかった。 

・マイプロジェクトについて、たくさんのフィードバックをもらったが、いろんな見方があ

ることが勉強になった 

・マイプロでボトルネックになっていた点について、たくさんのアドバイスをいただけた 

・プログラムが始まってから、あまり話す機会がないメンバーの深い話が聞けて、モチベー 

ションが上がった 
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【実施の様子】 

 

 

 

（10）フィールドワーク➁からチェックアウトの間の活動  

 次回のチェックアウトで発表する①「地域課題プロジェクト」のビジネスモデル、②マイ

プロジェクトのプレゼン資料、の 2つの事後課題に取り組んでいただいた。 

・マイプロジェクト 

参加者からの要望に合わせ、作成した内容についての助言やなかなかまとまらない場合

は、事務局が個別にコーチング等の手法で作成支援を行った。また、本人からは完成版とし

て提出があった内容であっても、事務局側が基準に満たないと判断した内容については、修

正の必要性を明示した上で、再提出を依頼した。 

・地域課題プロジェクト 

作成について相談質問があった場合には、コンサルタントからの助言を行った。 

また、Team HUB FUN!チームについては、事務局が各メンバーにヒアリングを行い、フィ
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【実施のポイント】 

ア．「マイプロジェクト」（研修終了後に自身の行動計画プログラム）について、一人あたり

5分の発表を行った。一人一人の発表に対して、コンサルタントからフィードバックを

行い、プロジェクト遂行に向けたアドバイス・応援メッセージを伝えた。 

イ．「地域課題プロジェクト」についも、各チームの発表に対して、コンサルタント・事務

局からフィードバックを行った。 

ウ．振り返りについては、まずは、チーム内で、チェックイン時に設定した「ソーシャルイ

ノベーター・アクションシート」について、本人のプログラムを通じての行動の振り返

りを行った。チームメンバーから事前に用意した本人へのフィードバックを共有して、

自身の成長度合い・今後の課題について整理をした。その後、他チームメンバーとの混

成チームにて「プログラムを通じての学び」について語り合いの場を設けた。最後に、

各メンバーからの 1分スピーチ、事務局からのコメント・励ましを行った。プログラム

終了後は、任意参加の懇親会を開催した。 

 

【結果】 

 マイプロジェクト宣言においては、各参加者の事前準備をしっかり行われていた。今回の

研修での体験や自身の原体験を反映した思いが語られていた。 

発表内容については、多くの発表では具体的な内容やアクションプランが語られており、

中には、発表時に既に行動し結果を出している活動報告もあった。 

 地域課題プロジェクトの発表についても、3チームはフィールドワーク②の結果を活かし、

質の高い発表を行うことができていた。Team HUB FUN!チームについては、プロトタイピン

グの実施内容が不十分だったため、発表内容の質という面では他チームに劣ってしまって

いたが、フィールドワーク②以降に東京で実施したプロトタイピングの報告も含めて行う

ことができていた。 

振り返りについては、チーム内で本人がしっかりと振り返るだけでなく、メンバーからの

「良かった点」「まだ改善すべき点」について率直なフィードバックをもらい、しっかりと

自身の成長と課題を整理するとこができていた。プログラム全体からの学びについても、チ

ーム外のメンバーと振り返りがしっかり行えていた。最後の一分間スピーチには、直前の振

り返りの内容も反映され、学びや今後に向けての熱意のこもった決意に表れていた。  

 

【参加者の声】 

・皆の前で宣言すること、やりたいことを考えることでアクションへのモチベーションと

なった。 

・約 20名のプレゼンをこんなに飽きずに聞けたことはこれまでなかった。他チームメン

バーとの混成グループでの話し合いでも、様々な気づきがあった 

・自分の軸となっていることを言語化するのは、人をまきこむためにも自分自身の整理や

振り返るときにも大切なことだと思った。適宜見つめなおしてアップデートを続けて

いきたい。 

・自分の人生（良いことも悪いことも）を深く振り返る機会になった。また、それを他人

に話すことで自分の考えが整理された。 

・参加者全員のマイプロジェクトが聞けたことで刺激をうけ、自分も更に頑張ろうと思え

た。行動にうつしている人が多くて嬉しかった。 

・地域を良くしていくには、どんなに小さくても、自身の想いを大切にし、それを言語化

→概念化していくことで周囲の共感を生みやすくし、その共感の連鎖の結果が地域の

前進に繋がるんだと感じることができた。 

・このプログラムを通じて、SDGsの本質は、「自身の考えをしっかり持つ」ことだと気づ
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いた。環境だ、サステナブルだという意見はあくまで枝葉の話でしかなかったことに気

づいた。今回は地方創生を軸として考えたものの、今後の会社生活でも“世の中に貢献

する”為に何が出来るかを自分自身でかみ砕いて考える能力が付いたと思う。 

 

【実施の様子】 

 
 

（12）サポーターによるプロジェクト伴走  

昨年度は、チームに一名の専任メンターを配置し、地域課題解決プロジェクト等のチーム

活動の支援、ならびにマイプロジェクト作成支援、更には全体を通じて個人面談・カウンセ

リング等、きめ細やかなフォローアップを行った。 

メンターによる支援は非常に効果的ではあったが、一方で、参加者の成長の視点からみて、

貴重な成長の機会を奪ってしまっているという反省もあった。例えば、ちょっとしたチーム

メンバーとの関係性の修復やチーム活動におけるメンバーのモチベーション維持など、チ

ームによってはメンターに依存してしまった点などもあった。また、プログラムの事業化を

見据え、事務局コストの視点からも、本年度は「メンター」としてチーム・個人活動を丁寧

に「支援」するのではなく、「サポーター」という立場でチーム活動に「伴走」するスタッ

フをチームに 1名配置した。 

大きな違いは、メンターの役割が「支援」であるのに対して、サポーターはフォーマルに

はフィールドワーク 2回の参加のみを必須とし、「地域課題プロジェクト」への「伴走」の

みの役割とした（地域課題プロジェクトの「フィールドワーク以外の活動」、マイプロジェ

クトについての支援は事務局が担当）具体的には、地域課題プロジェクトのフィールドワー

クでは、チーム活動に帯同し、移動支援（自動車運転）を担当するが、チームプロセスには

基本的には介入しないこととした。フィールドワーク活動の様子については、事務局側にチ

ーム進捗状況・個人活動の様子をデイリーでレポートし、プロセスの中で問題が発生した際

には、まずはチーム内での解決を促し、解決できない場合、対応はサポーター監督者を中心

とした事務局が対応することとした。参加者個人からの個別の相談についても、サポーター

に相談があった場合は、基本的にはサポーター監督者に報告をしてもらい、事務局で個別面

談等の対応することとした。 
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４．効果・考察 

（１）「未来の教室」実証事業の実施効果について  

本事業の参加者アンケートについて以下の通り記載する。なお、アンケート同時に参加者へ

の個別ヒアリングも行っており、代表的な内容も記載する。 

①プログラム参加者へのアンケート結果 

(ア)プログラム参加者へのアンケートのサマリー 

参加者全体のプログラム満足度は、4.4（5段階）と高い満足度を示した。 

その理由として、地域課題プロジェクトやマイプロジェクトを通じて、自身の行動特「強

み/弱み」の変化（84％）、キャリアへの影響（84％）、現在の仕事への影響（95％）など様々

な要因が挙げられる。 

 不満な点としては、プログラム期間について、プログラム期間が短く、事前課題・事後課

題を含め、アウトプットの質に影響があったと感じる参加者が見られた。地域課題プロジェ

クトについても、チームプロジェクトの成功度合に応じて参加者満足に差が見られた。マイ

プロジェクトについては、自身の発表成果についての不満が述べられるケースがあったが、

概ね満足度の高い結果となった。 

自身の成長については、EQ 診断結果から、参加者全体、企業全体/企業・指名/企業・公募

いずれのカテゴリーにおいても、ポジティブな効果が見られた。 

また、「新規事業の創造」や「リーダーシップ」「ダイバーシティマネジメント」など様々

なスキル向上だけでなく、「SDGｓ」「社会課題解決」に対するマインドセットや知識やノウ

ハウの吸収に効果があったと評価していた。以上の点から、本プログラムが、企業派遣の形

態に関わらず、一定の効果があることが実証された。 

 今後の取組としても、企業派遣の参加者は現在の所属先における取組が多くを占めたが、

地域課題・社会課題への取り組みについては、すべての参加者が今後も何らかの関わりを示

したいと回答し、プログラム開始前には参加者到達段階が STEP1・２の参加者だった参加者

も、プログラムを通じて STEP6「実践する」フェーズへ誘発することができた。また約１/

３の参加者が「兼業・副業」に興味関心を示した。 

 

(イ)テーマ毎サマリー 

プログラム内容について 

■プログラム全体についての満足度 平均 4.4 

高い満足度の理由として、地域課題プロジェクトやマイプロジェクトを通じて、自身の行

動特性「強み/弱み」の変化（84％）、キャリアへの影響（84％）、現在の仕事への影響（95％）

など様々な要因が挙げられる。 

満足度の点数が「2」と回答した 2名は、アンケート後の個別ヒアリングにおいて「当初

の参加目的であった DX や STEAM に関するインプットやスキル体得の機会が不足していた」

「プログラム外の労力・作業が当初想定していたより大きく負担が高かった」とのコメント

があった。 
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■プログラムスケジュールについて 

・実施時期・期間 

時期に関しては、10 名から、「適切ではなかったが問題はなかった」「適切ではなく問題

があった」のいずれかの回答があった。「適切でなかった」理由としては、「冬場の開催の為

野外でのプロトタイプが制限された」や「年末年始の業務繫忙期と重なりタイムマネジメン

トが大変だった」などの意見が聞かれた。 

実施期間については、2 名が「１〜2 か月」とより短い期間での実施、また、6 か月もし

くはそれ以上の期間での実施希望が 8 名を占めた。「１〜2 か月」と回答した参加者は「本

業への影響」をあげていた。長期期間を希望した理由としては「地域課題プロジェクトの各

セッション間の時間が短く、途中で変更して立ち戻る時間がなかった」「もう少し時間があ

れば違った課題設定や、より本格的な解決手法の検討などもできたのではないか」「セッシ

ョンの事後課題・事前課題の量を十分にこなせる時間がなかった」「セッションの間の期間

にやることが多く、振り返り、学びを整理する時間がなかった」などの声が聞かれた。 
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・フィールドワークの回数・期間 

1回あたりの期間（2泊 3日）については概ね要望通りとの回答があったが、回数につい

ては 7 名から「3 回」での実施の希望があった。理由としては、「プロトタイピング後のサ

ービス本格的な事業化まで検討したかった」という意見が多数あった。また、「地域パート

ナーとのセッションがメインとなり、地域の環境を体感したり、地元の方と交流しながら地

域理解を深めたかった」などの意見があった。 

・曜日 

14 名は、土日中心の今回の曜日設定を評価していたが、5名の参加者からは、東京での研

修/現地フィールドワークのいずれかを平日開催をしてほしいとの要望があった。 
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・事務局からの支援体制 平均 4.1 

「親身に相談に乗ってもらった」「参加者がしっかり成果を得られるよう時には厳しく、

親身になって支援していただけた」「プログラム外で会議室を開放してもらい、その都度コ

ミュニケーションが取れ、アドバイスをもらえた」「マイプロを初期段階から個別に見ても

らいアドバイスや相談をしてもらえた」等のコメントからも支援体制に一定の満足感を感

じてもらった様子がうかがえた。一方で、「次回セッション案内や変更通知をもう少し早く

してほしい」という要望が多数見られた。また、地域課題解決プロジェクトについて「チー

ム内容の合意内容がふさわしくない場合、助言だけでなく一歩介入して修正をした方がよ

かった」「実証実験等の初心者にはもう少しサポートが必要（例えばプロトタイピングにお

ける集客面等）」等の意見も見られた。 

 

・地域課題プロジェクト  

チームごとに満足度にばらつきが出る結果となった。 

「きょうりきっ子」「HAKUSEN」「ザッキーバーグ」の 3チームについては、満足度は平均

4.2（5段階評価）であった。コメントからも「とても刺激的な出会いがあり、たくさんの知

見、考え方を吸収できた」「地域の事業者の話を聞き、地域課題のための事業を発案できた

ことは貴重であった」「予備知識もないのに、短い期間でまとめ上げたという達成感があっ

た。座学でなく実践で大いに学べた」「今までに持っていなかったビジネスの観点や面白さ

を感じることができました」等の様々な視点での評価がされていた。3チームで不満であっ

た主な内容として「時間的な制約等もあり、ステークホルダー全員に会えなかった、アウト

プットが不十分であった」、「仕方がないとはいえ、地域パートナーがワンオペの体制のため、
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業務都合で、ミーティング設定やフィールドワークの内容が変更になったり、関わり合いが

不足してしまった」等のコメントがあった。 

一方で「TeamHUB FUN」チームの満足度は平均 2.3（5段階評価）であった。理由としては

「地域パートナーのプログラム参加姿勢」や「チームワーク」に対する不満の声が聞かれた。

「地域パートナーのプログラム参加姿勢」については、フィールドワーク 1回目終了後には

地域パートナーの姿勢は前向きであったが、その後のチームメンバーとのコミュニケーシ

ョンにおいて、双方のビジョンの共有やゴール設定が上手くできなかったこと、事業者の資

産を活用することへの配慮やコミュニケーションの取り方等で適切な信頼関係を築けなか

った、など複合的な要因が重なっていた。「チームワーク」については、メンバー間同士の

チームビルディングが上手く行われず信頼関係の構築や円滑なコミュニケーションができ

なかった、議論の進め方が不十分、等があげられる。 

地域課題のテーマについても、チームごとに満足度にばらつきが出る結果となった。3チ

ームは満足度は平均 4.46、一方で「Team HUB FUN!」チームは平均 2.75 となった。 

 

 

・マイプロジェクト 3.8（5段階） 

満足度の高い理由としては、「原体験を絡めることで、マイプロのモチベーションを上げ

ることができた」「新規事業開発の講義や地域課題と並行して進めたことで、学んだエッセ
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ンスを自然にマイプロに取り込むことができた」「日ごろから、自分のライフワークを作り

たいと思いつつ日常に流されてしまうところを、しっかりと取りくめた」「はじめはあまり

必要性を感じませんでしたが、マイプロジェクトを考えることで視野と行動が広がった」、

「参加メンバーの意見を聞くことができ、マイプロ内容のアップデートができたり、実践に

向けた可能性を拡げたりすることができた」「自分一人でやらなければいけないと最初は戸

惑ったが、自分の持っている資産を自社含めて可視化し、現在の職場でもたくさんできるこ

とがあることに気が付き、普段の仕事でもたくさんできることがあることに気が付いた」等

の意見があった。 

満足度の低い主な理由としては、「地域課題プロジェクトに時間がかかってしまい、自身

のマイプロについての工数をかけられずアウトプットが不十分であった」「今の会社でのポ

ジションなどかなぐり捨てるほどまでのマイプロにはできなかった」ためという自身のア

ウトプットについてであった。また、「地域課題プロジェクトに比べてセッションにおける

割当時間・密度が不十分であった」等プログラムデザインに対する意見も一部あった。 

 

■自己成長について  

・行動特性についての成長 

 行動特性「強み/弱み」の変化については、16名（84％）が何らかの影響があったと回答

した。変化した項目としては、様々なであったが「多様性の中で協働する力（コラボレーシ

ョン（全体：68％、企業指名：100％）」「当事者意識（58％）：企業応募 86％」「リーダーシ

ップ：53％」等に全体的に大きな影響があった。影響のあったプログラムについては、「チ

ームでの課題設定・解決プログラム」が主になっていたが、中には、「チェックイン研修」

「チェンジメーカーセッション」などが「当事者意識」「リーダーシップ」等に影響を受け

た参加者もいた。 

・本プログラムの効果 

「新規事業の創造：47％」「異業種での共創：63％」「リーダーシップ：42％」などのスキ

ルだけでなく、「SDGs：63％」「社会課題・地方課題の解決：53％」に関するマインドセット・
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知識やノウハウの吸収についても効果があったとの回答があった。 
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・スキル向上やマインドセットについて 

 

・キャリアへの影響 

16 名（84％）の参加者がキャリアに何らかの影響があったと回答した。影響があったプ

ログラムとして、「チェンジメーカーセッション：38％」が％、「チーム課題解決プログラム：

31％」等が挙げられた。「チームでの課題設定・解決セッション」においては、特にザッキ

ーバーグにおいて顕著であった。ザッキーバーグの地域パートナーは、プロフィールが比較

的参加者との共通項（大学卒業後、東京での就業経験）があり感情移入しやすかった点、地

域での活躍ぶり（地方への移住のストーリーや現地での起業実績、地域住民とのネットワー

ク形成力、仕事に対するビジョン等）へのインパクトが強かったことが影響を与えていると

思われる。 
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・現在の仕事への影響について 

18 名（94％）が現在の仕事に影響があったとした。影響のあったプログラムとして「チ

ェンジメーカーセッション」が 36％、「チームでの課題設定・解決セッション」が 31％（公

募 100％）が挙げられた。 
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■今後の取組について 

全員の参加者が、今後も地域課題や社会課題について何らかの取り組みをしたいと考えて

いる。また、企業派遣の 14名のうち 5名が「兼業・副業」などを検討したいとの回答があ

った。 
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②プログラム参加者の派遣元企業担当者（12社） 

(ア)プログラム参加者の派遣元企業担当者へのアンケートのサマリー 

 参加者全体のプログラム満足度は、4.3（5段階）と高い満足度を示した。 

 その理由として、地域課題プロジェクト 4.3（5段階）やマイプロジェクト 4.1（5段階）

についての満足度だけでなく、プログラムを通じた参加者自身の行動特性「強み/弱み」の

変化（100％）、現在の仕事への影響（83％）などの具体的な効果が挙げられ、「仕事に向き

合うエンゲージメントを高め、且つ視野を広げる機会とすることができた」「実際の生の社

会課題に現場・現地で取り組めた体験」「企業単位でなく個人単位で社会課題に取り組むこ

とができた」「ダイバーシティの中でのマネジメントやリーダーシップを学ぶことができた」

「地域課題・社会課題について、会社の枠を超えて社外ネットワーク」等の多様な視点での

好意的なコメントもいただいた。 

 プログラムの実施スケジュールについては、参加者本人の回答との乖離が見られた。 

特にフィールドワークの回数・期間については、1 泊 2 日×2 回での実施希望が、8 社

（67％）あった。また、実施曜日についても、10社（83％）が平日（一部平日含む）での実

施希望があった。これらは「働き方改革」の影響に加え、派遣社員での人選の面もふまえた

要望であった。 

来年度以降の実施については、12 社（100％）から、「派遣を検討したい」との回答があ

り、派遣においては、多くの場合、リーダー候補などを想定していることが明らかとなった。

また実施に向けては、プログラム終了後の支援体制やプログラム外の拘束時間の検討など

についての要望などもあった。 

 

(イ)テーマ毎サマリー 

■プログラム参加の経緯 

・プログラムを知ったきっかけ 

参加の 11社がキャプラン㈱担当営業からの紹介をきっかけとしており、ダイレクトメー

ル等のきっかけは 1社にとどまった。 
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・プログラムへの期待 

プログラムへの期待の中では、指名・公募においても「社会課題・地方課題の解決」（83％）

「SDGｓ」(67％)の関心が高かった。公募型においては、「異業種での共創」（83％）「新規事

業の創造」「自社ビジネスのヒント」(67％)、指名型については「新規事業の創出」（50％）

以外は分散しており、多様な効果を期待されていたことが明らかになった。 

 

・プログラム参加形式 

「公募」が 6社 7名（うち 1社が 2名派遣：50％）「指名」が 6社 7名（うち 1社が 2名派

遣 50％）であった 
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・プログラム全体についての満足度 4.3（5段階評価） 

「同様のプログラムに派遣したいか？」という質問に対し、12社（100％）が「是非参加

させたい」もしくは「条件が合えば参加させたい」と回答しており、高い満足度の結果と合

致していた。 

満足度の点数が「3」と回答した１社は、アンケート後の個別ヒアリングにおいて、「STEAM・

DXに関するインプットをもう少し期待していた」「プログラム内容はよいが、遠方での実施・

プログラム日数・プログラム外の拘束時間に負担があった」とのコメントがあった。また、

「2」と回答した１社は、アンケート後の個別ヒアリングにおいて、地域課題プロジェクト

についてパートナーとの関係性やパートナー自身の取り組み姿勢や「プログラム外で当初

の想定より多く時間がかかっており、本人への負荷と業務に支障が出た」ということについ

てコメントがあった。 

 

・プログラム実施時期 

「適切であった」「問題がなかった」との回答が、11 社（91％）を占めた。「適切ではな

く、問題があった」については「繁忙期と重なり支障が出た」点があげられた。 

・実施期間 

「3 か月程度」との回答が 7 社（59％）、「6 か月程度」が 2 社（16％）「1・2 か月程度」

が 3社（25％）であった。 

・プログラム期間 

概ね 3〜4 か月で満足頂いていたが、2 社からは「アウトプットの質を高めるために 6 か

月」という意見、また 2社からは「参加者・派遣元部署の負担があるので１〜２ヶ月である

と好ましい」との意見もあった。 

・フィールドワークの回数・期間 

回数・期間については大きな不満は聞かれなかったが、1 回あたりの期間については、8

社（67％）から「1泊 2日」での実施の希望があった。 

・曜日 

「平日開催」「一部だけ平日」での開催希望が 10社（83％）あった。理由としては、「働

き方改革の影響」が挙げられた。また、参加者指名の企業からは「参加者の選択肢が限られ

人選に難航した」との声が多くあり、特に「土日中心だと、既婚女性等の全日程の参加が難

しい」という意見を多数いただいた。 
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・時間的拘束・課題の量など 

指名の参加企業から「負担が重かった」との意見が聞かれた。「事前の想定より多くなっ

た」という声が聞かれた。 

 

 

 

 
・事務局からの支援体制 4.0（5段階評価） 

「特に問題なかった」という評価や、「開始前の説明や途中経過の報告をしてもらった」

「参加者個人個人にフォローアップを適切にしてくれていた」などの好意的な評価が多く

見られた。「2」と評価した企業からは「プログラム外の活動については、もう少し本業への

負担も配慮してデザイン・参加者へのコーチングをしてほしかった。負担が高くなっている

状況については事後ではなく事前に企業側への相談も欲しかった」とのコメントがあった。 
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・地域課題プロジェクト 4.3（5段階評価） 

「業務のつながりだけでは、出会えない事業者と直接話し合うことで地域課題に対する

理解を深めることができた」「地域の皆さんの生の意見を聴き、リアルな活動ができる」「地

方創生は自社の事業にも関連が深いので、業務とは異なる内容ではあっても新たな刺激を

受けられた」等のコメントをはじめ概ね満足度が高かった。不満としてのコメントは、地域

パートナーの取り組み姿勢や「想定以上の負荷」「派遣目的で期待されたアウトプットと異

なっていた」点などが挙げられた。 

 
・マイプロジェクト 4.1（5段階評価） 

「本人のマインド変革に有効」「シゴトを自分事する機会となった」「業務を通じた社会課

題を実践したため」等のコメントをはじめ、概ね満足度が高かった。一方で、参加者のアウ

トプットについて「（自社社員の場合）業務にとらわれており、もう少し創意工夫が欲しか

った」等の意見も一部にあった。 

 

■参加者の成長について（直属上司へのアンケート） 

・ソーシャルイノベーターのとしての行動特性 

直属上司へのアンケートより、行動特性の変化は多様だが、共通する点として、「多様性

の中で協働する力(コラボレーション）：83％」「周囲を巻き込み動かす力（リーダーシップ）：
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50％」「当事者意識：50％」などがあげられる。これらの回答は、EQアセスメントの結果に

も影響している。 

 

・現在の仕事への影響について 

12 社(100％)が「影響があった」「やや影響があった」と回答し、全ての参加者に何らか

のポジティブな変化・効果を認めていた。内容としては、「より高いアウトプットを目指し

た思考・行動」「意欲的・精力的に業務に取組み」・「部門内や部門を超えた組織でのリーダ

ーシップや共創力行」「業務に関する改善・新規提案・課題発見力」、など多岐にわたるコメ

ントがあった。 
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  *

*上記は派遣元担当者が回答      
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■今後の取組について 

・現業での取り組み 

現在の所属先での業務改善・新規事業などが多くを占めたが、8名については、組織外と

の新規サービス・事業の立案・開発(7名)、または出向（1名）を検討していた。 

 

 

 

■来期以降のプログラムについて 

・派遣対象者 

 来期以降につい階層としては「若手」「リーダー候補」などで、管理職前の人材を派遣し

たいとの要望が多く見られた。 

・期待する効果 

 業務・仕事に対するマインドセット（「SDGｓ」「社会起業家として」「自ら視野を広げ進ん

で事業を作り出していく」）や、共創力（「ダイバーシティマネジメント/リーダーシップ」）、

新規事業創造力等のスキル向上、更には現場体験や実際の社会・地域課題の見識を深める、

社外ネットワーク形成、等があげられた。 

・改善事項 

改善事項としては「プログラム後に、実際の事業に展開していくことについてのヒントや

フレーム、仕組みづくり」についての要望が多数見られた。「ミートアップ・チェックアウ
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ト等へ人事担当者・上司同席する仕組みを検討してほしい」、「社内合意を取るためにプログ

ラム全体像を説明する資料を申込み締切の 3か月前にはほしい」「プログラム外の拘束時間

を可視化してほしい」などが挙げられた。 
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③ EQ 適性検査 

EQ適性検査については、プログラム参加前・フィールドワーク 2回目終了時、2点の変遷

について、「参加者（全体）」と、今回のプログラム目的である「企業全体/企業・指名/企業・

公募」の 4つの視点で結果を分析する。以下のグラフの赤点線部分はチェックイン前の結果

であり、青線部分はフィールドワーク②の後の結果である。 

尚、今回の考察にあたり、「応答態度」が 63以上データは、受験者が自身の理想形の行動

特性を意図的に回答していると見受けられるため取り除いた。 

ア. EQ 適性検査の変遷 

EQ適性検査の結果から、参加者全体/企業全体/企業・指名/企業・公募のいずれもポジテ

ィブな行動特性の変化が見られた。 

・11 個の項目で、平均値において 1 ポイント以上の能力が上昇し、また、経産省が提示

するチェンジメーカーの要素 10個中４項目で大きな上昇がみられた。 

・特に人の意見を聞き、相手の真意を推しはかり、柔軟に対処しようとする行動特性の数 

値が高くなっている。自分の考えを進め行動する自主独立性は、もともと 50以上の高

い数値を持っているためバランス的に微減してしているが、自己肯定感（セルフエフィ

カシー）が高くなっているということからも、ただ相手に合わせているだけではなく自

信をもってグループ活動に取り組めている様子が見受けられる。 

 

 

 

全体（16名） 企業全体（13名） 
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イ. 行動スタイル/コミュニケーションスタイルの変遷 

■行動スタイル 

全体（16名） 

 

企業全体（13名） 

  

企業指名（6名） 

  

企業公募（7名） 

 

【特筆すべき点】 

・変化想像型の増減については変わらず、または微減しているが、集団活動や集団で目的に
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向かって動く事を通じて、役割としての調整が必要であった、また協調生が向上したと考え

られる。 

■コミュニケーションスタイル 

全体（16人） 

 

 

企業全体（13人） 

企業指名（7人） 

 

企業公募（6人） 
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【特筆すべき点】 

・コミュニケーションに消極的なバリア型がなくなり、双方向に活発でバランスよく安定し

たコミュニケーションが取れるバランス型と、自分の考えを表現できる発信型が増えた。 

 

ウ. チェンジメーカー（ソーシャルイノベーター）要素の変遷 

 

・チームでのコミュニケーションや現地パートナーとの協働の影響により、もともと高い”

情緒的感受性(相手の気持ちを敏感に察知する)”がより高まり、柔軟性も上昇した。 

・「２．課題発見力」は社会的自己意識=周りからの自分の立ち位置を感じる能力と、感じた

ものを自分の考えに移行する能力=私的自己意識が必要である。よって 社会的自己意識

が向上し 私的自己意識は元々高いため、2は向上したと言える 

・“精神安定性”が下がっているが、昨年も同じ傾向があり、新しい環境で新しいことに取

り組むことが影響していると考えられる。 

・企業派遣者では「３．課題解決力（達成動機）」の上昇が顕著にみられるが、会社として

のミッションという点から、結果やプラスの変化を得ようとする意識は強いと思われる。

また、元々、そう言ったマインドの強い人材がアサインされている前提もある。 

④ STEAMスキルの発揮・共創について                       

ア.地域課題プロジェクトのチーム編成 

本人の希望（どのプロジェクトに興味があるか）や年齢、性別等に加え、各チームにザイ

ナー/エンジニアの素養を持った人材を配置するなど、プロジェクトのアウトプットに参加

者の多様な STEAM スキルが反映されることを意図して編成を行った。 

  

ソーシャルイノベーター要素 1 2 差異 1 2 差異 1 2 差異 1 2 差異
58.8 56.8 -2.0 57.9 56.3 -1.6 56.4 56.4 0.0 59.1 56.2 -3.0
56.7 57.6 0.9 55.8 57.2 1.4 54.5 55.1 0.5 57.0 59.0 2.0
56.7 57.6 0.9 55.8 57.2 1.4 54.5 55.1 0.5 57.0 59.0 2.0
46.4 48.5 2.1 47.2 50.7 3.5 48.7 50.7 2.0 46.0 50.6 4.6

3 課題解決力 56.1 56.5 0.4 54.3 56.7 2.4 52.0 54.4 2.4 56.5 58.7 2.2
50.4 54.9 4.6 48.9 51.6 2.7 47.5 49.8 2.3 50.0 53.2 3.2
52.4 51.6 -0.8 51.7 51.8 0.0 51.3 53.2 1.9 52.1 50.5 -1.6

5 基礎学力・基礎スキル 0.0 0.0 0.0 0.0
57.0 59.7 2.7 55.1 58.4 3.3 56.3 60.3 4.0 54.1 56.8 2.6
54.9 51.9 -3.0 55.0 52.4 -2.6 56.1 52.3 -3.8 54.2 52.5 -1.6

7 遊び心(プレイフルネス) 56.7 56.9 0.2 55.1 54.8 -0.3 56.9 57.1 0.2 53.7 52.9 -0.8
52.7 51.9 -0.8 52.6 50.6 -2.0 51.9 51.8 -0.1 53.3 49.5 -3.8
54.9 58.4 3.5 54.8 58.1 3.3 52.3 55.8 3.4 56.8 60.2 3.4
50.4 54.9 4.6 48.9 51.6 2.7 47.5 49.8 2.3 50.0 53.2 3.2
52.0 52.7 0.8 50.8 52.4 1.6 52.2 54.1 1.9 49.7 51.0 1.3
56.2 55.6 -0.6 54.6 53.6 -1.0 54.3 55.7 1.4 55.0 51.9 -3.1
58.8 56.8 -2.0 57.9 56.3 -1.6 56.4 56.4 0.0 59.1 56.2 -3.0
54.4 55.0 0.6 54.7 55.0 0.2 59.2 58.1 -1.1 50.9 52.3 1.3
55.4 55.0 -0.4 54.4 53.9 -0.5 56.6 57.7 1.1 52.7 50.6 -2.0
52.2 52.6 0.4 52.0 52.3 0.2 53.2 55.9 2.8 50.9 49.2 -1.7

全体（企業派遣・個人）
企業派遣

企業全体 指名 公募
EQ素養

1 圧倒的な当事者意識（WILL・志）
自主独立性
私的自己意識

2 課題発見力・設定力(Agenda Shaperとしての力)
私的自己意識
社会的自己意識

達成動機

4 創造力(０から１を作る力)
柔軟性
楽観性

6 自信/自己効力感/自己肯定感(コンフィデンス)
セルフエフィカシー
精神安定性

気力充実度

8 多様性の中で協働する力(コラボレーション)
人間関係度
情緒的感受性
柔軟性

9 周囲を巻き込み動かす力(リーダーシップ)
対人問題解決力
自己主張性
自主独立性

10 果敢な失敗と回復力(レジリエンス)
抑鬱性
特性不安
ストレス対処
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ウ.事例（ザッキーバーグチーム） 

ザッキーバーグチームにおいても、プロダクト開発の段階で STEAM スキルが発揮された。

プロダクトの開発段階で、チームメンバー「K」の自社事業ノウハウや、「O」のエンジニア

としての経験等を含めて、プロダクトに「AI によるマッチング」サービスの導入が検討さ

れた。しかし、本プログラムの初期開発段階では時期早々との判断で、今後の検討事項とし

て、本プラグラム中に具体的な検討までには至らなかった。 
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果から、指名・公募のいずれの派遣形式であっても、プログラム参加者の①チェンジメーカ

ー（ソーシャルイノベーター）としての行動特性、②新規事業創造・ダイバーシティマネジ

メント・リーダーシップなどの様々なスキル向上、SDGｓをはじめとした社会課題解決につ

いてのマインドセット・スキル向上やノウハウ吸収に効果があることが実証された。また、

派遣元企業もプログラム効果について評価項目は異なるが総論としてポジティブな評価を

し、今後も同様のプログラムへ前向きな姿勢を示していることが明らかとなった。 

上記の参加者や参加企業からのフィードバックをふまえ、企業組織内におけるチェンジ

メーカー（≒イントレプレナー、ソーシャルイノベーター）育成の視点から、本プログラム

の価値についての仮説を下記に示す。    

 

・企業内におけるチェンジメーカー（イントレプレナー、ソーシャルイノベーター）育成の

視点から見た本プログラム価値 

実際に活躍しているチェンジメーカー（ソーシャルイノベーター、イントレプレナーなど）

が兼ね備えている 4 つの要素を仮説として（「ソーシャルイノベーターに必要な要素*スキ

ルについては本人が持っていない場合もある）下記に示す。 

 
**チェンジメーカー/ソーシャルイノベーター/イントレプレナーなどの用語が入り乱れているが、企業

担当者・参加者には、プログラムに地域課題解決の要素が入っているため、「チェンジメーカー」とほぼ

同異義語として「ソーシャルイノベーター」との用語を使用 

 

 

従来の企業研修・育成システムにおいては、4 つの円のうち、「スキル」にフォーカスし

ているケースが非常に多い。その他の「自分の想い」「（普段とは異なる環境での）体感知」

「仲間ネットワーク」といった３つの要素については、多くの企業において育成する仕組

み・ノウハウを持っていない実情があると推測される。 

本プログラムは、プログラムの効果検証より、新規事業創造や SDGｓ「知識・スキル」は

もとより、他の 3要素について価値を提供できているということが言える。 

プログラムの途中経過報告、アンケート後の派遣元企業ヒアリングの際にも、上記につい

て、仮説として投げかけたところ、多くの担当者より賛同の声をいただいた。いくつか印象

的なコメントを紹介する。 

「自分の想い」については、「会社からの期待役割や業務分担などが明確になりすぎてい

て、人事評価としてもそれを達成することが全てになっている面がある」「むしろ想いを捨

てないと昇格することができない」という現状に対する危機感や「日本の教育制度の中で情

報をインプットする力は鍛えられているが、自分の想いや問題意識を醸成したり行動する
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教育をうけていない」といった日本全体の課題としての話もあった。 

「体感知」については、アンケートもふくめ、「現場感」「現場体験の不足」という言葉が

よく語られ、職場環境と現場の距離が遠いことへの懸念が伺えた。「自社の場合、優秀な選

抜候補社員になればなるほど、自分の経験したことがないことは手を付けないというトレ

ードオフの関係があるような気がする。そういう人がマネジメント層になると新しいこと

が生まれづらい環境になってしまうのではないか」というコメントもあった。 

「仲間ネットワーク」についても、「『徳島のチェンジメーカーが、いろんな立場の人とお

酒の場で無駄話をしているとき、新しいサービスを思いついた』と言っていたが自社にはそ

ういう場が不足している気がした（と参加者が参加後のヒアリングで言っていました）」な

ど、印象的なコメントもいただいた。また、参加者の中には、今回の出会いをきっかけに、

自社の関連部門を紹介して、業界を超えてビジネス上のネットワーク形成の具体的な動き

も、一部ではあるがみられている。 

 

 以上は参加企業へのヒアリングの一例だが、「自分の想い」については、プログラム参加

者の開始前・終了時の視点から、もう少し考察を加えてみたい。 

プログラム開始前には社会課題についての興味関心が低い傾向があったが、プログラム

終了時のマイプロジェクト発表においては、社会課題を自分事化した内容が多く見られた。 

プログラム開始前の参加者の社会課題についての関心については、面談時の回答からも

興味関心が低い傾向が見られた。 

プログラム開始前の個人面談において、「（個人として）関心・興味のある社会課題」につ

いて全員に質問したところ（複数回答可）、企業派遣参加者の参加者は、35％（14人中 5人）

が仕事を通じて社会課題を自分事化していたが、約 65％（14人中 9人）は、「仕事を通じて

の社会課題とのつながり」についての言及はなく、また、「仕事外についての社会課題に対

する関心」について語られる内容も抽象的であったり、一個人としてどんな問題意識がある

かは不明であったりした。 

その他の面談でのやり取りを通じて、参加者は決して「社会課題について情報不足」が原

因で、明確な回答ができなかった訳ではない様子がうかがえた。むしろ、「日ごろからニュ

ース等で多様な情報には触れている」「仕事を通じて社会改題に取り組んでいる」方ばかり

であったが、「ひとりの人間として（企業人という立場を離れて）「一個人」として、現実感

をもって『社会課題に問題意識を持つ』という発想・経験・習慣がない（あるいは以前はあ

ったが、現在は失っている）」状態で、意識は持っていたとしても「言語化されていない（す

る必要性が普段ない）」ため、社会課題を明確に意識したり、に対し「自分事化した」興味・

関心を持つ機会がなく「自分なりの想い」を持った問題・課題意識を醸成することができて

いないことが、実情に近いと推測された。（「参加者の到達段階ステップ」のなかでは STEP1/2

の段階） 
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■面談時（プログラム参加前）の社会課題に関する意識 

 

・面接時の質問事項（面談者善意への共通質問事項） 

 ４．関心のある社会課題 

＝「あなたが、個人的に、興味・関心のある社会課題は何ですか？ 

興味・関心がある理由と、ご自身の思っていることや活動していることがあれば

教えてください」 

 ・「４．関心のある社会課題」の内訳 

   「仕事を通じて」－仕事に関連する社会課題 

  「プライベート」－仕事以外の社会課題 

 

そのような状態の参加者も、本プログラムを通じて、「地域課題に取り組む地域パートナ

ーや地域のチェンジメーカーとのふれあい」、あるいは「チェックイン研修でのワークショ

ップ」、「参加者 20名との語り合い」等を通じて、「社会課題との距離が縮まる」「テーマに

よっては自分が被害者ではなく加害者である」「掘り下げて考えていくと社会課題と自身の

活動がつながっている」「自分（自社）が社会課題に貢献をすることができる」等、様々な

気づきがあったと推測される。 

その点については、参加者へのアンケートからもうかがい知ることができる。また、マイ

プロジェクトの発表でも、社会課題を自分事化した発表も多く見られた。その一部を下記の

通り紹介する。 

 

■企業派遣参加者：社会課題を自分事化したのマイプロ例 

・食品会社「B」「製菓・製パン専門学校を活用した食品滞留品の有効活用」 

「チェックイン研修時のワークショップで、『自分が環境破壊の被害者ではなくて加害者な

んだ』ということに気が付き、現在の自分で何かできないかを真剣に考えた。マイプロの案

は、最初は提供先などのコネクションは全くなかったが、チェンジメーカーの講演でもあっ

たように、自分の『想い』や実現したいビジョンを伝えることで、それに共感してくれるパ
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ートナーを見つけることができ、実現の第一歩を踏み出すことができた。新しいものを作っ

ていくプロセスを体感できた。」 

 

・メーカー「L」「地域の子供たちを巻き込んだ、再生可能エネルギー推進プロジェクト」 

 「最初に提出したマイプロでは、漠然と自分の子供を含めて、SDGｓカードゲームを子供

たちに普及する場（例えば小学校とかで）を作りたいと考えていた。しかし、実際にカード

ゲームを実際に体験したが現実感がなかった。プログラムの中で、原体験の大切さを学び、

自分の幼少時の原体験もふりかえって、現業の中でリアルに体験したことを子供世代に伝

え、子供たちにも社会を考えるきっかけを提供したい、そして一緒に考えていけることをや

りたいという想いに至った。マイプロジェクト自体は会社のチームメンバーと一緒に進め

ているが、プログラムで自分の想いを深く考え整理したことで、プロジェクトに対する自分

自身の意気込み・モチベーションが明らかに違う。また『自分がこのプロジェクトで何をや

りたいか、実現したか？』についても自信をもって言えるようになっている。」 
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・陸運「S」「社会人の活力向上と若者の将来への期待値創出による地域活性化プロジェクト」 

「地域で働く人のキラキラが地球を救う 〜社会人の活力向上と若者の将来への期待感

創出による地域活性化プロジェクト」 

 「今回のプログラムで地域の現状を色々見て、自分がこのプロジェクトを地方拠点に展

開することで、自社の問題解決だけでなく、地域課題の解決について実現できる事を、

複眼的に理解できるようになった。このプロジェクトを自社の地方拠点に展開するこ

とで、地域で働く自社社員の価値を感じて誇りに持ってもらいたい、そして地域活性化

に少しでも貢献したい、という想いが強くなった」 

 

 

 

 

・食品会社「R」「『 守りの営業マン 』 増殖プロジェクト～スーパーの売場から持続可能な

社会の実現へ」 

「SDGｓとかエシカルについては、会社として大きなテーマだったが、営業現場にいる自

分にとっては、正直、距離感を感じていて、プログラム参加時には、正直あまり興味なかっ

た。しかし、チェックイン研修を通じて自分事として感じられて、ちゃんと考えて勉強した

り、実際に行動したいと思った。実際のフィールドワークや事業創造の講義なども参考に自

分の想いを整理し、普段接することがあまりない社内の関係部門や顧客にも自主的に働き

かけ、自分の案をぶつけた。その結果、当初描いた内容については現時点ではまだ制約もあ

るが、まずはファーストアクションとして自分以外の営業現場を巻き込んだアクション出

来る形にできた。これをきっかけに、想いを忘れずに段階を踏んで取り組んでいきたい」 
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【マイプロ・サマリー】 

 

事業継続
（就農体験ツアー・

4月に有料サービス実施予定）

検討中

新規事業を共創
（企業向けSDGｓ

地域創生体験型研修）

商品の都会での情報発信
東京でのイベント支援・集客

地方住民の憩い・学びの空間・交流施設開発 新規事業創造 ◎ ◎ 2月に宮崎県故美香活用プロジェクト開始予定

◎地域活性化リーダー育成プロジェクト 副業・兼業 △

SDGｓ発想を活かした商品開発 新規プロジェクト（企業内） ◎ ◎ SDGｓ発想を活かしたエコ推奨商品の事業展開

◎ 副業規定回避の為、社内事業コンテストに応募
地域活動参加型ツアープログラムの実施
「旅行者」「事業者」「地域住民」が価値を分かち合う

新規プロジェクト（企業内） △

地域×都会への移住者を結ぶプラットフォームの創出 副業・兼業 〇 ◎ 地元 島根で事業体を構想予定 地元での交流場所なども視野に

ニュータウンでのＳＤＧｓやキャリア支援のイベント実施地方・近郊ニュータウンの活性化プロジェクト 現業の改善 〇 ◎

◎ ◎ 地域での小学生向けSDGｓ勉強会（実施済）SDGｓ発想や地域を巻き込んだデザイン
（ポスター トレーラー塗装など）

地域の子供を巻き込んだ再生可能エネルギー推進プロジェクト 現業の改善

都内空き家をDIYし、異業種参加者による学びの場を創出 新規プロジェクト（企業内） ◎ ◎ 未来の教室のフレームを活用

広島で開始地域事業者のコンソーシアム設立・新規事業推進 副業・兼業 〇 ◎

〇 ◎ データサイエンティストを地域養成事業 データサイエンティストによる地域活性化データサイエンスによる地域創生 新規事業の立上げ

（仮）専門学生向けキャリア支援プログラム 新規事業の立上げ △ 〇

〇50代サラリーマン向け自然療法製品のサービス提供 副業・兼業 △

異業種交流型SDGｓイベントの実施 副業・兼業 △ ◎

〇若年アスリート向け教育プログラム 副業・兼業 △

職場の風土改善・新規事業への参加 現業の改善 △ 〇

19年9月末退職で新規事業構想中百年時代の高齢者向けフィットネスサービス事業の立上げ 新規事業の立上げ △ ◎

△ 〇英語ボランティアによるインバウンド支援サービス 副業・兼業

親子向けネットセキュリティのリテラシー教育開発 新規プロジェクト（企業内） 〇 ◎

SDGｓ発想を活かした商品企画専門学生向けセミナー食品専門学校を活用した食品滞留品の有効活用プロジェクト 新規プロジェクト（企業内） ◎ ◎

△ 〇社内における業務変革推進プロジェクト 新規プロジェクト（企業内）

当面の行動計画 タイトル カテゴリ
地域課題解決
プログラムとの

関連性

プログラム
コンテンツ
の関連性

地域課題解決プロジェクト マイプロジェクト

備考
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■企業研修におけるプログラム 

 担当者のヒアリングからは、社内の教育体系の中では、「次世代選抜社員」「リーダー候補

者」を対象としたプログラムとしての位置づけを考えられるケースが多く見られた。 

プログラムには多様な要素が含まれており、アンケートや事後ヒアリングでの担当者か

らのコメントから、下記に挙げるような様々な目的別プログラムとしての可能性を秘めて

いることも明らかになった。 

 

■本プログラムの社内研修体系図における位置づけとプログラム例 

 

■STEAM スキル向上に向けたプログラム開発について 

本プログラムでは、地域課題プロジェクト・マイプロジェクトいずれについても、参加者

のチェンジメーカーとしての「課題発見力・設力、課題解決力」の能力向上の為、例えば

STEAMスキルを必ず用いることなどの制約は設けず、あくまでも参加者自らの自発的意思・

発想を優先する事を選択した。  

事例として紹介したように、地域課題プロジェクトにおいて、プロダクト開発の適切な場

面で、参加者の持つ STEAMスキル・ノウハウを活用して議論を進めることができていたり、

一部のチームにおいては、有効活用しアウトプットに適切に反映するチームがあった。その

一方で、AI等の STEAMスキル・知見を活用した「STEAMプロダクトのアウトプット」自体を

検討したチームも、開発のためのコスト・期間などの制約もありアイディア・発想レベルに

留まってしまう傾向にあった。また、本プログラムが、今回の新規事業開発におけるコンセ

プトやビジョン創発・施策という初期段階に焦点を当てているため、どちらかというと後工

程になりやすい STEAM の活用を想定したプロダクト開発は実際に試作する段階に至らない

こともあった。 

 仮に STEAM に関するアウトプットを求めることをゴールとしたプログラム設計の場合、

①テーマ設定やその解決手法について制約条件を設ける、②プロダクトに反映するために
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プロトタイピングについての予算を確保したり実験場所・機会を設ける、③プロダクト開発

期間にスケジュール的な余裕を設ける、などを検討する必要があると思われる。 

 

 

■企業研修の実現に向けた課題の整理 

以上の点から、企業研修としての可能性を十分示したが、一方で、実現に向けて以下の課

題が明らかとなった 

 

・プログラム目的の明確化 

 本プログラムには多様な知識・スキルに効果が見込まれ、担当者からは好意的な評価を受

ける一方、企業担当者へのヒアリングの際には、事業化に向けては「内容が盛り込みすぎで

短い期間では吸収できないのでは」「多様な能力開発の可能性があり実際に効果を感じてい

るが、それぞれを幅広にやりすぎていて、一つ一つのインプットの濃度や掘り下げが必要で

は」「プログラムの焦点がぼやけてしまい、社内での位置づけが難しい」との意見もいただ 

いた。 

事業化に向けては、企業要望をふまえた研修の目的やコンセプトを絞り込み、研修プログ

ラムデザイン、更には今回のプロダクトのコンテンツをベースとした更なる開発が求めら

れる。この点は、「参加企業募集の視点」からも求められる点でもある。アンケート結果か

らもわかるように、今回の参加企業のきっかけは、弊社営業からの案内が 12社中 11社で、

ダイレクトメール等をきっかけとした参加は 1 社にとどまった。プログラム内容的にダイ

レクトメールやチラシ等の文字・画像情報で価値訴求が難しいという点はあるにせよ、プロ

グラム価値の「焦点がぼやけてしまい」、適切に訴求されていなかったことも一因であると

推測され、事業化に向けた改善が求められる。 

 

・プログラム支援体制 

本年度は、各チームメンバーの支援を事務局中心に行ったが、メンター不在により、プロ

グラム外のフォローアップに課題を残した。 

地域課題プロジェクトについては、1チームについて、プロジェクト進捗・チームビルデ

ィング等の現状把握が遅れ、期待されるアウトプットを出すことができなかった。原因は一

つに絞り込めないが、大きな要因として、チームメンバー同士や地域パートナーとの適切な

信頼関係や目標設定ができず、一体となった活動ができなかった点にあった。 

事務局からの支援の視点で見ると、進捗状況の把握やメンバーとのコミュニケーション

方法や頻度について課題が残った。 

進捗状況の把握については、プログラム外の活動は、リーダーを通じて、定期的に「活動

報告書」を提出してもらっていたが、リーダーからの報告のタイミング・内容も不十分で、

タイムリー・正確に状況把握できていない面があった。 
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メンバーとのコミュニケーション方法や頻度については、他チームは弊社会議室等でチ

ーム MTGを行い、週１回・隔週 1回等、頻繁に来社していたため、事務局メンバーと対面等

でコミュニケーションが取れていたのに比べ、そのチームのみ LINEや Skype でのコミュニ

ケーションが中心となり、外部から把握しにくい状態となってしまった。加えて途中からリ

ーダーも機能せず、結果的に進捗状況やメンバー間の関係性等がブラックボックス化して

しまった。途中で事態を把握し、事務局が、チーム全体・個人の両面で支援・介入・メンタ

リング等を行ったが、限られた期間で完全に回復・修正することができなかった。 

事業化に向けては、全体のプロセスを適切に把握し、プロジェクトのアウトプットや各メ

ンバーの成長プロセスを支援・サポートするする仕組みをコスト等もふまえながら再検討

する必要がある。 

 

・プログラム後の活動支援・デザイン 

 プログラム終了後、4チームのうち 2チームの有志が、プログラム中に開発したプロトタ

イプをベースに、地域パートナーとサービスの事業化（サービスの有料化）を自発的に継続

する結果となった。 

非常に好ましい結果ではあるが、メンバーに対する支援については、所属企業から賛同を

得て出張費用等のサポートを受けている場合もあれば、賛同が得られず自費での参加とい

う風に同じチーム内でも異なっている状態にある。 

 多くの参加企業からは好意的な声が聞かれる一方、「プログラム主催者としてのフォロー

アップ」の期待や、「プログラム自体にサービスの事業化まで含めてほしい」という要望も

あった。また、それらの活動支援を会社として持続させるため（社内合意を得られるため）

にも、「自社事業・製品に関連性があったり、何かヒントになりうるようなサービス・テー

マ設定」を期待さることもあり、その点を意識したテーマ設定やプログラムデザインが求め

られてくる。 

 また、プログラム中に開発したプロトタイプ等の成果物についての権利関係も検討の余

地がある。プログラム開始時には想定していないケースでもあったので、プログラム参加時

の誓約書等で権利関係が明確になっていない点があった。この点についても、参加企業・参

加者に対する参加前の誓約書等での取り決めなどは、実際の事業化に向けた課題となる。 

 

・プログラムスケジュールに関する企業側への可視化・理解促進 

本プログラムにおいては参加者において個人差はあるが、プログラム外の活動が、40 時

間前後発生していた（100 時間以上発生した参加者も２名いた）。 

この点については、事前の参加申し込みの段階では、「プログラム外活動がある」事は伝

えていたが、具体的な時間や負担感について口頭の説明であったため、派遣企業の現場担当

者・参加者によっては、認識ギャップによる不満や想定外の本業への負担が発生した場合も

あった。特に派遣元の担当者（主に人事部）からは、「働き方改革」を推進する立場からも、



84 

 

関係者（派遣元の現場責任者含む）との派遣前の初期の段階で、プログラム内容とともに「可

視化した資料がほしかった」との声もあった。 

また、プログラムの期間については、質の高い地域課題プロジェクトアウトプット、個人

成長への効果を考えると、今回の 3か月では学習内容の吸収、地域課題プロジェクト再検討

や深堀等の点から、十分な時間があるとは言えない。特に参加者の意見として多く上がって

いたように、地域課題プロジェクトを再考・修正するなどアウトプットの質の向上させるた

めの活動、参加者への負担感、プログラム理解度の促進という視点からも、プログラム期間

は最低でも４～6か月前後、現地へのフィールドワークも、場合によっては 2泊 3日（1泊

2日）×3回も検討すべきと考えられる。 

一方で派遣元企業からは、1 泊 2 日×2 回（3 か月程度）での実施希望という声も多く聞

かれる。プログラムデザインにもよるが、プログラム外活動や期間長期化の効果の可視化や

必要性を理解していただく必要がある。もしくは、企業要望に応えるのであれば、プログラ

ム内容を見直しスリム化をすることによってプログラム参加への負担感を削減することも

検討する必要がある。 

 

（２）次年度以降の取組について  

今後に向けては、以下のことを検討の上、事業化に取り組んでいく。 

①企業研修プログラム 若手リーダー・選抜社員向け 

プログラム目的の明確化とコンテンツ開発参加企業からのヒアリングから、本プログラ

ムは若手リーダー等の選抜社員向け研修として導入をしたいとの声が多く聞かれ、そこに

フォーカスを当て事業化を進めていく。   

本年度はプログラムの可能性を絞らず、多様なメニューを取り揃えたが、今一度企業ニー

ズにあわせて目的の明確化とコンテンツの整理を行う。そして、絞られた内容・テーマにつ

いて育成効果があげられるよう、プログラムコンテンツを作成する。また、例えば STEAMス

キルやリーダーシップについてのインプットなは、一部 Webツール化等も検討する。同時に

プログラム期間やプログラム外の活動時間についてもデザインをしていく必要がある。 

 

ア.プログラム終了後のフォローアップ・サービスのコンテンツ化（プログラム化） 

 本年度の 2チームでプログラム終了後に、事業化に向けた自主活動が継続されているが、

プログラム終了後の支援方法についてもコンテンツ開発や、あるいは、例えば第 2ステージ

「アドバンスプログラム」としての展開も検討する。その際には、プログラムの持続可能性

の点からも、顧客事業に関連するテーマに合致した地域パートナー選定・テーマ仮設の設定

選定も検討する。 

 またアンケート結果にもあったように、副業・兼業に興味関心を持った参加者もおり、企

業側の要望がある場合などは、研修終了後に、弊社グループの副業・兼業支援サービスとの

連携などを提供する、ということも視野に入れたい。 
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イ.プロジェクト支援体制 

 チーム活動・メンバー一人一人の進捗管理・活動支援については、事務局単体で行うに 

は限界もあり、A.チーム自立化やチーム進捗理解促進のための仕組・コンテンツづくり、B.

プログラム参加者の有効活用の二つを検討する。 

「A」については、例えばチームのリーダーについては、途中での交代制度や評価制度、

コーチングやメンタリングについてのスキルのインプット・マインド醸成等による自走等、

新たな仕組み・コンテンツ開発が必要となる。進捗状況についても、開発プロセスをより細

分化し、チームレポート・提出物をこまめに報告してもらい、プロセスのタイムリーな確認、

細かな課題設定による円滑なチーム活動を支援する、などを検討する必要がある。 

「B」については、本年度も昨年度のプログラム OBに「サポーター」として参加してもら

ったが、非常に有効であった。全員が当初の役割定義を超えて、昨年度の経験談やプログラ

ムゴールを見据えたアドバイスを提供したり、プログラムの意味づけなどを補足してくれ、

その実践的な助言がメンバーからも頼りにされていた。また、全員のサポーターが、参加必

須でないチェックアウト研修に同席したり、可能な限りで地域課題プロジェクトのオフミ

ーティングに参加するなど、自ら「自分事化」しプロジェクトに参加し、その行動がチーム

に活力を与えてくれていた（プログラム終了後の事業化を検討している 2 チームにもそれ

ぞれのサポーターが引き続き参加している）名古屋在住のサポーター（昨年度プログラム参

加者）からは「チェックアウト研修は、20 人のマイプロを聞ける機会で、（名古屋からの）

往復の交通費はいらないので参加させてもらいたい、自身の勉強や刺激になる」との言葉が

あったが、プログラム参加から 1年が経過し、自身のモチベーションを改めて高める貴重な

機会であることが容易に推測された。 

本年度は当初の企画や契約の関係で、役割を制限していた点があったが、彼らの「プログ

ラム参加経験による暗黙知」や「主体性」の有効性を感じる場面が多々あり、例えば、今回

参加した OB を中心にネットワーク化し、本年度プログラム参加者の巻きこみ（組織化）、更

には、彼らの経験を可視化して、本年度参加企業をはじめ、コンテンツとして提供すること

も検討していきたい。 

 

ウ.参加者のフォローアップ 

 事業化に向けて、導入経験のない企業への広報・判断材料とするためにも、プログラム参

加者の効果について検証することも検討する。 

 プログラム参加者は、Facebook のグループで現在もつながっており、自由に終了後のチ

ームや本人たちの活動状況や情報発信を行っているが、それに加え、定期的なミートアップ

の場を設けるなどしてお互いの成長を確認する場を設けるなどを検討する。 

②企業研修プログラム シニア向けキャリア研修 

大手企業はバブル世代社員のキャリア支援が、企業の今後の成長を左右する大きな人事
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課題になっている。現存のキャリア支援プログラムでは、座学中心のプログラム構成となっ

ているが、参加者の行動変容を引き起こすような有効な結果が出ていない現状があり、有効

な育成プログラムについてのニーズは高い。アンケート結果より本プログラムがキャリア

への影響を与えることができたり、EQ 結果からも行動特性の変化に寄与することができる

ことが明らかとなっており、今回のプログラムを活用し新たなプログラムを開発すること

により、社員の自律的なキャリア形成や行動を引き出すことに寄与できる可能性が十分に

あると考えられる。弊社並びにパソナグループで事業展開を本格的に検討していきたい。 
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はじめに 

教育コーチによる「未来の教室」支援事業は、まさに異文化間ギャップとの闘いのような気がする。学校現場で

子供たちの教育に日々携わっている教員や管理職にとって、個別最適化、STEAM 教育、EdTech、PBL、ルーブ

リックなど、聞いたことはあっても、ほとんどは実態を知らない異質な用語であったと思う。テニスコーチや野球コー

チの言葉は知っていても、教育コーチという言葉自身にも、なじみがなかったに違いない。だから、そこに葛藤や

戸惑いがあっても、不思議ではない。それは、和食調理に慣れていた人が、突然に洋食の食材を出されて、和洋

混合の料理をしようと言われ、戸惑いや違和感を覚え、慣れるまでに時間がかかることに似ている。それは、この

事業が文字通り「未来の教室」を目指しているからである。 

 

いろいろな葛藤があったであろう。プリント教材に慣れていた教員が、ICT 教材、クラウド活用、AI 技術、などの

先端技術に、すぐにはなじめない。探究型学習は知っていても、企業訪問やゲーム開発などには、どこか戸惑い

と迷いがある。企業の人たちが学校に入ってくることも、これまであまり経験がない。教室で対面授業が当たり前の

世界では、Zoom などの導入は、どこか違和感を持ったに違いない。教科の評価は、教科目標が学習指導要領に

明記されているので、何も問題はないが、STEAM 教育や PBL のような資質・能力を育てる活動では、新しい評価

基準が必要で、その評価基準表がコモン・ルーブリックです、と提示されても、どうしたらいいのか、頭の切り替え

を要求される。だから教員や管理職と教育コーチとの間に、ギャップが生じても当然なのである。教育コーチの役

割は、そのギャップを埋めて、異文化理解につなげる、極めて困難な仕事であった。 

 

その困難な仕事を可能にするのは、子供たちの変容ではないか。あるいは、教員の気づきや見る目の変化で

はないか。それを裏づけるのは、現実の変化という動かしがたい事実、目の前に現れたエビデンスではないだろう

か。証拠は、人の意識を変える。学習時間が確かに短縮された、子供たちが主体的に活動し始めた、生徒たちが

興味を持って学習に取り組み始めた、教員が、プリントだけの教材から EdTech も取り入れたブレンド型教材に広

げ始めた、自主的に教育方法を変え始めた、などの事実の蓄積である。 

 

同時に、課題もある。すべての仕事に完成はない。「未来の教室」に向かうには、道はまだ遠い。ルーブリックの

活用、STEAM 教育の実践、カリキュラム・マネジメント、他校への普及など、山積している。いつの時代も、道を登

り続けるしかないのであろう。 

 

（一般社団法人 ICT CONNECT 21 会長 赤堀侃司） 
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1.「未来の教室」実証事業の全体概要 

 

1.1 「未来の教室」実証事業の概要 

 

1.1.1 2018 年度事業の概要 

経済産業省の「「未来の教室」実証事業」では、「未来の教室」の姿を具現化するための実証事業を実施した。 

この実証事業は、特に EdTech（Education×Technology）を活用することで、誰もが「創造的な課題発見・解決力」

（チェンジ・メイカーの資質）を手にする機会を得られる「学びの社会システム」を実現することを目指すものである。

なお、この実証事業は 2018 年 1 月～6 月に計 4 回にわたり開催された経済産業省「「未来の教室」と EdTech 研

究会1」（1.2 にて詳述）で出された「「未来の教室」第１次提言2」を踏まえたものである。 

 

1.1.2 2019 年度事業の概要 

 経済産業省は「「未来の教室」と EdTech 研究会」を 2019 年 1 月 21 日に再開させた（通算第５回目）。その後

2019 年 6 月 10 日に開催された通算第 10 回に至るまで、2018 年度の回数を上回る計 6 回の研究会を開催し、

2018 年度の実証事業の成果や課題を踏まえて「「未来の教室」ビジョン3」をを提示、主に“一人ひとり違うワクワク

を核に、「知る」と「創る」が循環する、文理融合の学び”として「学びの STEAM 化4」が実現するための環境を作る

ことを目的とした実証事業を行った。 

 

1.1.3 2018 年度事業から 2019 年度事業への継続性 

 2019 年度は、2018 年度実証事業で目指された「「創造的な課題発見・解決力」を育む教育」を生み出そうとする

目標を引継ぎ、この教育についてより具体的に表現したものが、目的に掲げた「“一人ひとり違うワクワクを核に、

「知る」と「創る」が循環する、文理融合の学び”として「学びの STEAM 化」」といえる。たとえば「ワクワク」は、2018

年度の「未来の教室」第１次提言内に示された「「未来の教室」の姿 ラフ・スケッチ」内の第２項に表現されている

言葉であり、「文理融合」については同第４項に表現されていることからも継続性は推し量れる。 

 また、目的を達成するための実証事業の枠組みとして、2018 年度の千代田区立麹町中学校で行われた実証事

業を参考に、“「知る」ための授業は EdTech により個別最適化かつ学習時間の短縮を図り、生み出された時間を

「創る」ための授業に充てる”ことを計画する一方で、2019 年度は１つの学校に複数の事業者が協力する「モデル

校」を創設することで、継続性を担保しつつ事業としてスケールすることが目指された。 

  

 

1 https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/mirai_kyoshitsu/index.html 

2 https://www.meti.go.jp/report/whitepaper/data/20180628001.html 

3 https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/mirai_kyoshitsu/20190625_report.html 

4 経済産業省教育産業室による造語。 
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1.2  「未来の教室」と EdTech 研究会の位置づけ 

「「未来の教室」と EdTech 研究会」は、第４次産業革命が進む世界の情勢に鑑み、日本が世界にさまざまなソ

リューションを提供する「課題“解決”先進国」となるために、実証事業（学びと社会の連携促進事業（「未来の教室」

（学びの場）創出事業））の実施を見据えて、2018 年 1 月 19 日に第１回が開催された。6 月までの半年間に計４

回開催され、2018 年 6 月 25 日には第１次提言が出された。この提言を受けて 2018 年度の実証事業が行われ

た。 

2019 年 1 月 21 日より、第２次提言提出に向けて再開された。主な論点としては下記の４つが掲げられた。 

（１）学校等（小中高校・認定こども園・認可保育所・幼稚園）と民間教育の協調による新しい学びの環境整備 

（２）民間教育業界のイノベーション創出や事業再編 

（３）産業界による教育参画の推進 

（４）個人学習計画・教材・ログのプラットフォームが相互運用性等を担保して確立されること 

並行して、2018 年度実証事業の結果を踏まえた課題の整理を行った。 

 2019 年 6 月までの半年間に計６回開催された結果、2019 年 6 月 25 日に第２次提言（「未来の教室」ビジョン）

が提出された。 

 

「未来の教室」ビジョン 発表会の様子（2019年 6月 25日） 

出典（許諾済）：Love Tech Media 2019.6.30 

「教師も子供もチェンジ・メイカーに、経産省「『未来の教室』と EdTech 研究会」が第２次提言を発表」 

https://lovetech-media.com/eventreport/20190630edtechmirai/ 

https://lovetech-media.com/eventreport/20190630edtechmirai/
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1.3 「未来の教室」実証事業について 

2019年度「未来の教室」実証事業の全体像 

（2019 年 9 月 24 日「未来の教室」公式 Web サイト5にて公表） 

 

1.3.1 「未来の教室」モデル校実証事業の概要 

「未来の教室」のコンセプトを具現化した学校を、様々な学校種において達成しようと試みた事業。具体的には、

一人ひとりの「ワクワク」を起点に、「知る」（教科知識・専門知識の習得）と「創る」（探究・プロジェクト型学習）のサ

イクルを有機的に回すことにより、学習者の学習意欲や学習効果が向上することを示そうとした。 

なお、現在の日本の一般的な学校では、教科学習を進める際、標準授業時数に従い、知識を習得するための

授業が中心となっており、探究・プロジェクト型学習のための授業に割く時間がほとんどないという現状がある。そ

こで、2018 年度に株式会社 COMPASS が千代田区立麹町中学校で行った実証事業をモデルケースと捉え、今

回は 4 つのモデル校6で、EdTech により知識の習得を効率的に行うことで生み出された時間を探究・プロジェクト

型学習に費やす、ということを通じたカリキュラム・マネジメント7を中心に実証事業が行われた。 

 

  

 

5 https://www.learning-innovation.go.jp/ 

6 2019 年度後半に１校追加されモデル校は５つとなった。５つめのモデル校について教育コーチ派遣に

よる支援は行われていない。 

7 学習指導要領等を受け止めつつ、子供たちの姿や地域の実情等を踏まえて、各学校が設定する教育目

標を実現するために、学習指導要領等に基づき教育課程を編成し、実施・評価し改善していくこと。 
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1.3.2 「未来の教室」STEAM Library 構築事業の概要 

「未来の教室」で目指す STEAM8コンテンツの雛形を開発・汎用化し、2020 年度のライブラリー構築に備える事

業。開発された雛形については実証事業も展開し、狙った効果が得られるかどうかの試みも行った。上記モデル

校事業の探究・プロジェクト型学習の中で実証事業が展開されたものもあった。 

さらに、2020 年度以降、良質なコンテンツが自己増殖/展開していくための仕掛けとして、企業・研究者・教員

によるアイディアソンも実施された。 

 

1.3.3 「未来の教室」その他実証事業の概要 

その他、下記のテーマで実証事業が行われた。 

 

〇リカレント向け STEAM 人材育成プログラム 

STEAM 人材を育成する課題解決型研修サービスを開発し、狙った効果が得られることを示しつつ、これらサー

ビスが 2020 年度以降自走・展開していくことを狙った実証事業。 

 

〇学校教育での「個別最適化・到達度主義の学び」を可能にする教育サービスの実証事業 

履修時間をもとに一律に管理する学習スタイルではなく、一人一人異なる学習到達度を重視した、個別最適

化・到達度主義の学習スタイルを、学校等で実現するために必要な教育サービスの実証事業。 

 

〇将来的に公認可能な「学校外教育サービス（オルタナティブ教育）」の実証事業 

 学校という「場」や「手法」にとらわれない、しかし将来的に教育委員会等においても公認される可能性のある学

び（＝出席・単位認定可能な学び）を目指す実証事業。 

 

〇新しい「部活動・放課後サービス」の実証事業 

 学校における部活動の抱える、子供達にとっての選択肢や教員の労働負荷等の課題を踏まえ、地域スポーツ

クラブや様々な民間教育サービスへの委託等の方法による、子供達が充実した放課後を自分の意思で選択しう

るサービスの開発・実証事業。 

 

〇新しい「教職員向け研修サービス」の実証事業 

 「未来の教室」ビジョンに示された教育改革の方向性を基に、今後必要となる新しい「専門性」を提示し、その上

で、そのような専門性を育成できる新しい教員研修サービスの実証事業。 

  

 

8 STEAM は、"Science、Technology、Engineering、Art、Mathematics"の頭文字をとった略称。これ

ら５つの分野の力を横断的に育成しようとする教育を STEAM 教育という。。 
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2. 「未来の教室」モデル校実証事業と教育コーチ 

 モデル校における実証事業には「教育コーチ」が支援に関わった。 

 

2.1 「未来の教室」モデル校実証事業の概要 

 

2.1.1 長野県坂城高等学校 

担当事業者 

活動 担当事業者 以降の事業者名表記 

知る 株式会社すららネット すららネット 

創る 
株式会社マイナビ マイナビ 

株式会社トモノカイ トモノカイ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長野県坂城高等学校ホームページ 

 卒業後、多くの生徒が就職する「日本の公立高校のスタンダード」として、長野県坂城高等学校が高等学校とし

ての実証事業モデル校に選ばれた。そして、主に学習者の学習意欲を向上させることで、主体的に学習に取り

組む姿勢を生み出そうとした。 

坂城高等学校では、「知る」活動をサポートする EdTech として、すららネットの提供する「すらら」が選定され、

英語・数学・国語の３教科での個別最適化学習を実証することになった。 

また、「創る」活動には、高１の秋に毎年行われている坂城高等学校近隣の「事業所（企業）見学会」を機会とし

て捉え、マイナビの提供する総合探究学習支援プログラムを組み込んだ上で、トモノカイ所属の大学生サポータ

ーが資料作りやグループでの学び合い、そしてプレゼンに至るまで支援する形で展開した。 

さらに、株式会社 NTT ドコモの支援により、生徒に１人 1 台の Chromebook が貸与され、学習の支援が行われ

た。 
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2.1.2 千代田区立麹町中学校 

担当事業者 

活動 担当事業者 以降の事業者名表記 

知る 
株式会社 COMPASS COMPASS 

河合塾グループ 河合塾 

創る 
株式会社 JTB JTB 

株式会社 COMPASS COMPASS 

 

 

千代田区立麹町中学校ホームページ 

 

 2019 年度のモデル校実証事業における “「ワクワク」を起点に、「知る」と「創る」のサイクルを回す”という学習パ

ッケージを生み出したのは、2018 年度の麹町中学校での「数学」の授業を利用した実証事業であった。2019 年

度はこの麹町中学校において、複数教科・複数事業者における実証事業を試行し、学習パッケージを拡大する

ことを狙った。 

 「知る」活動を支援するのは 2018 年度に引き続き COMPASS が担った。「数学」は既に同社が提供する AI 教

材「Qubena」（キュビナ）による知識習得時間短縮が実証済（かつ 2019 年度は正規の授業で継続中）だったた

め、2019 年度は実証事業としては「英語」の知識習得時間短縮が図られた。 

そして、「創る」活動は、英語・数学で生み出された時間と、社会の一部の時間を割き、COMPASS が SDGs で

設定されている 17 の目標（社会課題）を題材とし、リサーチを通して国毎の認識の違い等の理解を深めつつ、グ

ループワークの質問作成を英語で行ったり、データ集計を通じ数学的能力を養ったりして、教科横断的な学力形

成を図った。加えて、JTB の提供する「観光予報プラットフォーム DS（データサイエンス）」を用いた地域課題発

見・解決プログラムも実施された。 
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2.1.3 武蔵野大学中学校 

担当事業者 

活動 担当事業者 以降の事業者名表記 

知る 
Ｚ会グループ Ｚ会 

Atama plus 株式会社 アタマプラス 

創る 
ライフイズテック株式会社 ライフイズテック 

Institution for a Global Society 株式会社 IGS 

 

 

武蔵野大学中学校ホームページ 

 

 仲間とともに、「ワクワク」を起点にしたチャレンジを常に続けることで、多様性を受け入れるマインド、問題を解決

するスキル、自ら動くリーダーシップを育成する教育を行っている武蔵野大学中学校。まさに「未来の教室」ビジョ

ンに描かれているこの学校において、「知る」と「創る」のサイクルを本格的に回すことが試行された。 

武蔵野大学中学校の「知る」活動においては、EdTech に加え人のサポートによる徹底的な知識習得の効率化

を試行するため、Ｚ会が派遣するサポーターの支援の下、AI 教材「atama+」（アタマプラス）を導入した。「AI＋人」

による学習支援で大きく余剰時間ができることが予測されたことが特徴的である。 

生まれた余剰時間に「創る」活動として、ライフイズテックが「ゲームをテーマに中高生の可能性を引き出す探

究型 STEAM 教育プログラム」を導入するとともに、IGS が「MaaS を題材とした STEAM 教育」を導入することで、探

究・プロジェクト型学習を本格的に実行しつつ、「ワクワク」創出の最大化を図った。 

なお、教育コーチは、Ｚ会とライフイズテックの２社における「知る」と「創る」のサイクルを回すことを中心に支援

した。 
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2.1.4 袋井市立浅羽北小学校 

担当事業者 

活動 担当事業者 以降の事業者名表記 

知る 凸版印刷株式会社 凸版印刷 

創る 株式会社 STEAM Sports Laboratory SSL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

袋井市立浅羽北小学校ホームページ 

 

 2018 年度、凸版印刷の提供するデジタル教材「やる key」の実証において、授業時間の短縮と学習効果の向

上の成果を挙げたのが袋井市の小学校であった。2019 年度はその延長として、同じ袋井市内において、2018

年度の実証小学校とは別の袋井市立浅羽北小学校で、「創る」活動も取り入れて「未来の教室」ビジョンに描かれ

た小学校を具現化できるか試行した。 

 「知る」活動は引き続き、「やる key」を選定。2018 年度の課題であった学習体験・レクチャー機能の改善や、デ

ジタル上での相談機能の充実を図った。 

また、「創る」活動では、2018 年度の実証事業で中学校おいて実績のある SSL を選定。 “遊び”かつ“ゲーム”

であるスポーツの「ワクワク」感（うまくなりたい、勝ちたい、憧れ）を活用し、児童の多様な学びにつなげることを狙

い、「タグラグビー×STEAM」プログラムの小学校での実証を展開した。。 

 なお、袋井市は、ラグビーワールドカップ 2019 が開催されたエコパスタジアムがある地で、児童が学習を進める

モチベーションをより向上できるキッカケもあったことを付記しておく。 
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2.2 モデル校実証事業における教育コーチの役割 

 

2.2.1 教育コーチの位置づけ 

PBL9や STEAM 教育等に関する有識者から「教育コーチ」を選定し、「未来の教室」の４つのモデル

校実証事業の支援を行った。その目的は下記の通りである。 

●事業者と教育現場の対話を促進するための助言を行うことにより、実証事業における「学びの生産

性」を高める。 

●教育的視点からの検証や改善点の発見を行う。 

 

 

「「未来の教室」実証事業」における教育コーチの位置づけ 

         

 とくに次の４点に注力し、授業の視察や助言等を行った。 

 

●EdTech 導入による個別最適化のデザイン 

●STEAM 教育の授業デザイン 

●カリキュラム・マネジメント 

●コモン・ルーブリック10の活用および授業評価 

  

 

9 Project-Based Learning あるいは Problem-Based Learning の略称。課題解決型学習、問題解決型学習

等と呼ばれる。学習を能動的なものと規定し、知識の暗記といった受動的な学習でなく、自ら問題を発

見し解決していく過程で、経験や知識を得ていくことを目的とした学習方法。 

10「ルーブリック」とは、学習到達度を示す評価基準を観点と尺度からなる表として示したものであ

る。主に、パフォーマンス課題を評価するために使われる。 
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2.2.2 EdTech 導入による個別最適化のデザイン 

 EdTech を用いた授業において、中長期的な学びにつながる力が育成されているかどうかの視点において確認、

助言を行った。とくに個々人の学習ペースに応じた授業が形成できるよう、教師を支援した。 

 

2.2.3 STEAM 教育の授業デザイン 

「未来の教室」でいう STEAM 教育は、教科横断的な視野が育まれる教育という意味合いで用いられている。

「ワクワク」という感情が、単なる「楽しい」という感覚にとどまらず、「なぜこうなるんだろう？」という探究心を芽生え

させているかどうかの視点において、「創る」学習活動を見守った。 

 

2.2.4 カリキュラム・マネジメント 

学習指導要領で明記されているカリキュラム・マネジメントは、「各学校が設定する教育目標を実現するため」に、

次の３つの側面から捉えられる。 

１） 各教科等の教育内容を相互の関係で捉え、学校の教育目標を踏まえた教科横断的な視点で、その目標の

達成に必要な教育の内容を組織的に配列していくこと。 

２） 教育内容の質の向上に向けて、子供たちの姿や地域の現状等に関する調査や各種データ等に基づき、教

育課程を編成し、実施し、評価して改善を図る一連の PDCA サイクルを確立すること。 

３） 教育内容と、教育活動に必要な人的・物的資源等を、地域等の外部の資源も含めて活用しながら効果的に

組み合わせること。 

 これらの側面においてカリキュラム・マネジメントが効果的に行われているかどうかの確認とともに、そもそものカ

リキュラム・マネジメントの目的である「各学校が設定する教育目標」を達成することと「未来の教室」ビジョンを擦り

合わせ、実証事業を行うことを支援した。 

 

2.2.5 コモン・ルーブリックの活用および授業評価 

 主に「創る」活動における学習評価の視点において、形成的な評価を取り入れるために、「未来の教室」実証事

業全体に通じるコモン・ルーブリックを作成し、各実証事業でのテーラリングを試みた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テーラリングを試みたコモン・ルーブリック（実証事業開始前のもの） 
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2.3 「教育コーチ」リスト 

 

「モデル校実証事業」の教育コーチとして、以下の８名を選定した。 

選定した教育コーチ（モデル校実証事業支援） 

氏名 所属 

池田 修 京都橘大学発達教育学部児童教育学科教授 

石川 一郎 聖ドミニコ学園カリキュラムマネージャー 

稲垣 忠 東北学院大学文学部教授 

佐藤 靖泰 フューチャーインスティテュート株式会社教育コンサルタント 

田中 康平 株式会社 NEL&M 代表取締役 

西田 光昭 柏市教育委員会 柏市立教育研究所 教育専門アドバイザー 

前田 康裕 熊本大学教職大学院准教授 

三浦 隆志 前岡山県立林野高等学校校長 

 

 また、コモン・ルーブリック作成にあたり、以下の教育コーチが主導した。 

選定した教育コーチ（コモン・ルーブリック作成） 

氏名 所属 

石村 源生 東京工業大学 地球生命研究所(ELSI)広報室広報チーフ／特任准教授 

 

 

2.4 「未来の教室」モデル校実証事業への参画事業者と担当した教育コーチ 

 

 

2019年度「未来の教室」モデル校実証事業への参画事業者と教育コーチ 
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2.5 教育コーチ選定理由 

 

教育コーチが担当した実証事業は以下の通りである。それぞれ、選定理由を示す。 

各モデル校実証事業における教育コーチ選定理由 

モデル校名 教育コーチ 選定理由 

長野県坂城高等学校 稲垣 忠 

三浦 隆志 

学校として、本格的な個別最適化学習や探究型学習を通

じた教科横断的な学びに初めて取り組むため、それぞれ

の学びの確立を狙いつつ、学校経営の視点からも支援で

きるコーチ陣の選定を試みた。 

まず、探究学習を支える情報活用能力に関し、学校現場を

対象とした授業実践の開発支援・実証研究を展開してい

るインストラクショナルデザイン（授業設計）の専門家と

して稲垣忠先生を選定し、主に個別最適化と STEAM 教

育のデザインについての助言を期待した。 

また、カリキュラム・マネジメントとルーブリックを活用

した授業評価の視点においては、前岡山県立林野高校校

長として 1 人 1 台 Chromebook を導入し、生徒の学びを

探究型へ変革を図った三浦隆志先生が、学校経営の視点

を合わせて稲垣先生とともに支援を図ることを期待し

た。  

千代田区立麹町中学校 田中 康平 

西田 光昭 

2018 年度も実証事業を行った学校であるため、事業の継

続性も考慮し前年度と同じ２人のコーチを選定した。 

田中康平先生は教育情報化コーディネータ１級11保持者

で、教育 ICT の活用に関する実績と専門家としての知見

を有しているとともに、ルーブリック等を効果的に活用

し STEAM 教育を通じた学習活動を形成的に評価12する

視点に詳しい。 

また、西田光昭先生は、教育委員会職員、校長を経験し、

ICT を学校現場に導入し一般化、日常化へ向けてのノウ

ハウを持ち、文部科学省「2020 年代に向けた教育の情報

化に関する懇談会」委員を務めた経験から、カリキュラ

ム・マネジメントや学校経営の視点からの助言を期待し

た。 

 

11 教育情報化コーディネータ（ITCE）認定試験は、学校や高等教育機関等教育の情報化をコーディネ

ートできる人材を認定する制度。 

12 学習者の学習の過程で必要となる評価。適切な学習を形作るために、学習者へのフィードバックに重

きがおかれる。 
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モデル校名 教育コーチ 選定理由 

武蔵野大学中学校 池田 修 

石川 一郎 

日野田校長が、「未来の教室」における「学びの STEAM

化」での起点とする「ワクワクした学び」の創出を強く望

んでいることを最優先に考えてコーチを選定した。 

まず、ワクワクする授業設計を第一に考えた学級経営論

を大学で展開しつつ、「未来の教室、教育について共に学

びたい」と考える教師の学びの場である「明日の教室」に

て事務局長を務めている池田修先生を選定し、個別最適

化学習および STEAM 教育の助言を図った。 

また、日野田校長の進める学校改革を、カリキュラム・マ

ネジメントや学校経営の視点から支えつつ、形成的な評

価についても知見のあるコーチとして、かえつ有明中・高

等学校にて校長を務め、現在は香里ヌヴェール学院学院

長とともに聖ドミニコ学園カリキュラム・マネージャー

として手腕を発揮しつつ、全国各地で講演会や研修も行

いながら、現場教師や教育関係者と未来の教育の形を模

索している石川一郎先生を選定した。 

袋井市立浅羽北小学校 佐藤 靖泰 

前田 康裕 

公立かつ小学校での実証事業ということを念頭におき、

ICT の活用や探究型の学習および形成的な評価に精通し

つつ、教育委員会の事情や小学生という発達段階を考慮

できるコーチ陣の選定を試みた。 

佐藤靖泰先生は、宮城県内の公立小学校教員時代に「反転

授業」を取り入れる等、ICT を用いた個別最適化学習に

積極的で、その後宮城県総合教育センターや同教育庁で

指導主事を務めた経験を重視し選定した。本校での実証

事業者である凸版印刷が提供する「やる key」に対する知

見も豊富である。 

また、前田康裕先生は、熊本県内の公立小中学校教員や、

同県教育委員会指導主事等を務めた後、現在は熊本大学

教職大学院准教授として教育実践者の育成に取り組んで

いる。1999 年サンフランシスコで PBL の研修を受講し

て以来、ICT を活用した探究型の授業実践指導を、ルー

ブリック等を適宜用いながら行っている点で本校にふさ

わしい教育コーチと考えた。  
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また、コモン・ルーブリック作成を主導する教育コーチとして、石村源生先生を選定した理由は以下の通りで

ある。 

コモン・ルーブリック作成 教育コーチ選定理由 

教育コーチ 選定理由 

石村 源生 STEAM Library 作成を目指した探究型の授業展開が全てのモデル校にて想定されたた

め、科学技術や工学についての専門的な知識があり、探究型学習の開発・運用・評価等

に詳しい先生として、石村源生先生を選定した。 

石村先生は科学技術コミュニケーションの領域に長年携わり、北海道大学所属時に論文

『CoSTEP におけるプロジェクト型学習プログラムの開発・運用・評価 : プロジェク

ト実習「環境学習の場のデザインと評価」を事例として』を執筆された。また、「未来の

教室」プロジェクトで最も目指すところの１つである、子供たち一人ひとりがオーナー

シップを持ち、自分と社会のウェルビーイングを重ね合わせて行動できるようになるこ

とを支援するという考え方に強く共感していただけたことも選定理由の１つである。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実証事業を終えた後完成させた「未来の教室」コモン・ルーブリック（2020年 3月 6日現在版） 
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3. 「未来の教室」モデル校実証事業における教育コーチの果たした役割 

 

3.1 長野県坂城高等学校 

 

～長野県坂城高等学校 「未来の教室」ものがたり～ 

 

 教科学力としては決して高いとはいえない生徒が多数を占める長野県坂城高等学校。その高校が、 「ワク

ワク」を起点にした「知る」と「創る」の循環を生み出す「未来の教室」プロジェクトに選ばれた。 

 

生徒にもっと「自己肯定感」を持って欲しい。 

やらされ感で進める学習ではなく、学ぶことの楽しさや意味を知ってもらいたい。 

生徒間の協働など、本当の意味でのコミュニケーションが活発になってもらいたい。 

 

在籍する教師が語った、生徒への３つの想いである。 

 

 生徒に育成したい資質・能力としては、経産省・事業者・学校の三者の間で当初より一致していたと思える

が、目標に到達するまでの実行手段においては大きな乖離があった。学校側の様々な準備が整わないまま

に、事業者が自らの「良い」と思える教育手法や段取りを通し過ぎようとする傾向が感じられ、両者のコミュニ

ケーションに溝ができそうなシーンも度々…。 

両者の間に２人の教育コーチが入る。学校側の想いに寄り添いつつ、事業者の提供するコンテンツの良さ

を伝えていく。この丁寧なコミュニケーションが、生徒たちが着実に目標に向かえる環境を生んだといえる。 

 

 生徒たちは見事に期待に応えた。 

 「学び」に向かわなかった生徒たちが、Chromebook を持ち帰り自ら学習を進める姿。 

 人前で話すことが苦手だった生徒たちが、堂々とプレゼンをする姿。 

 いずれも、実証事業開始時点では見られなかった姿である。 

 

 「手元に Chromebook があることで、いつでも仲間と協働して課題解決学習ができる。この環境だけはずっと

続けて欲しい！」 

  

 実証事業後に生徒から漏れたこの言葉こそが、本格的に始まった文部科学省「GIGAスクール構想」の下で

の 1 人 1 台 PC 端末整備の必要性とともに、その環境があるからこそ、みんなで文理の知識を総動員し、課

題解決や価値創造のための試行錯誤を行う学びが確立できることを表しているのではないだろうか。 

 

 冒頭で述べた先生の想いは十分に叶えられた実証事業だったといえる。 
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遠隔会議システム zoomを用いた大学生のファシリテーション 

 

 

「すらら」を用いて学習を進める生徒に教師が寄り添う 
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3.1.1 教育コーチの支援概要 

 

日付 教育コーチ 支援種別 

2019 年 7 月 31 日（水） 三浦 隆志／稲垣 忠 遠隔会議 

2019 年 8 月 1 日（木） 三浦 隆志／稲垣 忠 遠隔会議 

2019 年 9 月 3 日（火） 三浦 隆志／稲垣 忠 視察／定例会 

2019 年 9 月 11 日（水） 三浦 隆志 教員研修指導／打合せ 

2019 年 9 月 18 日（水） 三浦 隆志 視察／定例会 

2019 年 10 月 16 日（水） 三浦 隆志 遠隔会議 

2019 年 10 月 24 日（木） 三浦 隆志 遠隔会議 

2019 年 10 月 25 日（金） 三浦 隆志 視察／定例会 

2019 年 11 月 19 日（火） 三浦 隆志／稲垣 忠 遠隔会議（校長と３者にて） 

2019 年 11 月 27 日（水） 三浦 隆志／稲垣 忠 視察／定例会 

2019 年 12 月 4 日（水） 三浦 隆志／稲垣 忠 視察／定例会 

2019 年 12 月 18 日（水） 三浦 隆志 視察／打合せ 

2020 年 1 月 15 日（水） 三浦 隆志 視察／職員研修 

2020 年 1 月 22 日（水） 三浦 隆志 発表会見学 

2020 年２月 17 日（月） 三浦 隆志 職員生徒インタビュー 

2020 年 2 月 18 日（火） 三浦 隆志 職員生徒インタビュー 

2020 年 3 月 2 日（月） 三浦 隆志 職員研修 

 

3.1.2 EdTech 導入による個別最適化のデザインの実績と成果 

〇目標 

実証事業開始前までの授業（英・数・国）は、教師による講義と、教師が配るプリントによる学習が中心のスタイ

ルであった（プリントは穴埋めが中心）。生徒の学習姿勢が受け身になっていたことから、AI×アダプディブラーニ

ング教材「すらら」を導入することで、次のような成果が期待されていた。 

・生徒の主体性が発露すること 

・生徒個々人のペースにあわせた学習環境がつくられること 

・生徒に自己調整する力が身につくこと 

 

〇Chromebook 導入支援 

 「すらら」導入にあたり、ICT を用いた教材を使うことに対する教師の皆さんの不安は大きかった。そこで、学習用

機器として使用する Chromebook の導入にあたり、高校校長時に導入経験のある三浦コーチが導入時研修等の

サポートに入った。そして、心理的な不安感の払しょくに努めるとともに、「どんな子供たちでも学ぶ意欲を持って

いる。子供たちが「すらら」を使って学習ペースの調整を図り、そのことにより自己調整する力が身についていくこ

とを信じて欲しい」というメッセージ等を発信し、新しい授業創りに向けて前進することを後押しした。 
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〇「すらら」学習開始時に発生した課題 

 英語と国語への導入はスムーズに行われた一方で、数学については現状の授業形態を変更することに教師か

らの不安や反発もあり、すららネットと教師の導入時のコミュニケーションが円滑に行われなかった。そこで 2 人の

教育コーチが間に入り、すららネット側には学校や教師の考え方の理解を促したり、教師側には「すらら」を使用

する立場の言葉で「すらら」の良さを伝えたりした。結果、数学の教師側も理解を示し、「すらら」を使用した授業形

態に少しずつ変化させていった。 

 

〇拙速な介入防止の効果 

 授業が変化するためには時間が必要である。ところが、数学の授業変化が遅いと感じたすららネット側が、現状

の感想とともに今後の進め方の変更提案を、学校側の事情への配慮が十分ではないまま早い段階で行ってきた

ため、教育コーチが校長を支援する形ですららネット側に異議を唱え、今の数学の教師陣の努力を見守ることを

優先するよう説得し了解を得た。 

 結果、この提案の半月後辺りから教師の技術が向上し、生徒に合わせた個別最適化の授業が行われるシーン

が見られるようになってきた。そして、12 月初旬の教育コーチ報告書には「問題演習と解説中心の授業を行った

あと、「すらら」で習熟する展開だった。教科書と教材の対応をしっかり見極め、生徒のつまずきに丁寧に対応さ

れている場面を観察することができた。」という記述が見られた。 

 

〇成果 

 12 月以降は三浦コーチ中心に、英語・数学・国語の授業を継続的に観察していただいた。 

英語と国語については、生徒の学習ログを活用して教師が適切に個別に学習支援を行っていく姿が見られる

ようになり、今回の実証事業の経験を活かして 2020 年度授業の年間計画を設計しようとするまでに至った。一方

数学においては、授業形態の大きな変容は見られたが、学習ログの活用までには至っていない。 

個別最適化をデザインするにあたり、教育コーチが果たした最大の成果は、教師の力を信じ、委ねたことと、そ

れをするために校長とのコミュニケーションを密にとりつつ、事業者側を説得したことにある。教育効果は、実証事

業だけではなく、日常の学校生活等の影響も受けるため、生徒の日常を見ている学校側の考え方を尊重しなが

ら、新しい試みを導入することが非常に大切であることが明確になった実証だったと感じる。 

 

3.1.3 STEAM 教育の授業デザインの実績と成果 

〇目標 

生徒が、社会に対する興味・関心を持ち、社会課題を見つけ、その解決に向けて自ら考え・行動できるように変

容することを目指し、これまでも高１の秋に行われていた「事業所（企業）見学会」を機会として利用し、より生徒が

見学会に主体的に参画し、「企業研究」といえるまで昇華させることを目標に置いた。 

 そのために、生徒の現状の課題として整理された 

・なぜ企業見学に行くのか目的が持てていない 

・表面的、思いつきの質問で自分の考えや言葉ではない 

・情報収集のやり方がわからない 

状態から、目指す状態として 

・企業について情報収集をする「視点」を身につける 
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・自分の言葉で質問できるようになる 

・いろいろな人と協力しながら活動ができる 

を置き、未来を自分ごととして考えることができる姿に持ち込むことの支援を行うことにした。 

 

〇授業開始前に発生した課題 

 今回、実証事業で頂戴した「事業所（企業）見学会」の機会は、学校にとっては歴史あるものであるとともに、受

入企業側との信頼関係の側面から、これまでの経緯等とのすり合わせを実証事業者側と十分にするべき性質の

ものである。しかし、学校側と実証事業者側の打合せ等が十分にできていない上に、事業者側が段取りを自分た

ちだけで進めようとしていることを感じた学校側との間に溝ができていることが授業開始直前で判明した。 

 そこで２人の教育コーチが間に入り、何よりも生徒の主体性を引き出すことが目標であること、そのためには企業

側のカリキュラムを学校側が理解するとともに、事業者側には学校が大切にしている地域との関わりへの理解が

重要であることを伝え、関係者間のコーディネートを図った。 

 

〇事業所見学会前の事前学習期間に見られた改善 

 教育コーチの助言を受け、実証事業者側は学校と調整し、事前に事業所周りに学校側と同行することになった。

また、受入事業所を代表する立場のテクノハート坂城協同組合事務局長からは、実証事業者に協力しているトモ

ノカイ派遣の大学生の支援を評価してくださり、実証事業者と事業所との間での信頼構築が進み始めた。 

 一方、学校側では、実証事業者が用意したワークブックに沿ったグループ学習を円滑に進行し、ファシリテート

している大学生の支援も受けながら、事業所訪問前のレディネスを高い状態に持ち込むことに成功した。 

 

〇事業所見学会 

 昨年までは生徒側から事業所側に質問が出ることはほとんどないとのことだったが、今年は積極的に質問する

姿勢が見られた。これは、マイナビ＋トモモカイによる事前学習の効果と捉えることができる。 

 一方で、質問自体は事前に用意されたものが多かった模様で、次年度以降は見学時に思いついた質問が出る

ことが大切と思われる。そのためには、日常の学習活動の中で自由に質問できる雰囲気の醸成が重要になると考

えられる。 

 

〇事後学習期間および発表会 

 事後学習においても、トモノカイの大学生による遠隔会議システム zoom を利用したファシリテーションが続いた。

生徒たちの主体的な活動が期待されたが、どうしても大学生の指示待ちをしている生徒が多くなり、中ではメンタ

ーの講義のようになっているグループもみられた。生徒たちがゴールをしっかり自分たちの目標として認識し、す

べきことを最終的には自分たちで考え、行動することを目指すのであれば、回線をつなぎっぱなしにせず、手放

し、見守る時間を確保するなどの技術的な工夫も大切ということを助言した。 

 一方、googleスライドでの協働作業は作業としては機能していた。よりプレゼンテーションの中身の質を高める議

論にもっていくには、普段の学習で自分の考えを伝え、意見を出し合い、合意形成をしていく経験の積み重ねが

基盤となることを学校側に伝えた。 

生徒の成長自体は目覚ましく、「企業見学会」から「企業研究」に昇華させるという試みは果たせたと捉えられる

発表会につながった。 
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〇成果 

 実証事業者・学校（校長）・事業所という３者の関係性を、教育コーチがコーディネートすることで 

・実証事業者の教材（大学生の支援を含む）の良さを活かすこと 

・学校目標を目指す方向性で一致して取り組めたこと 

・事業所の理解と共感を得られたこと 

の３つの結果が得られたと感じる。教育という領域で、教材を良く知り、学校の在り方も把握しており、その上で新

しい取り組みに挑戦しようとしている三浦コーチ・稲垣コーチの両名のハンズオンによる関与が大きく寄与したと考

えている。 

 なお、教育委員会および学校のご協力により、早期段階で両コーチのハンズオンによる関与ができる関係性を

創り上げたこと自体が大きく成果に寄与したことも断っておく。 

 

3.1.4 カリキュラム・マネジメントの実績と成果 

〇目標 

学校目標として「自らライフキャリアをデザインして、社会に主体的に貢献し、活躍できる人の育成」を掲げ、そ

のためのステップとして、生徒の自己肯定感を高める方向性でのカリキュラム・マネジメントを試みた。目指すべき

具体的な学びの姿のゴールとしては“２年後には、多くの生徒が「授業が分かる・楽しい」と感じ、「自分から学ぼう

とする」ように、学校全体を学びに向かう雰囲気に変えていく”ことであった。 

 

〇カリキュラム・マネジメントの３つの視点 

１） 教科横断的な視点や「知る」と「創る」の循環について 

教育コーチが施した 

  ・実証事業者・学校・事業所の関係構築 

  ・ICT 導入サポート 

等により、生徒を取り巻く学習環境を良好にすることで、「ワクワク」の発露による「知る」と「創る」の循環が生ま

れたと感じるシーンが見られた。 

例：事業所見学による質問 

「電気製作の会社が、なぜ 「自動ページめくり機」をつくっているのか。」 

「クロムメッキはなぜ密着が強いのか。メッキ技術の開発は会社にどんな良いことをもたらしたか。」 

２） PDCA の確立 

授業のふりかえり → 次回以降の授業に活かす、というサイクル構築に、両教育コーチの助言が効果的に働

いていた。 

３） 地域等の外部資源の活用 

当初より設定されていた「事業所見学会」という機会そのものが、坂城高校が長年培ってきた地域との関係づ

くりの一環であり、カリキュラム・マネジメントの大切な一部を占めている。今回の実証事業者および教育コー

チの関わりにより、活動の質が「企業研究」まで高められた、といえる。 

 

〇成果 
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教育コーチのコミットによる（カリキュラム・マネジメントにおける）最大の成果は、関係者が学校目標に一致して

向かうよう、校長のリーダーシップの発揮を手助けしたところにある。そのことにより、学習指導要領に準拠した学

校における学習活動全体の中で、坂城という地域ならではの特長を活かした、理想的なカリキュラム・マネジメント

が実施できたと考える。 

 

3.1.5 コモン・ルーブリックのテーラリングの実績と成果 

 １０月２５日に開催した第３回定例会において、三浦コーチから形成的な評価の重要性と、「未来の教室」コモ

ン・ルーブリックの説明を行い、主に STEAM 教育の授業（マイナビ担当）で利用すること、コモン・ルーブリックを

授業のゴールにすりあわせてカスタマイズすることが大事であること、そのために不明なところは教育コーチが助

言・支援することを伝えた。この際、三浦コーチが説明する前の段階において、ルーブリック導入の手続きそのも

のの説明が実証事業者に対し不十分だったため、「すらら」での学習にも適用するのか、事業者の評価に使われ

るのか、等の質問があったことは反省すべきところである。 

 なお、坂城高校の STEAM 教育においては、コモン・ルーブリックの説明後、実証事業者および教師のルーブリ

ックそのものへの理解が追いつくこと、それを授業デザインに落とし込むこと、授業デザインに落とし込む際に実

証事業者と教師の打合せの時間を持つこと、等が時間的に相当厳しかったため、ルーブリックの本実証事業での

適用は見送りとなった。一方で、探究型の活動を 2020 年度以降も続けていきたい意向の強い校長が、ルーブリッ

クに関心を示し、今後教師向けルーブリックの研修会等が計画される見込みになっている。 

 

3.1.6 教育コーチ支援全体の総括および今後の課題と展望 

 本実証において、教育コーチが学校（管理職および教師）と早期に対話を繰り返すことにより、教育コーチと学

校との間に強い信頼が生まれ、「学校側が困ったら、遠慮なく教育コーチに尋ねる」「教育コーチの助言をすぐに

学校側でアクションにつなげる」という関係性が構築できたことが成果に大きく影響したと捉えている。最終的に授

業を主導するのは教師であり、教師が学校目標の方向性に沿いつつ試行錯誤しながら PDCA サイクルを回すに

は管理職のリーダーシップが必要であるところ、教師・校長の両者の役割を果たせるよう最初から最後まで教育コ

ーチが「支援者」の立場で伴走したため、学校側が「未来の教室」へより主体的に関与する姿勢が生まれ、生徒

にも主体性が伝播した部分は少なからずあると捉えている。 

さらに、本実証事業において、教育コーチが果たした最も大きな役割は、2020 年度以降も同様の取り組みを学

校主導で行おうとする学校の姿勢を生み出したことである。校長と両コーチが、11 月中旬の段階で、既に現状の

方針と今後の取り組みについて意見交換を開始しており、この時点で校長は 2020 年度以降に向けた探究学習

に関するビジョンを確立させ、現在の ICT 環境を活かしながら大きく変革していきたいと考えていた。探究学習と

教科学習が乖離している現状があり、教師の指導観の面からも生徒の学習観の面からも教科学習の変革なしで

探究学習だけが進化することはない、という厳しい現実があるが、2019 年度の大きな変革を経験してきた坂城高

校ならきっと乗り越えられるだろうし、その時に再度教育コーチの今回の関わりは大きく評価されることになると思

われる。 
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3.2 千代田区立麹町中学校 

 

～千代田区立麹町中学校 「未来の教室」ものがたり～ 

 

 2018年度の「未来の教室」実証事業校でもあり、工藤勇一校長のリーダーシップの下、これまで学校で

「当たり前」と思われてきた様々な事柄の改革に取り組み続けている麹町中学校。2018 年度と同じ教育

コーチにサポートしていただけることにもなり、準備は万端と思えた。 

 

 しかし、キックオフ会議に向けた段取りが一向に進まない。教師を信頼し、様々なことを教師に権限移

譲し任せている工藤校長のマネジメントの中で、他の学校の日常との兼ね合いで「未来の教室」事業の

スタートが切れない状況だったのであろうか…。 

 

 2019 年 9 月 12 日にようやく向かえたキックオフ会議。2018 年度から麹町中学校で事業を行っている

COMPASS は、担当する個別最適化学習と STEAM 教育についての設計は順調に進んでいるように伺

えたが、2019 年度に初めて事業に加わった JTB は実施のスケジュールが未定で、授業案のすり合わせ

もできていない様子だった。そして、生徒のどのような部分を見て資質・能力の向上を図ろうとしているか

曖昧でもあった。 

 

“（観光）ビッグデータを使ったら面白いよねというのは、確かに面白いとは思うのですが、「なぜ」とか「な

んのため」「誰に対して」という目的意識の部分が薄い。” 

（11 月に開催された Edvation×Summit2019 における工藤校長の発言） 

 

 厳しい言葉を校長より頂戴したが、「新しい取り組みに“課題と挑戦”はつきもの」という意識が共有され

ている麹町中学校チーム。この後、教育コーチの伴走により、他のモデル校では開始に至らなかったコ

モン・ルーブリックのテーラリング作業に入り、指導略案と同期させる形で、JTB の観光ビッグデータを活

用した「指導と評価が一体化」した授業が開発されていくことになる。 

 

JTB は、コモン・ルーブリックから抽出した生徒の姿を「評価規準」とした各回の指導略案の作成を重

ねていった。これにより目標と活動が具体化し、内容も考察も充実した。特筆すべきは形成的な評価を

試みている点だ。例えば、第７回の授業では、評価規準の一つ「オーナーシップ」“少なくとも 1 つの場面

で、自身と社会のウェルビーングを重ね合わせようとし、両方を達成しようとする姿勢または行動が見ら

れる”に対し、形成的な評価の考察として「一つの意見に関して、否定的な意見だけでなく、異なる提案

をし、チームを活性化させているケースも見られた」と記録されている。生徒たちが複数のデータを根拠

とし、多様な観光プランを考案しようとする姿も記されている。臨時休校のため最終プレゼンは中止とな

ったが、価値ある過程と成果が残された。 



24 

「Qubena」で学習を進める生徒たち。左上に相談している生徒の姿も見える。 

 

 

 

観光ビッグデータの利用についてミーティングを重ねる生徒たち。 
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3.2.1 教育コーチの支援概要 

 

日付 教育コーチ 支援種別 

2019 年 9 月 11 日（水） 田中 康平／西田 光昭 事前打合せ 

2019 年 9 月 12 日（木） 田中 康平／西田 光昭 定例会 

2019 年 10 月 8 日（火） 田中 康平／西田 光昭 定例会 

2019 年 11 月 22 日（水） 田中 康平 定例会 

2020 年 1 月 9 日（水） 田中 康平 定例会 

 

3.2.2 EdTech 導入による個別最適化のデザインの実績と成果 

〇目標 

 AI教材「Qubena」の導入により、英語の特定単元の学習時間を9時間から7時間に短縮することが目指された。 

 

〇助言 

 教員から「英語の学力向上に関する比較対象の選定が難しい。昨年度とは内容が異なるため、何を持って学力

向上と判断するのかは検討が必要」との声が挙がったため、田中コーチから「民間テストにおける点数等の伸び

や、英検等の受験者や上位級の取得者の増加なども、一つの指標とすることができるかもしれない」等と助言した。

また、西田コーチからは「他との比較ではなく，個人の中での変化の要素を見取ることができないか」等と助言した。 

 

〇成果 

 授業短縮には成功したが、実証事業の終盤戦で教師から「全員に知ってもらいたい部分についての確認や押

さえが必要」との声が挙がった。これはすなわち、事業実施後に初めて「授業設計」の必要性を感じ取ったというこ

とであり、本来的には事業開始前に授業全体の計画を設計することが望まれる部分である。 

 なお、教育コーチの評価についての助言は、本実証事業中で活かされた部分がなかったように感じられる。 

 

3.2.3 STEAM 教育の授業デザインの実績と成果 

〇目標 

COMPASS の実証では、SDGs と最先端テクノロジーの活用について、ユニセフ等が発行している既存の統計

データから各国の現状を学び、対象国について調査し、課題解決のための仮説検証を行うことを目指した。その

ツールとして Google Survey を活用し、対象国におけるアンケート調査を英語で実施、この結果を数学における統

計的な知識によって分析する等、教科横断した学びを生み出そうとした。 

また、JTB の実証では、観光予報プラットフォームを活用し、観光や修学旅行プランを考え、旅行先の経済効

果などを予測し、どのようにすれば経済効果が向上するかについて考える取り組み等を行った。 

なお、COMPASS の実証は数学と英語の授業時間から、JTB の実証は社会の授業時間から当てはめることに

なった。 

 

〇課題 

 そもそも、STEAM 教育に取り組む時間を捻出できるかどうかが課題となった。COMPASS の実証では、2018 年
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度個別最適化を行った数学における STEAM 教育の時間捻出は問題なく計画できたが、英語で時間捻出できる

かどうかがポイントであった。また、STEAM 教育のプログラムが複雑で、事前準備の時間捻出についても課題だ

った。ＪＴＢのプログラムは 9 月の第一回の定例会段階で、プログラムのイメージが固まっておらず、それ故社会の

授業からプログラムに見合った時間捻出ができるかどうかが不安視された。 

 田中コーチからは「深い学び」という視点においての指摘があった。合科型学習と普段の授業との関係性、観光

ビッグデータと社会科との関係や普段の生活との関係性等において、表面的な学びのプログラムにならず、学び

が深まる設計にできるかがカギと思われた。 

 さらに、西田コーチからは、どのような視点で学力の定着・向上等の評価を行うのかについて明確ではない部分

についての指摘があった。 

 

〇実施過程 

 COMPASS の実証はスケジュール通りに進んだ。一方で、「深い学び」の視点においての検証はできていないと

思われる。 

 ＪＴＢは、課題設定や生徒の教科の学びの視点など、大枠から細かな点まで定例会のたびに教育コーチからの

助言があったが、2019 年中に授業内容やコマ数などが決まらず、2020 年 1 月上旬にようやく全体計画が粗く決

まったという進捗だった。1 月の段階で指導略案がなく、詳細がつめられていなかったため、田中コーチがハンズ

オンにより簡易指導案の作成等に関わることになった。この意思決定において、他の実証校の教育コーチを務め

ている稲垣忠先生が 1 月の定例会に参加し、「一度もシミュレートせずに授業を進めるのはリスクが高い」という指

摘をしたことが、事業者に対して簡易指導案作成の必要性を強く感じさせるキッカケとなったと思われる。 

 

〇成果 

 2 月 21 日、COMPASS が実証を進めた SDGs に関する「プレゼンテーション大会」が開催され、学習の成果が

披露された。生徒たちは、ナイジェリア、フィリピン、ウガンダ等、STEAM 学習の中で関心を寄せた他国の課題に

ついて Google Surveys を利用して調査。SDGs のゴールの一つである「質の高い教育」を目標に、課題の背景を

整理し、解決策を考え、発表した。 

事前調査により立てた「仮説」に基づき、アンケートを設計し英訳。Google Surveys によるアンケート結果から、

「最終学歴」と「収入」に関するクロス分析等を実施し、これらを根拠に解決策を検討している。 

「教育環境を良くするためには様々な問題があり、簡単に解決できないことを知った。」 

「実際に現地に行き、より詳しく調査したい。」 

という意見が出されるなど、今回の活動を通して発見した課題を“解決したい”という意志の芽吹きが見られた。

STEAM 教育が生徒の将来にプラスに機能していることが、生徒の姿によって示された。 

 JTBの実証では、データを根拠として考案した観光プランの発表会が企画されていたが、新型コロナウ

イルスの影響による臨時休校措置のため、中止となった。最終的なアウトプットの機会は得られなかっ

たが、そこへ至る過程（プロセス）は回を重ねるごとに充実した。コモン・ルーブリックを手掛かりにし

た単元計画と各回の指導略案が作成され、事業者と教員が事後考察を共有し、形成的な評価による学習

活動の改善が試みられている。 

【第 3回指導略案より】 

・思考力の評価規準「対象について論理的に説明しようとしている」（コモン・ルーブリック：思考
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力の第２段階） 

・形成的な評価の記録「グループ内での議論においては、まだデータ収集のみにとどまり、対象につ

いて論理的に説明しようとする姿は見られなかった。」 

【第 6・７回指導略案より】 

・思考力の評価規準「対象について説明できるが、データ、事実、法則等の根拠、もしくは推論が他

者に説明可能な論理性を備えていなかったりする。」（コモン・ルーブリック：思考力の第３段階） 

・形成的な評価の記録「観光予報プラットフォームだけではなく、他のデータからも根拠を引き出そ

うとしている生徒も見受けられた」 

他の観点「異なる知識・技能の結合」「オーナシップ（自分と社会に責任を持ち、それらを大切にする

姿勢）についても、思考力と同様に形成的な評価による”生徒の変容”が記されている。今回の過程（プ

ロセス）へのアプローチは、STEAM教育を展開する上での一つのモデルとなり得るだろう。 

 

3.2.4 カリキュラム・マネジメントの実績と成果 

〇目標 

 「カリキュラム・マネジメント」の視点において、目標設定がなく実証事業が始まった感を受けている。すなわち、

一斉授業を個別最適化が図られた授業に転換することで浮いた時間を STEAM 教育にまわすことのみが決めら

れており、学校目標との方向性のすり合わせなどは検討がなかった。 

 そのため教育コーチは、教科横断的な視点について含まれているかどうか、定例会の報告から助言することが

中心となった。 

 

〇カリキュラム・マネジメントの３つの視点 

１） 教科横断的な視点や「知る」と「創る」の循環について 

COMPASS の STEAM 教育（SDGs 型授業）実証において、各回の授業における数学・英語・社会の割合が

COMPASS の判断として算出されたが、その数値の妥当性は検証されていない。 

 JTB の実証では、簡易指導案作成において田中コーチが社会とのつながりの助言に入った。 

２）PDCA の確立 

そもそも麹町中学校全体での授業全体において「まずやってみる、うまくいかなかったら次どうするか考える」

というスタイルとなっており、学年経営に携わる教師も、その方法論を身につけている。そのため普段から

PDCA という形式自体は自然な現象となっているといえる。 

その中において、何が悪かったか、じゃあどうするのがよいか、という判断は、（授業の）進捗管理の側面から

は行われているが、学びの深まり等の観点からは余り行われていないように思われる。 

３）地域等の外部資源の活用 

JTB のプログラムにおいて、千代田区の姉妹自治体である秋田県五城目町、群馬県嬬恋村の観光面の課題

解決において協力した。 

 

〇成果 

 カリキュラム・マネジメントの視点における成果として、端的に示せる材料は揃っていない。 

 今年度、COMPASS、JTB 双方に共通していたのは「１つの単元としての STEAM 教育の試み」であった。学習活
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動の成果が示される機会は、単元の最後に設定されていたプレゼンテーション等となるため、「創る」から生じた

「知る」（もっと知りたい）という欲求を受けとめるには至らなかった。また、教科との関連についての検討が十分と

は言えず、教科横断的な視点でのマネジメントの課題が残っている。実証の設計段階で、実証校の教育課程と

実証によって目指す目標やプロセスの網掛けが必要になるだろう。 

 

3.2.5 コモン・ルーブリックのテーラリングの実績と成果 

〇2018 年度導入した「タキソノミーテーブル」 

麹町中学校では 2018 年度 COMPASS による実証事業が行われ、田中コーチによる「タキソノミーテーブル」の

導入が試行された。2019 年度の実証では、「未来の教室」コモン・ルーブリックの展開を予定していたため、前年

度の「タキソノミーテーブル」との混同がないよう実証事業前に両コーチと打合せた上で説明に臨んだ。 

 

〇「未来の教室」コモン・ルーブリックの説明 

10 月 8 日に開催した第２回定例会において、田中コーチから形成的な評価の重要性と、「未来の教室」コモ

ン・ルーブリックの説明を行い、主に STEAM 教育の授業で利用すること、コモン・ルーブリックを授業のゴールに

すりあわせてカスタマイズすることが大事であること、そのために不明なところは教育コーチが助言・支援すること

を伝えた。 

教員からは、「キックオフの会議では、本実証での目標設定が見えなかった。本ルーブリックがあることで、育成

したい資質・能力が明確になり、学習過程の見取りと評価がわかりやすくなる」との声が挙がり、2018 年度の（タキ

ソノミーテーブル作成と実施の）経験がある COMPASS からは、10 月末までにコモン・ルーブリックをテーラリング

する旨の意思表示があった。一方で JTB は、評価について詳しくないため、相談しながら進めたい、との声が挙

がり、田中コーチから支援の申し出をした。 

 

〇テーラリング 

 その後 COMPASS は、実証後にテーラリングを実施。コモン・ルーブリックの観点から学習活動や成果の考察が

行われている。 

 JTBのプログラムでは、簡易指導案の作成において田中コーチがハンズオンで入ることになったため、その作業

にあわせて全体プログラムの構築とルーブリックのテーラリングを行うことができた。 

 

〇成果 

JTB による実証において、全体プログラムおよび各回の指導略案に「コモン・ルーブリック」の該当項目をテーラ

リングしたことにより、STEAM 教育における課程（プロセス）の充実が図られた。その結果、３．２．３「STEAM 教育

の授業デザインの実績と成果」でも触れているが、「形成的な評価」が試行され、教員と事業者が生徒の変容を捉

え、共有することができた。 

テーラリングを行うにあたり、教育コーチが事業者の計画を精査し、コモン・ルーブリックの該当項目における網

掛け（次ページ）を行った。これを参考に、各回の評価規準が整理され、学習活動の検討が具体化した。 

なお、２つの事業者の STEAM 教育には、「データを扱う知識・技能、データを根拠にした思考、オーナーシッ

プや協働」という部分で複数の共通点が見られる。これらを有効利用することで、知識・技能や評価の共有による

横断的な視点による生徒への働きかけが実現した可能性がある。カリキュラム・マネジメントを支援するツールとし



29 

ても期待される。 

 

事業者の計画を踏まえたコモン・ルーブリックの網掛け例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPASS、JTB、双方に対応していると考えられる箇所を朱書で抽出（教育コーチ田中案） 

 

3.2.6 教育コーチ支援全体の総括および今後の課題と展望 

 実証事業全体を通じ、「未来の教室」事業の目指す「知る」と「創る」の循環をどう生み出すのか等ほとんど設計

せずに始めた感がある。そのため、2018 年度で既に実績のある（授業の）個別最適化で生まれた時間の有効活

用としての STEAM 教育の授業は、「いままでと違って面白い」という「非日常」の楽しみ以上の感じ方を生徒がし

たかどうかがわからず、次につなげられる評価指標そのものの検証もできなかったのが残念である。2018 年度の

「未来の教室」実証校でもあるからこそ、事前準備はしっかりし、他のモデル校では生み出せない学びの質の検

証や指標の検証に踏み込んでほしかった。 

その点、当初より両教育コーチも懸念を表明していたが、両事業者と学校がこの点を問題に感じ解決を図ろう

としない限り教育コーチは動けず、それらをトータルでマネジメントする立場が実質的に不在となっていたことは問

題点として次年度以降改善すべきと強く感じる。 

 

 一方、全体設計がない中で、定例会を機会とした内容の軌道修正は迅速に行われていた。これは「自律 尊重 

貢献」という学校教育目標を教師が深く理解した上で、学年経営をアジャイルで進行する方法論が日常となって

いるからと推測できる。従って、実証事業を「授業」として展開することそのものは問題なく行われ、実証事業の内
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容（コンテンツ）の良さを学校教育目標に寄せていける環境が継続したともいえる。ただし、そのことが「未来の教

室」の事業目標に沿っているかは別に検証が必要であり、「未来の教室」側で「知る」と「創る」の循環に対する評

価指標の明確化と学校目標との調整が行われなかったために、事業としての評価ができないことは断っておきた

い。 

  

 教育コーチの力量を存分に発揮させるには、全体のマネジメントが機能している環境の中で、「教育」視点にお

いて事業者・学校の調整の支援をする立場を事業開始前に明確にする必要があると感じた。なお、全体のマネジ

メントは、学校のマネジメントでも事業のマネジメントでもなく、両方を統括するという意味合いでの全体のマネジメ

ントであることを付記しておく。 

 

【補足】田中コーチより寄せられた意見・感想 

教育コーチとして、麹町中学校における 2 年間の実証に関わる中で、個別最適化や教科横断型の学習活動を

経て従来以上の学習体験や成果を生み出す「Learning Innovation」を実現するために必要と考えられる「３つの

要素」が浮かび上がってきた。 

 

▼探究的な学習や PBL（Project Based Learning）におけるプロセス 

・学習活動、認知過程、認知次元、などに関する知識や理解 

・単元設計や授業進行の検討と準備（シミュレーション、指導案作成、など）、改善 

▼情報活用能力・ICT リテラシー 

・情報活用能力（情報を集める、取り出す、分類・分析する、評価する、発信する、等） 

・ICT リテラシー（タイピング、検索、表計算、作図、ファイル管理、共有、発信、プログラミング、等） 

※（学習環境の充実）が基盤となる 

・1 人 1 台の学習者用コンピュータ（キーボード、情報分析や構造化等に適した画面サイズ） 

・高速かつ安定した情報通信ネットワーク 

・教育クラウド環境（1 人１アカウント、情報共有、コミュニケーションツール等） 

▼学習評価 

・評価規準、評価方法の検討（主に、形成的な評価）、評価の実行と指導の改善 

これらの要素が重なり合った領域に、「未来の教室」が指向した「Learning Innovation」が存在する。 

 

そのように考えた場合、各要素について「外部の事業者」や「実践者」が理解し、課題と解決策を共有し、実践と

改善を繰り返す協調性と柔軟性が極めて重要となる。 

 

2019 年度の麹町中学校での取り組みでは、前述の報告にあるように、「実践と改善」の面は学校経営としての

機能に支えられていたが、各要素において改善すべき課題が散見された。目的の共有や単元設計や評価、効

果検証に曖昧さが残ったことは事実である。 

STEAM 的な学習については、麹町中学校に限らず、今後も外部の事業者による提案や関与がベースとなると

考えられるが、外部の事業者に「学習活動や評価については専門外」という態度が強いことは、成功を妨げる要

因となるだろう。教員ではない立場であっても、学校というフィールドで学習活動や学習体験を提案するならば、
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「学習評価」「探究・PBL のプロセス」などに関する基本的な理解が求められる。その上で、新しい学びのデザイン

を提案することに意義があり、教員との共創によって新たな価値創造が期待される。 

 

児童生徒の「情報活用能力」「ICT リテラシー」にも大きな課題があることがわかった。COMPASS、JTB、双方に

共通した「データを根拠とした考えの形成と表現」というテーマに向かう大きな障壁が「ICT リテラシー」であったこ

とを指摘しておきたい。情報端末や情報システムを扱うことができる「流暢さ（＝リテラシー）」が未熟なために、豊

富な情報の処理手段が紙ベースに傾いていた。タイピング、ファイル管理、表計算ソフトの活用、情報共有、複数

の情報を構成し表現する経験や技能等の不足により、イノベーティブな学びの姿を示すまでには至っていない。

この部分は、おそらく全国の学校に共通する課題であろう。GIGA スクール構想による 1 人 1 台情報端末に代表

される新たな学習環境を活かし、小学校段階からの「ICT リテラシー」の習熟と「情報活用能力」の向上について、

体系的かつ野心的に取り組んでいただきたい。その先に、試行錯誤の「爆増」による思考の「爆増」があり、高次

な「判断」「表現」の日常化を見ることができるだろう。 

 

付記：「未来の教室」を実現するための必要な要素と領域のイメージ 

評価（Formative assessment）×探究・PBL プロセス（Learning process）×情報活用能力（ICT literacy） 

これらの要素が重なり合う領域に「未来の教室」が志向した「Learning Innovation」が存在する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作図：千代田区立麹町中学校教育コーチ 田中康平 
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3.3 武蔵野大学中学校 

～武蔵野大学中学校 「未来の教室」ものがたり～ 

 

“全ての「学び」の起点は「ワクワク」だ！” 

 

 校長のこの強い想いで、学校と事業者が結びつけば、事業自体はスムーズに進むはずだ。だったら教育

コーチは、世の中に「ワクワク」の輪をより広げることで、「未来の教室」を次々と創出する役割を果たせばよい

のではないか─ 

 そして、教育コーチは、武蔵野大学中学の体験を全国に広げる、「「未来の教室」キャラバン」を生み出す

結果を導いた。 

 

 AI 教材「atama+」を用いて楽しそうに学ぶ生徒。 

 楽しさを演出する教師とＺ会のサポーター。 

 「ゲーム創り」を題材に教科横断的な STEAM 教育を展開し、生徒をワクワクさせるライフイズテック。 

 そして、全員に共通する、「数学」に対する深い知見。 

  

 「ワクワク」を起点に、学びの「知る」と「創る」の循環が起きる様子とは、武蔵野大学中学校での実証事業の

ようなさまを指すのかもしれない。 

 

 もう１つ。武蔵野大学中学校の実証事業に関わった全員に共通する想いがあった。 

 それは、「未来の教室」のコモン・ルーブリックに明示した「オーナーシップ（自分と社会に責任を持ちそれ

らを大切にする姿勢）」を生徒たちに身につけてもらいたい、という願いである。 

 

 「実際に身についているか？」 

 その問いへの回答は、下記の記事に言い尽くされている。 

 

“生徒たちは日野田校長のことを「直（なお）さん」と呼び、何かあれば校長室を訪ねてくる。あるとき、中 1 の

生徒がこんなことを提案してきた。「直さん、教育系のイベントっていっぱいあるけれど、おじさん、おばさん

ばっかりがしゃべって、聞いているのもおじさん、おばさんばかり。どうして教育を受けているわれわれ生徒が

出られないんですか」。 

そこまで言うならやってみたら、と用意された舞台は 2019 年 11 月、東京都内で行われた「Edvation × 

Summit2019～経産省「未来の教室」実証事業中間報告～」。 

武蔵野大学中学は同事業の実証校として、一人ひとりにカスタマイズされたタブレット型 AI 教材「atama＋

（アタマプラス）」を中 1 の数学に取り入れている。各校の報告が続く中、同校だけは唯一、実際に授業を受

けている当事者として中 1 の生徒 2 人が登壇した。“ 

（東洋経済 ONLINE 2020 年 1 月 28 日「経営危機の｢女子校｣を一変させた校長の手腕」より） 
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机のレイアウトを変え学習しやすい環境で「atama+」に取り組む生徒たち。見守る先生も複数いる。 

 

「テクノロジア魔法学校」（体験版）に挑戦している生徒たち。 
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3.3.1 教育コーチの支援概要 

 

日付 教育コーチ 支援種別 

2019 年 6 月 8 日（水） 池田 修 事前打合せ（遠隔） 

2019 年 8 月 7 日（水） 池田 修／石川 一郎 定例会 

2019 年 9 月 10 日（火） 池田 修／石川 一郎 定例会 

2020 年 1 月 31 日（金） 池田 修 視察 

 

3.3.2 EdTech 導入による個別最適化のデザインの実績と成果 

〇目標 

 AI 教材「atama+」を用いて個別最適な学習環境の構築とともに、学習時間の短縮を目指した。この際、「早く進

める」ということだけに囚われ、「深い学び」につながらないことを避けるため、教師に加えてＺ会の協力によりサポ

ーターを配置し、「AI×人」の指導による修得の効率化と理解の深化を目指した。 

 なお、モデル校決定時点から、日野田校長より「とにかく楽しく数学を学んでもらうこと」に力点を置くような目標

提示がなされていたため、その目標を支援できる教育コーチを派遣した。 

 

〇課題とその解決策 

 当初、課題と予想されていたのは３点あった。 

 １つめは、学校のネットワークインフラが「atama+」の個別最適学習の運用に適したものにするための整備にかか

る時間の懸念であった。これについては、学校側の素早い対応によりスムーズに進んだ。 

 ２つめは、「適した分量」「適した到達度」「評価」などについて結論がなかなかでないことであった。その状態に

ついて校長から「やってみないと分からない」という指針が出たため、Ｚ会スタッフと学校側が毎週ミーティングし、

調整を重ねていくことで最適なものを模索するスタイルをとった。 

 ３つめは、教師がどうしても「教えて」しまうシーンを極小化することであった。この点においても、Ｚ会スタッフとい

う外部の視点があったため、毎週のミーティングで調整することが可能であった。 

 以上より、当初心配された課題は、事業実施中に修正しながら進めることができたといえる。 

 

〇進捗管理 

 毎回の定例会で、各生徒の進捗度合いが進捗率分布でグラフ化して示されていた。授業進度管理としても、事

業の工程管理としてもしっかり行われていたといえる。加えて、初期の段階で、小学段階での内容の理解が不十

分だった生徒を発見し、支援に回り、理解を定着させたことが、その後の理想的な個別最適化の授業につながっ

たといえる。 

 

〇成果 

 事業者の適切な進捗管理と、事業者と学校との意識等の共有が毎週行われていたことにより、「楽しく数学を学

ぶ」という環境の中で、学力を伸ばすという意味合いでも理想的な授業空間ができていたことが伺える。教育コー

チからの助言の必要性もほぼなく、池田コーチの方からは「（ご自身の所属する）教員養成大学で「atama+」を使

ってみたい」という声が挙がるほどであった。 
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3.3.3 STEAM 教育の授業デザインの実績と成果 

〇目標 

校長の想いもあり、「未来の教室」の取り組みを象徴的に表す言葉である「ワクワク」（感）を徹底的に追求する

取り組みとして、ゲームで遊ぶ体験を基にゲームが人を惹きつける仕組みや世界感を探究し、その探究から、学

んでいる生徒自体のマインドセットが作る側・生み出す側へとシフトすることを目指した。具体的には、身近な課題

を解決するゲームを、デジタル技術を用いて作ることで目標達成を試みた。 

 

〇進め方 

 実証事業を始める前に、ライフイズテックと学校側が十分な打合せの機会を持った。とくに学校側が用意できる

授業時間数では、ライフイズテックが想定していた授業時間数より少なかったため、話し合いにより調整し、授業

時間数の合意。その後、学校側は年間計画との折り合いをつけ、ライフイズテックは授業時間数に合わせたカリキ

ュラムを構築することを試みた点が、学校目標に沿った事業の実施という点で大きく評価できる点である。 

 その後、ライフイズテックのプロダクトである「テクロノジア魔法学校」（体験版）をうまく授業に組み込み、プログラ

ミングの技能を身につけると様々なことが可能になることを生徒が体験し、実感を得た。事業開始時に教師向け

研修を丁寧に実施したことも生徒の学びを深める一因をつくったといえる。 

 最終フェーズでは「ワクワク」して「創る」体験として、学校の中での身近な課題をテーマに、課題解決型の「謎解

き」を創るオリジナルゲーム制作に向かった。フェーズ開始時の授業で、生徒自身が謎解きを体験し、ゲームの全

体構成や各要素のポイント、制作者としての着眼点等を学んだ。この際池田コーチが視察し、「“何でもいいから、

短い言葉を書いてください。ひらがなで５文字から１０文字ぐらいで”という指示の中での“何でもいい”では書けな

くなる生徒も出てくるので、やり方を例示した指示出しの工夫などがあると良い」などの助言を行った。 

 

〇成果 

授業内で大きな課題もなく、ゲーム等の制作物も良好で、「ライフイズテックの授業が待ち遠しい」などの声も聞

こえるほど、当初の目標であった「ワクワク」の追求は十二分にできたといえる。 

 「どういう人材を目指すか？」などの設定は当初より曖昧だったと思えるが、余り目標設定に拘り過ぎず、「ワクワ

ク」だけを徹底的に追求する、という今回のスタイル等もあってもよいのかもしれない。 

 

3.3.4 カリキュラム・マネジメントの実績と成果 

〇目標 

 主にＺ会とライフイズテックの間で、数学における内容面での「知る」と、ゲームを「創る」活動の連携を目指した。 

 

〇カリキュラム・マネジメントの３つの視点 

１） 教科横断的な視点や「知る」と「創る」の循環について 

Ｚ会とライフイズテックとの協議は、武蔵野大学中学の教師も加わりながら、それぞれの実証事業が開始する前

に時間をかけて行われた。ライフイズテックの事業にて想定していた素材と、Ｚ会側の実証学年「中１」かつ実証

教科「数学」に絞ったときに、当初から検討は困難を極め、実証事業開始前に連携するカリキュラムが構築され

ないまま実証に入ることになった。 
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実証を進める中で、「atama+」を用いた個別最適化が順調に進めば進むほど、一人一人の進度が異なるので、

Ｚ会側からの働きかけによる内容の連携はより難しくなった。また、内容面での連携を意識しすぎると「ワクワク」

感がなくなった教材が作られることにもなりかねない、という意見も学校側から出た。そこで、ライフイズテックの

方で、プログラミングの学習やゲーム制作を進める中で数学を意識するような教材づくりを進めることで一定の

連携を果たそうとした。 

２） PDCA の確立 

ライフイズテック側では、数学の連携を深めるために、プログラミングの内容や、ゲームの CPBL（Creative 

Project-Based Learning／ライフイズテックによる造語）の内容への埋込みの検討・反映を常に繰り返していた。 

３） 地域等の外部資源の活用 

とくに見られなかった。 

 

〇成果 

 個別最適学習を進める中で、教科の内容面での一致を意識した探究型授業との連携は原理的にも極めて難し

いことが分かったことが成果とはいえる。 

 

3.3.5 コモン・ルーブリックのテーラリングの実績と成果 

当初より校長は「ルーブリックは子供自身につくらせたい」という意向がある中での検討開始だった。 

10 月１７日に開催した第３回定例会において、ICT CONNECT 21 寺西から形成的な評価の重要性と、「未来

の教室」コモン・ルーブリックの説明を行い、主に STEAM 教育の授業で利用すること、コモン・ルーブリックを授業

のゴールにすりあわせてカスタマイズすることが大事であること、そのために不明なところは教育コーチが助言・支

援することを伝えた。 

その後、コモン・ルーブリックのテーラリングが行われることはなかった。 

 

3.3.6 教育コーチ支援全体の総括および今後の課題と展望 

 校長からの方針であった「楽しい授業」「ワクワクする授業」の創出という意味合いにおいては、個別最適

/STEAM のいずれの授業においても完成度は高く、方針通りに進められたといえる。また、「未来の教室」プロジ

ェクトの目指す個別最適学習、および、探究心を発露させるという意味合いでの STEAM 的な学習は十分できて

いたように思える。これは、個別最適化により数学のインプットの授業時数を短縮し、１８時間におよぶライフイズテ

ックの事業の時間を捻出できた成果ともいえる。 

 一方、「未来の教室」実証事業として見たとき、「学びの STEAM 化」～ワクワクを起点に、「知る」と「創る」の循環

を生む～というサイクルが生まれたかどうかについては「検証不能」といえる。それは、目標が明確ではない、（各

事業の）評価のすり合わせを行っていない、コモン・ルーブリックのテーラリングが行われなかった、などで、個々

の事業と「未来の教室」事業全体の目指すこととの調整の中で生まれる評価指標を明確化できていなかったから

といえる。「未来の教室」ビジョンに掲げられた絵姿でのカリキュラム・マネジメントを目指すなら 

・事前準備に相当な時間をかけ、計画を立てること 

・チーム全体の学習観を統一した上で、マネジメント体制を明確にすること 

の２点が不可欠であることと、この２点を意識した上でもカリキュラム・マネジメントを機能させることは難しいことを

理解しておくべきである、という結論が本実証事業を通じて見えたともいえる。 
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 本事業において、「教育コーチ」は、「未来の教室」実証事業の中での役割を十分に発揮できなかった、といえ

る。両コーチの実証事業への関わり方や役割について、定例会を通じても明確化できないまま最後まで進んだこ

とがその大きな理由であり、反省すべきところである。 

 一方、池田コーチが本事業の「教育コーチ」として関わることにより、後に「「未来の教室」キャラバン」と呼称され

るようになるイベントの１つを自ら企画し、実行に移したことは、「未来の教室」事業全体に大きなプラスの要素を与

えたことは付記しておきたい。 

 

京都橘大学啓成館と並ぶ「未来の教室」 
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3.4 袋井市立浅羽北小学校 

 

 

～袋井市立浅羽北小学校 「未来の教室」ものがたり～ 

 

〇袋井市目標：夢を抱き たくましく次の一歩を踏み出す 15 歳 「自立力」と「社会力」の育成 

〇浅羽学園（＝袋井市浅羽地区の幼小中 12 年間一貫体制）目標：こころざしをもち共によりよく生き抜くた

くましい子 

〇学校教育目標：自立～「気づき・考え・実行する子」の育成 

〇学校経営目標：「胸に尺度のある子」の育成 

 

 一見すると、自治体から学校まで軸が貫かれた子供たちの育成目標に見える。 

 しかし、その目標を実現する手段には様々な方法論があり、異なる手段を用いた時の相乗効果を発揮さ

せることがいかに難しいか、本校での実証事業では露わにしたのではないだろうか。 

 

 算数の内容面で、「知る」活動と「創る」活動が連携されるような（１授業時間相当分の）教材案を事業者が

作成しても、授業で指導するところまで落とし込むことができなかったこと。 

 コモン・ルーブリックを活用し、これまで学校経営にて定着している「ふり返り」活動をさらに良くしようと提案

しても、テーラリングすることができなかったこと。 

 

 「育成すべき資質・能力」は、抽象的ではなく具体的な言葉とそのための方法論に落とし込まないと、立場

を越えて共通の手段で取り組むことは困難であることが明らかになったといえる。 

 

 一方で、本実証事業中に、これまでにはなかった輝きを放った児童もいる。 

 

 算数の単元テストで２、３割以上の点数がほとんどとれなかった児童が満点をとった。 

 運動神経はいまひとつで、体育の授業中に主役に躍り出ることがほとんどなかった児童が、戦術を立て実

行することで、タグラグビーでは普段の体育の授業では見せない喜んだ顔を見せた。 

 

 「未来の教室」で大切にしている「個別最適な学び」により、救われた児童がいたことを大人たちは胸に刻

み、今後よりよいプログラムの開発に取り組んでいくことを確信している。 
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個別最適化教材「やる key」を用いるときでも、授業の目標は教師がしっかり提示。 

笑顔でタグラグビーを楽しむ児童。「決して体育が得意な子ではない」（教師） 
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3.4.1 教育コーチの支援概要 

 

日付 教育コーチ 支援種別 

2019 年 8 月 30 日（金） 佐藤 靖泰／前田 康裕 定例会 

2019 年 10 月 7 日（月） 佐藤 靖泰／前田 康裕 視察／定例会 

2019 年 11 月 7 日（木） 佐藤 靖泰／前田 康裕 視察／定例会 

2019 年 11 月 26 日（火） 佐藤 靖泰 視察 

2019 年 11 月 27 日（水） 佐藤 靖泰 視察 

2019 年 12 月 2 日（金） 佐藤 靖泰／前田 康裕 定例会 

2020 年 1 月 20 日（月） 佐藤 靖泰／前田 康裕 定例会 

 

3.4.2 EdTech 導入による個別最適化のデザインの実績と成果 

〇目標 

 算数の「比とその応用」および「比例と反比例」の単元に、個別学習型教材「やる key」を導入することにより 

・学力上位層の学習ペースが早まり、早く学習を終え、学力低位層に教える等の時間が確保できる 

・学力低位層は学習についていけないことがなく自分のペースで理解しながら着実に学習が進められる 

・全体の結果として、「比とその応用」（第１クール）の単元学習時間を標準的な 10 時間から 8 時間に、「比例

と反比例」（第２クール）については 16 時間から 12 時間に短縮できる（そのことで生まれた授業時間を利用

して STEAM 教育が行える） 

ことを目標に置いた。 

 

〇導入時 

導入段階で教育コーチが授業を見学した。学力上位と思われる児童がどんどんドリルで進め、その児童が他

の児童に教えてあげて進める場面も見え、とても雰囲気よくできていると感じられた。「やる Key」は進捗および習

熟度が見えるので、つまづいている児童への（教師の）適切な対処ができていると（教育コーチは）捉えた。その

上で、今の児童および学級の状況では、次回同様の学習を行う際は、単元のはじめから独習するよりも、算数の

意味づけ的な導入部分があるとより良いということを佐藤コーチから助言した。 

 一方、課題として、単元をやり終えた児童がさらに勉強を進めたい場合や、前学年の知識に戻らなければいけ

ない場合の対処が未決であることが挙げられた。 

 

〇第１クールを終えて 

 多くの児童が自らのペースで先に進めることができており、全体の学習時間を短縮することはできた。 

一方で、学力下位層が、学習を先に進めることそのものを目的化しすぎて、教師がしっかり見取った上での対

話的な学びが行われているか、教師自らが懸念していた。校長は「一斉授業では落ちこぼれをつくるので、落ち

こぼれていないだけ良いといえる」という考えで、一人ひとりを見取って個別に学力を伸ばすのは教師の力量と判

断されていた。佐藤コーチからは“「やる key」は、児童が使い方に慣れ、学び方自体を理解すると、学びが深まっ

ていく”と、教師を支援する助言があり、第２クールへ進もうとする教師を勇気づけた。また、「やる key」を通じた学

習にもルーブリックの活用が可能であることを提示し、指導と評価の一体化を促した。 
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〇第２クールに向けて 

 第２クールに入る前に、佐藤コーチの提案で、定例会とは別に、第１クールをふり返る長めのミーティングを教

師・事業者・教育コーチの３者で持つことになった。その際、佐藤コーチから 

・「やる key」使用の授業内であっても、課題解決的な学習課題をすることにより、児童の対話的な学びを促

す工夫ができるし、そのことは教師の「授業づくり」を楽しくする側面もある。 

・ICT 活用全般として「何を ICT で見せるか。何を板書で残すか。何をノートに視写させるか。ノートに残させ

るべき内容は何か」などを検討・意識して指導することが大切。 

・授業の冒頭で学習目標もしくは学習内容の見通しを児童が持てるように配慮を。 

等の助言があった。 

また、「やる key」（授業モード）のダッシュボードを活用した進度の調整を行うことにした。 

 

〇第２クール 

 佐藤コーチの助言に従い、児童の対話的な学びを促す配慮を教師が行い、「学び合い」の雰囲気づくりに成功

した。また、ノートに小単元のまとめ等を書く様な指導も行われた。ダッシュボードを活用した進度調整も実施でき

た。 

 以上の改良点を加えた上で、学習時間を 16 時間から 12 時間に短縮することに成功した。 

 

〇成果 

 事業者のツール「やる key」自体は優れていて、単元の基礎的な知識を理解した上で、計算などの作業ができる

ようになるまでの時間を短縮することは、ツールだけで可能であったと思われる。そんな中での教師の役割は、思

考力を高めるための支援や、児童同士の関わりによる相互作用で「深い学び」へ昇華させるための教室づくり等

であり、教育コーチはそのための工夫について助言を続けた。 

その結果、児童の学習履歴から状況を把握しつつ、学習活動そのものの見取りを重ね、個別指導する授業形

態が教師の授業展開の方略として身についてきていることが見て取れた。一方で、「深い学び」へ昇華させるため

の教室づくりまでにはさらなる授業研究が必要と感じられた。今回の実証事業に関わった、大変優秀な２名の教

師でも困難であったことから、そもそも一斉授業から個別最適化の授業に形態を変化させると同時に、新学習指

導要領で大切にされる「主体的・対話的で深い学び」が発生するまでの時間としては、半年間という期間では難し

いと考えるべきである。 

 なお、今後、個別最適化学習において、児童の学びの深まりがあるかどうかを判断するために、今回教育コー

チから助言があった 

・学習目標の提示 

・（個別最適化学習においても）ルーブリックの活用 

などは有効と考えられる。 

 

3.4.3 STEAM 教育の授業デザインの実績と成果 

〇目標 

2018 年度の実証事業で開発した小・中学生向けの「タグラグビー×STEAM」プログラムの改良版を小学校の



42 

授業で展開し、問題解決能力の向上を図ることを目標に置いた。なお、多くの学校で展開できるように、外部の指

導者がいなくても教師のみで展開できるような授業の完成を目指した。 

 

〇授業視察 

 授業の３時間目（全８時間）を佐藤コーチが視察した。教師用指導マニュアルを事前に配布し、２クラスのうちど

ちらかひとクラスを元ラグビー選手の石川安彦指導者が、もうひとクラスを担任の教師が指導する形をとった。教

師からは「指導者の授業を見てから自分の授業に入ると安心感がある。実際の授業をイメージできるのが何よりも

ありがたい」という声が挙がった。 

教師からの課題として、下記が挙げられた。 

・教師が不理解で、ルールの確認の時間が長くなると、授業として運動量確保の時間が少なくなること 

・ルールと同様に、教師はプログラミングの理解も必要であること 

・教師が「育成すべき資質・能力」を明確にするために、ルーブリック等が必要であること 

 その一方で、児童の変容として、校長から「１回目におどおどしていた児童がプログラミングを挟んで態度がぐっ

と変わった（とても素晴らしい）。なぜこうなったか分析してほしい」という意見が出た。 

 

〇助言 

 事業者から「児童の姿勢が積極的になったのは、プログラミングの授業で升目（ボードゲーム）を使ったことで全

体を俯瞰できるようになり、自分がどこで何をしているかわかるようになったからではないか。そして教師から、タグ

ラグビーの授業中に“昨日のボードゲームでもあったよね”等の声かけがあったのが効果的だったと思う」という意

見が出た。そこで佐藤コーチから 

・そのような声かけのポイントを事前に教師用指導マニュアルに明記するとよいこと 

・授業の最初に、本時の目当てを掲示する等の工夫をすると、ふり返りの視点がより意識できるようになること 

等の助言を行った。また、児童の運動量については、一般の体育より多く十分であるとの（教育コーチの）意見だ

った。一方、安全面において、トライのラインが壁に近かったので、今後の配慮を促した。 

 前田コーチからは、ふり返りが児童の資質・能力の育成に寄与しているか評価するためにも、ルーブリックの活

用を勧めた。最初に「仲間と話し合って作戦を立てることができる」という項目をルーブリックに盛り込み、児童と共

有すると、児童の学習に対する意識も変わり、ふり返りの視点も変わる、等、例示し（ルーブリックの）導入をわかり

やすくするよう努めた。 

 

〇成果 

 事業者の用意したアンケートによるライフスキル尺度の変化については、授業の事前事後で児童の問題解決力

の向上が明確に見られた。これは、教育コーチの助言というよりも、教材パッケージの完成度が高いことが影響し

たと捉えている。 

 結果的に児童は、全体的に、スポーツの学び方を体得したようではあるが、今後は教育コーチから助言があっ

たように、最初に目当てを提示したりルーブリックを活用したりして、児童が「何を目的にこの授業を行っているか」

がわかるようにすると、より学びが深まると考えられる。 

 

3.4.4 カリキュラム・マネジメントの実績と成果 
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〇目標 

学校教育目標に「自立～「気づき・考え・実行する子」の育成～」、学校経営目標に「「胸に尺度のある子」の育

成」を掲げた校長のリーダーシップの下、ふり返りを中心としたメタ認知（自己を客観的に見る）の形成に、各教育

活動の主眼が置かれた。 

 

〇カリキュラム・マネジメントの３つの視点 

１）教科横断的な視点や「知る」と「創る」の循環について 

算数の授業内の「知る」ことが、STEAM 教育で行われるタグラグビーに応用できるような授業の創出を目指した。

そこで、問題を凸版印刷が作成し、学校側に提示を試みたが、実際の授業で教師が利用できるまでには至ら

なかった。佐藤コーチからは「教師は普段から日常生活との関連を考え授業設計している。素材だけ与えられ

てすぐ授業に移れるものではなく、授業デザインと一体化した教材づくりが必要だ」という指摘があった。 

また、前田コーチからは「タグラグビーと連動させる授業を意識するが余り、手段が目的化し、児童に学びが生

まれないのは好ましくない。」との指摘があった。SSL 側の中島さち子アドバイザーからも「無理やり一部で内容

を連携させるのではなく、スポーツをやっているときに自ずと算数等とのつながりに気づくような児童の育成が

望ましい」という意見があった。 

以上から、「未来の教室」ビジョンで掲げる“「知る」と「創る」の循環”を生むための授業設計には、本実証事業

における事業者・学校・教育コーチ等が関わり合った時間では到底足りず、十分な準備とかなりの回数の（授

業による）試行錯誤が必要と考えられる。 

２） PDCA の確立 

ふり返りを中心としたメタ認知の形成が普段からの学習活動で定着しているため、PDCA のスタイル自体は実

証事業に関わらず確立しているといってよいだろう。一方で、そのふり返りがどのような（児童の）資質・能力の

育成に寄与しているか、の分析の視点が十分ではなく、前田コーチからも「ふり返りをより良いものにするため

に分析するとよい」という助言があったが、それをどのように進めるか、までの話し合いや実施には至らなかった。 

３）地域等の外部資源の活用 

元ラグビー選手の石川安彦指導者や、STEAM 教育に詳しい中島さち子アドバイザー等を効果的に活用した。

とくに中島アドバイザーと遠隔会議システム zoom でやり取りを続けたことは、学校において外部資源を活用す

るときのツールとしてヒントを与えてくれた。 

 

〇成果 

 学校には教育目標や経営目標があり、自分の学校のグランドデザインで一丸になって進めている側面がある。

学校を場として実証事業を行う際、カリキュラム・マネジメントの視点では、学校経営目標を実現させるために自分

たちのプログラムではどういうところで発揮するかを考え、協議し、（教材を）提供しなければいけないところ、その

ための事前準備が不十分で、カリキュラム・マネジメントがきちんと行われたとは言い難い。 

 実証事業開始後、両教育コーチからも（カリキュラム・マネジメントの視点から）助言をしたが、その助言を実行に

移す際も、事業者と学校側の十分な話し合いが必要で、その時間も取れていなかったといえる。 

 結果的に、カリキュラム・マネジメントの３つの視点への意識はあったり、形として行われたりしていたが、本質的

に大切である「学校経営目標との一体化」については、試みとして実行されずに終わったと判断する。 
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3.4.5 コモン・ルーブリックのテーラリングの実績と成果 

10 月７日に開催した第２回定例会において、佐藤コーチから形成的な評価の重要性と、「未来の教室」コモン・

ルーブリックの説明を行い、主に STEAM 教育の授業（SSL 担当）で利用すること、コモン・ルーブリックを授業のゴ

ールにすりあわせてカスタマイズすることが大事であること、そのために不明なところは教育コーチが助言・支援

することを伝えた。加えて、本校においては「ふり返り」を学習の中心に据えていることから、「ふり返り」にルーブリ

ックは効果的に活用できることと、ルーブリックを作成し活用することが目的になっては好ましくなく、あくまで児童

の資質・能力の育成のためにルーブリックがあることを強調した。 

ルーブリックの導入について、校長は、小学生という学齢期では児童が総括的な評価をされたように感じ、児童

に提示するのは余り好ましいとは感じていない一方で、「ふり返り」活動を通じた形成的な評価は大切と捉えてい

る。そこで、佐藤コーチが「コモン・ルーブリックから、本実証で行う STEAM 教育に必要な資質・能力を実証事業

者が抜き出して学校側に提案する。教諭は児童にわかりやすい言語に落とし込む」という段取りを提案し、合意を

得て、定例会は終了した。なお、本定例会のタイムマネジメントがうまくできず、コモン・ルーブリックのテーラリング

に向けた作業の具体化等の重要な事項をつめることができなかったことを反省材料としてあげたい。 

結果的にテーラリング作業はこの後進まず、コモン・ルーブリックの活用はなされなかった。 

 

3.4.6 教育コーチ支援全体の総括および今後の課題と展望 

 本校においては、実証事業全体のグランドデザインとマネジメント不足が大きな課題だったといえる。この両者

がないために 

・実証事業者と教師で（例えば「知る」と「創る」の授業案について）調整が不調に終わったとき、次のステップ

をどう判断して進めていくか。 

・実証事業者間の調整をどう仕切って進めるか、両社で一体化して目指すものは何か。 

・学校（校長）の経営目標と実証事業の目標とのすり合わせはどのように進め、どう判断するのか。 

などが棚上げになり、結果、教育コーチは「学校経営目標との一体化」の必要性を訴え続けるのみで、調整・判断

行為まで至らなかったケースが散見されたように見受けられる。多くのステークホルダーが関わる（今回のような）

実証事業では、全体のグランドデザインを作成し、ステークホルダーで納得し、マネジメントを機能させ、工程管

理していくことが何よりも大切であることをまずは述べておきたい。 

  

 一方、個別最適化や STEAM 教育それぞれの実証事業は完成度として高かったといえる。担当した教師からも、

「普段のペーパーテストでは２～３割しか取れない児童が満点をとることもあるようになった」「体育の技能評価が

低い児童が活き活きと取り組んだ」等の声が挙がった。今後は、ルーブリック等を用いて、身につけてもらいたい

資質・能力が育成できているか、形成的な評価としてきちんと見るステップをつくると、よりよい授業になると思われ

る。 

 

 

  



45 

4.まとめ 

4.1 モデル校実証事業における教育コーチの果たした成果 

 

教育目標や学習のねらいの明確化 

 2018 年度の本事業報告書において記述された「探究学習、PBL という学習形態の場合、その性格上、学習者

本人の資質・能力の成長に伴い、学習者本人の目標が変わることもあるが、だからといって全体の学習目標や学

習のねらいが不明確なまま実証をスタートさせてしまうと、全体の方向性を失い、学習者本人の進んでいる方向

が実社会と連結しない結果にもなりかねない。」という点を踏まえ、本年はモデル校の教育目標等を確認し、「未

来の教室」ビジョンとすり合わせた上で実証事業に入ることを支援してもらった。 

 「未来の教室」ビジョンと大きな方向性を一致させたうえで、４つのモデル校の教育目標に照らし合わせた結果、

個々の学校でキーワードとしていたのは下記の言葉である。。 

   ●長野県坂城高等学校：「自己肯定感」 

   ●千代田区立麹町中学校：「自立 尊重 創造」 

   ●武蔵野大学中学校：「オーナーシップ」 

   ●袋井市立浅羽北小学校：「胸に尺度のある子」 

各モデル校において全体の方向性がぶれずに最後まで実証事業を進められたのは、このキーワードの明確

化と共有を初期の段階で行うことを支援し、伴走中も関係者に意識させ続けた教育コーチの成果といえる。 

 

経産省・実証事業者・学校管理職・教師等の合意形成 

 全体の方向性は一致しているものの、目標を実現するための工程や方法論については、経産省・実証事業者・

学校管理職・教師等で論が異なるのが通常である。たとえば、本実証事業のためだけに日常の学校生活が用意

されているわけではないので、年度途中から加わる「未来の教室」実証事業と学校の年間計画とのすり合わせ等

が必要になる。ここに、考え方の相違が生まれる。加えて、公立学校においては、設置者である教育委員会との

すり合わせも発生する。 

 教育コーチに選定した先生方に共通する大きな特長は、学校の日常をよく知っていることである。そのため、

「未来の教室」ビジョンに共感する教育コーチであれば、目標を実現するための工程や方法論において、経産省

や実証事業者より「学びの生産性」が高まる案を提示できる可能性が高い。加えてそのような教育コーチの役割

において、経産省・実証事業者・学校管理職・教師等が理解していれば、工程や方法論の調整を教育コーチに

委ねようという雰囲気が生まれる。 

 このような役割の下、経産省・実証事業者・学校管理職・教師等の合意形成において、教育コーチは最大の効

果を発揮したといえる。 
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4.2 コモン・ルーブリック作成と活用における教育コーチの果たした成果 

 

「学びの STEAM化」により身につけたい資質・能力の具体化 

2018 年度の本事業報告書において、今後に向けた課題として「事業を拡大するには、「この授業を実践すれ

ば、児童・生徒の成長につながる」という多くの関係者の納得を得る必要があり、その際、第三者にも分かるような

評価が必要となる。」と記述された。この反省を基に、2019 年度は選定した各教育コーチへの業務内容として、授

業評価についての助言を明確に含めていた。 

一方で、「「未来の教室」と EdTech 研究会」が回を重ねる中で、「STEAM Library」構想についての議論が白熱

し、「STEAM Library」を利用した実践を将来拡大するために、評価規準が必要ではないかとの声が出てきた。そ

こで事務局において、評価の考え方や在り方を総括的な評価から形成的な評価へ変えていく方向性の確認と、

実現するために「コモン・ルーブリック」を 2019 年度末までに作成、成果物として提示することで意見の一致を見

た。そして、その作成の実務として、教育コーチへの委嘱が検討され、新たに石村源生先生を「コモン・ルーブリッ

ク」作成担当として迎え入れることになった。 

石村先生は半月という短い間で、「コモン・ルーブリック」の第一案を作成した。そして 8 月 15 日に開催された

教育コーチ全体会議において議論を深め、各モデル校で展開する「コモン・ルーブリック」の案が固まった。 

「コモン・ルーブリック」を形にすることで、「未来の教室」ビジョンに示された「学びの STEAM 化」により身につ

けたい資質・能力が明確化され、「未来の教室」関係者の共通認識を深めることに寄与したといえる。 

 

形成的な評価についての理解浸透 

ルーブリックは、学校における授業の実践者（教師）の多くにはまだなじみがないものである。そのため、各モデ

ル校を担当する教育コーチに、今の時代に求められる資質・能力が身についたかどうかを判断する評価の在り方

として、形成的な評価の重要性や、形成的な評価の代表例としてのルーブリック、そして「未来の教室」事務局側

で作成した「コモン・ルーブリック」の提示まで丁寧に実証事業者・学校管理職・教師等にご説明いただいた。 

 当初理解が十分でなかった実証事業者・教師等の皆さんも、毎月の定例会を通じて、形成的な評価および「コ

モン・ルーブリック」の位置づけについては理解したと思える。一方で、各モデル校の実証事業におけるテーラリ

ングは困難を極めた。 

逆説的な言い方だが、「コモン・ルーブリック」が形としてあっても、学校の教育目標との整合性や教師の実践

手法とのすり合わせ、加えて教科学習の中で身につけたい資質・能力と齟齬がないようにルーブリックを活用する

ことは様々な試行錯誤が必要であることの共通認識が関係者に広がったことも成果といえる。 
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4.3 今後に向けた課題と展望 

「「未来の教室」普及のための徹底的な支援」。教育コーチの役割は、一言でこう表される。 

 

“普及”という単語を用いると、様々な方々に説明したり、メディア等で語ったり…のような絵姿を思い浮かべる

場合があると思う。しかし「未来の教室」プロジェクトにおける“普及”とは、そのような手段だけで実現されるもので

はない。 

 

「未来の教室」ビジョンの共感の輪を広げること。それが「未来の教室」の普及支援の活動である。 

 

学校目標や学習のねらい等と「未来の教室」ビジョンをすり合わせることで、学校の共感を生む。 

授業デザインを教師と一緒に開発し実践することで、教師の共感を生む。 

形成的な評価について導入支援をすることで、子供たちの主体的な学びと共感を生む。 

 

「未来の教室」事務局と実証事業者・学校管理職・教師、そして子供たちがチームとなってともに活動する中

で、参画した関係者の強い共感を生み、関係者が共感した気持ちを言葉にして広げる、ということを通じて、社会

全体に「未来の教室」が普及していくのではなかろうか。 

 

そう考えると、2019 年度を振り返っての教育コーチの役割、そして 2020 年度に向けた展望については、大筋、

2018 年度で示した下記の３点と変わりはないともいえる。 

 

●学習目標や学習のねらいの明確化と、実証事業者・実践者の合意形成支援 

●授業デザインの構築と、児童・生徒用テキストや教員用テキストの作成支援 

●学習評価の支援 

 

 「「未来の教室」に向かうには、道はまだ遠い」と、「はじめに」において言及した。遠くて困難な道のりを、絶えず

試行錯誤により課題解決する姿勢を変えない「教育コーチ」の役割は、今後より大きくなると期待している。 

 

 

（一般社団法人 ICT CONNECT 21 事務局次長 寺西隆行） 

 

 

 



「未来の教室」のための
一般的ルーブリック（案）

まえがき

2020/3/7



ルーブリックとは
•定性的な対象を何とか評価しようとする試み。

•目的に照らし合わせた「成功」の度合いを示す数値的な尺度と、
それぞれの数値に見られる認識や行為の質的特徴を示した記述か
らなる評価基準表。

•学習者が生み出したアウトプットをレベル別に分類し、レベルご
とにみられる特徴を読み取ることによって作る（→つまり本来は
事後的に作成するもの）。

•その際、複数の採点者の点数とその根拠のすり合わせが必要。

•実践の中でより多くのアウトプットが集まるにつれて再検討され
るべきもの。

•各レベルごとに、典型的なアウトプット例を付す。

•学習者と共有され、学習者自身の評価行為への参加を促す。



「未来の教室」のための一般的ルーブリック

•実際には、各事業者と協力校の行う学習プログラムごとに異な
るルーブリックが必要である。

•本ルーブリックは、そのための土台となる、一般的、汎用的
ルーブリックという位置付けである。

•また、今回提示するルーブリックは評価「基」準（＝採点に直
結するもの）ではなく、あくまで評価「規」準（＝採点のもと
になる評価の考え方を示すもの）である。

•現場で実際に使える評価「基」準をどう作っていくか、使い方
のマニュアルのようなものを作るかどうかは今後の課題である。

•さらに、「指導と評価の一体化」「主体的学習者を育成するた
めの評価プロセスへの学習者の参画」も今後の視野に入れる。



本ルーブリックのコンセプト
• 本ルーブリックが「願い」としているのは、学習者一人ひとりが、今このとき、そして生涯に渡って、さまざ
まな場面で個人（自分・他人の双方）と社会のウェルビーイングを重ねあわせて考え、いずれかを犠牲にする
ことなく、すべてをともに達成できるように行動し続けることである。

• 「ウェルビーイング」とは「善く在る」、つまり端的に言えば「幸福」という意味である。

• OECDもまた、これからの社会を担う人材を育成する目的として、「個人と集団のウェルビーイング」を最重
要視している。

• この「個人と社会のウェルビーイング」を達成するために欠かせないのが、学習者一人ひとりが自分・他人の
双方ならびに社会に責任を持ち、それらを大切にする姿勢を持つこと、すなわち、自分の学びに「オーナー
シップ」を持つこと（「自分ごと」「自分たちごと」として考えること）である。

• それこそが、ルーブリックの3つの大きな柱の一つである「幸せな未来の創造のために、他者と協働し、学びを
評価・改善し続ける力・人間性」の内実であり、目的でもあるのではないだろうか。

• そしてそれを実現するためにこそ、「未知の状況から本質的な課題を発見し、創造的に解決に取り組む・思
考・判断・表現力」が求められるのであり、さらにはそのためにこそ、学習者には「実社会の課題を解決する
ために、教科を横断して活用できる知識・技能」が必要とされるのである。

• このことを明確に主張するために、「未来の教室」のルーブリックにおいては、学力を記述する通常の文書と
は異なり、上記の順序で、つまり「個人と社会のウェルビーイング」を最上位に置く形とした。



本ルーブリックにおいて大切なこと

• 実は「未来の教室」のルーブリックにおいては、私たちは「レベル（段階）」についての考え
方を改めなければならない。ルーブリック案ではレベル１、２、３、４と、「段階を踏んで上
達していく」というストーリーでレベルを説明してきた。もちろん従来の学習感に沿うならば、
これはごく自然なことである。しかしこれはある意味、従来の学習観から「未来の教室」の学
習観に無理なく移行できるようにそのような説明をしたにすぎない。

• 「個別最適化」を本気で掲げるならば、本当に大切なのは、どのレベルの学習者にも本来上下
関係はなく、「学習者であるというだけで等しく尊い」という認識を自他共に持つことではな
いだろうか。

• もういいかげん、「レベル３や４に達するまでは準備期間、我慢期間、下積み期間だ、表に出
ずに隠れておこう」などと捉えるのはやめよう。そんな単線的な学習観に基づく上下関係から
は脱して、どのレベルであろうと最前線に立つ実践者であり、これからの時代を共に生き抜き、
共に創っていく学習者として互いに等しく尊重し合おう。そう考えるべき時代が来ているので
はないか。

• このことこそが実は「個別最適化」を目指す「未来の教室」の、隠れた重要なメッセージなの
である。



一般的ルーブリック（案） ※2020年3月6日現在

段階 1 2 3 4

名称 スターター マスター チャレンジャー フューチャー・クリエイター

オーナーシップ（自分
と社会に責任を持ちそ
れらを大切にする姿
勢）

自分自身を意味のある存在と捉え
ること、また、社会の成員として
の自覚を持つことに困難を感じて
いる。なぜそう感じているのかを
考える必要がある。

自身を意味ある存在と捉えている。また、社会の
成員としての自覚を持っている。

少なくとも１つの場面で、自身と社会のウェルビーイングを重
ねあわせようとし、両方達成しようとする姿勢または行動が見
られる。

多くの場面で、自身と社会のウェルビーイングを重ねあわせて考え、
両方達成するよう行動し続けることができる。

学習の自己調整能力・
学習転移能力（学び方
を学ぶ姿勢）

学ぶ目標を自分で立てることがで
きない。なぜ学ぶ目標が大切なの
かを理解する必要がある。

学ぶ目標を立てることができる。

創造行為を振り返り、次に何をどのように学ぶべきかという未
来の学習課題に部分的に結びつけている。
自分が現在何をどの程度修得できているのか、課題を達成する
ためにはさらに何をどの程度修得すればよいのかをある程度把
握し、差を埋めるための学習行動がみられる。

創造行為を振り返り、自分が現在何をどの程度修得できているのかを
的確に把握した上で、次に何をどのように学ぶべきかという未来の学
習課題を創造的に見出すことができる。
自分が何をどのように学んだかという学びのプロセスを把握し、学び
のプロセスをより進歩させたり、他の課題や科目に取り組む時にもそ
の学びのプロセスを応用できる。

学びの抽象化力・応用
力

まず、学んだことの内容を理解す
る必要がある。

学んだことの内容を理解している。
学んだことの内容を理解し、ある程度抽象化することはでき
る。獲得した知識やスキルの一部を、創造行為に活用してい
る。

学んだことの内容を十分抽象化し、他の学習においても活用できる。
獲得した知識やスキルを、創造行為に十分活用できている。

他者との協動力

学びの場面で、他者との関係を築
くことに困難を感じている。なぜ
そう感じているのかを考える必要
がある。

集団の中で1人で課題解決に向けて取り組むこと
ができる。

集団の中で自分の役割を発見し、チームへ貢献することができ
る。

チームビルディングに積極的に関与し、自分と他者の強みを活かし
て、チームで大きな課題を達成できる。また、チームの外のより広い
範囲の他者との関係を作ることができる。

課題発見力
教授者から与えられた課題を的確
に理解する必要がある。

教授者から与えられた課題をそのまま使ってい
る。

教授者から与えられた課題を、自分が取り組みやすい形に変換
して取り組むことができる。

教授者から与えられた「問い」から、真の課題を発見することができ
る。また、課題を取り扱い可能な大きさに分割して理解することがで
きる。

思考力
対象について何らかの説明をして
いる。

対象について論理的に説明しようとしている。
対象について説明できるが、データ、事実、法則等の根拠、も
しくは推論が他者に説明可能な論理性を備えていなかったりす
る。

対象をデータ、事実、法則等の根拠に基づいて分析・評価し、他者が
理解できるような論理的な記述によって、その本質を明らかにするこ
とができる。

判断力
目的とは何か、手段とはなにか、
ということを理解する必要があ
る。

目的を設定したり、それを達成するための手段を
選ぼうとしている。

目的を設定し、それを達成するための手段を選んでいるが、効
果性や実現可能性についてよりよい手段が残っている。

目的を設定し、それを達成するための効果的で実現可能な手段を選ぶ
ことができる。

表現力
自分の意見を文章にすることはで
きるが、他者に対して意見を表明
するまでは至らない。

他者に対して意見を表明できる。
他者に対して意見を表明する時、一通りの表現やコミュニケー
ションの手段を活用することができる。

他者に対して意見を表明する時、他者への想像力を十分に持ち、わか
りやすく、魅力的・印象的で、説得力のある表現やコミュニケーショ
ンの手段を活用することができる。

創造力
まずはどのような前例があるかを
学ぶ必要がある。

パターン化された前例にあてはめて考えることが
できる。

既知の知識や技能を組み合わせるなどして活用することによっ
て、新規性・独創性は十分でなくとも、何らかの手段、作品、
活動、知識、概念等を作り出すことができる。

既知の様々な単元や教科の、あるいは学校での学習範囲以外の知識や
技能を活用することによって、全く新しい作品、活動、知識、概念等
を創造したり、事実や法則性を発見したりすることができる。

知識
基礎的な知識を学習する必要があ
る。

基礎的な知識を身につけている。
すべてではないが、重要な知識については身につけており、そ
れらの一部をある程度他者に説明できる。

知識を幅広く身につけており、かつそれらを他者に適切に説明でき
る。また、獲得した知識と、実社会での活用方法を関連付けることが
できる。

技能
基礎的な技能を学習する必要があ
る。

基礎的な技能を身につけている。
すべてではないが、重要な技能については身につけており、そ
れらの一部をある程度他者に教授できる。

技能を幅広く身につけており、かつそれらを他者に適切に教授でき
る。また、獲得した技能と、実社会での活用方法を関連付けることが
できる。

異なる知識・技能の結
合

まずは基礎的な知識・技能を学習
する必要がある。

知識・技能を単独で用いることができる。
少なくとも１つの場面で、異なる知識・技能を組み合わせてい
る。

必要に応じて、様々な知識・技能を組み合わせて活用することができ
る。

実社会の課題を解決するため
に、教科を横断して活用でき
る知識・技能

未知の状況から本質的な課題
を発見し、創造的に解決に取
り組む思考・判断・表現力

幸せな未来の創造のために、
他者と協働し、学びを評価・
改善し続ける力・人間性

「未来の教室」で育成したい資質・能力（案）



一般的ルーブリック（案） ※2020年3月6日現在

段階 1 2 3 4

名称 スターター マスター チャレンジャー フューチャー・クリエイター
意図 「レベル1」だからといって、なるべく

ネガティブな意味に聞こえないように心
がけました。なぜなら、どのような段階
にあろうとも「学習者」は、「学習」に
取り組んでいることそのものがすでに価
値があるからです。
そこで、「とにかく動き始めただけでも
素晴らしい」との意を込めて「スター
ター」としました。

レベル2では学習者の「自立」がキーワードで
す。「学習する組織」を提唱した世界的に著
名な経営学者のピーター・センゲが、同著に
おいて「自分自身をよく理解していて自分で
自分を成長させることのできる実践家の資
質」を「自己マスタリー」と名付けていま
す。ここで言う「マスター」は、上に述べた
センゲの「自己マスタリー」を念頭に置いた
ものです。

レベル3のルーブリックの各項目の文言をつぶさ
に見ていくと、一通り何でもこなせる状態に達し
ていながら、その枠からはみ出よう、さらに一歩
先に進もう、という「萌芽」のようなものが感じ
られます。そこでレベル3の名称を「チャレン
ジャー」としました。
人によっては、「チャレンジャー」より「マス
ター」の方がレベルが上ではないかと思うかもし
れません。しかしこの「未来の教室」のルーブ
リックではあえて、「マスター」はレベル２の段
階ですでに達成してしまい、そして、レベル３で
はさらに高いステージを求めて一旦作った枠を乗
り越えて（たとえ一時的に不安定になっても）先
を目指す、という方向性を打ち出したほうがよい
と考えました。

レベル4を「フューチャー・クリエイター」とした理由
ですが、これは本事業が「＜未来の＞教室」であるこ
とが最大の理由です。そしてさらには、子どもたち
が、私たち大人の想像を大きく越えるところまで育っ
ていって欲しい、という願いを込めました。
また、「クリエイター」としたのは、やはり「創造」
というのは外せないキーワードだと考えたからです。
コンテンツやプロダクトではなく、未来の社会そのも
ののクリエイターです。

オーナーシップ（自分
と社会に責任を持ちそ
れらを大切にする姿
勢）

自分自身を意味のある存在と捉えること、また、
社会の成員としての自覚を持つことに困難を感じ
ている。なぜそう感じているのかを考える必要が
ある。

自分を意味のある存在と捉えている。また、社会の成員
としての自覚を持っている。

少なくとも１つの場面で、個人（自分・他人の双方）と社会
のウェルビーイングを重ねあわせようとし、両方達成しよう
とする姿勢または行動が見られる。

多くの場面で、個人（自分・他人の双方）と社会のウェルビーイング
を重ねあわせて考え、両方達成するよう行動し続けることができる。

学習の自己調整能力・
学習転移能力（学び方
を学ぶ姿勢）

学ぶ目標を自分で立てることができない。なぜ学
ぶ目標が大切なのかを理解する必要がある。

学ぶ目標を立てることができる。

創造行為を振り返り、次に何をどのように学ぶべきかという
未来の学習課題に部分的に結びつけている。
自分が現在何をどの程度修得できているのか、課題を達成す
るためにはさらに何をどの程度修得すればよいのかをある程
度把握し、差を埋めるための学習行動がみられる。

創造行為を振り返り、自分が現在何をどの程度修得できているのかを
的確に把握した上で、次に何をどのように学ぶべきかという未来の学
習課題を創造的に見出すことができる。
自分が何をどのように学んだかという学びのプロセスを把握し、学び
のプロセスをより進歩させたり、他の課題や科目に取り組む時にもそ
の学びのプロセスを応用できる。

学びの抽象化力・応用
力

まず、学んだことの内容を理解する必要がある。 学んだことの内容を理解している。
学んだことの内容を理解し、ある程度抽象化することはでき
る。獲得した知識やスキルの一部を、創造行為に活用してい
る。

学んだことの内容を十分抽象化し、他の学習においても活用できる。
獲得した知識やスキルを、創造行為に十分活用できている。

他者との協動力
学びの場面で、他者との関係を築くことに困難を
感じている。なぜそう感じているのかを考える必
要がある。

集団の中で1人で課題解決に向けて取り組むことができ
る。

集団の中で自分の役割を発見し、チームへ貢献することがで
きる。

チームビルディングに積極的に関与し、自分と他者の強みを活かし
て、チームで大きな課題を達成できる。また、チームの外のより広い
範囲の他者との関係を作ることができる。

課題発見力
教授者から与えられた課題を的確に理解する必要
がある。

教授者から与えられた課題をそのまま使っている。
教授者から与えられた課題を、自分が取り組みやすい形に変
換して取り組むことができる。

教授者から与えられた「問い」から、真の課題を発見することができ
る。また、課題を取り扱い可能な大きさに分割して理解することがで
きる。

思考力 対象について何らかの説明をしている。 対象について論理的に説明しようとしている。
対象について説明できるが、データ、事実、法則等の根拠、
もしくは推論が他者に説明可能な論理性を備えていなかった
りする。

対象をデータ、事実、法則等の根拠に基づいて分析・評価し、他者が
理解できるような論理的な記述によって、その本質を明らかにするこ
とができる。

判断力
目的とは何か、手段とはなにか、ということを理
解する必要がある。

目的を設定したり、それを達成するための手段を選ぼう
としている。

目的を設定し、それを達成するための手段を選んでいるが、
効果性や実現可能性についてよりよい手段が残っている。

目的を設定し、それを達成するための効果的で実現可能な手段を選ぶ
ことができる。

表現力
自分の意見を文章にすることはできるが、他者に
対して意見を表明するまでは至らない。

他者に対して意見を表明できる。
他者に対して意見を表明する時、一通りの表現やコミュニ
ケーションの手段を活用することができる。

他者に対して意見を表明する時、他者への想像力を十分に持ち、わか
りやすく、魅力的・印象的で、説得力のある表現やコミュニケーショ
ンの手段を活用することができる。

創造力
まずはどのような前例があるかを学ぶ必要があ
る。

パターン化された前例にあてはめて考えることができ
る。

既知の知識や技能を組み合わせるなどして活用することに
よって、新規性・独創性は十分でなくとも、何らかの手段、
作品、活動、知識、概念等を作り出すことができる。

既知の様々な単元や教科の、あるいは学校での学習範囲以外の知識や
技能を活用することによって、全く新しい作品、活動、知識、概念等
を創造したり、事実や法則性を発見したりすることができる。

知識 基礎的な知識を学習する必要がある。 基礎的な知識を身につけている。
すべてではないが、重要な知識については身につけており、
それらの一部をある程度他者に説明できる。

知識を幅広く身につけており、かつそれらを他者に適切に説明でき
る。また、獲得した知識と、実社会での活用方法を関連付けることが
できる。

技能 基礎的な技能を学習する必要がある。 基礎的な技能を身につけている。
すべてではないが、重要な技能については身につけており、
それらの一部をある程度他者に教授できる。

技能を幅広く身につけており、かつそれらを他者に適切に教授でき
る。また、獲得した技能と、実社会での活用方法を関連付けることが
できる。

異なる知識・技能の結
合

まずは基礎的な知識・技能を学習する必要があ
る。

知識・技能を単独で用いることができる。
少なくとも１つの場面で、異なる知識・技能を組み合わせて
いる。

必要に応じて、様々な知識・技能を組み合わせて活用することができ
る。

「未来の教室」で育成したい資質・能力（案）

幸せな未来の創造のために、
他者と協働し、学びを評価・
改善し続ける力・人間性

未知の状況から本質的な課題
を発見し、創造的に解決に取
り組む思考・判断・表現力

実社会の課題を解決するため
に、教科を横断して活用でき
る知識・技能



2020年3月分の投稿

日付 投稿内容

2020/3/1

【学びを止めない未来の教室】

Zoom
世界で最も利用されている遠隔会議、遠隔セミナー、遠隔授業向け クラウドビデオ会議サービス
■学校への提供
■無料（2020年4月30日まで）

[新型コロナウィルスによる全校休校 マナトメサポートプログラム]
Zoomは世界で最も利用されている遠隔会議、遠隔セミナー、遠隔授業向けクラウドビデオ会議サービスです。
この度、日本国内教育関係者様へサービス無償提供致します。１会議最大300名まで時間制限なし回数制限なしでご利用可能。（通常は3名以上100名以下のグループミーティングは
40分まで）その他、最大500名規模の遠隔セミナー向けサービスも提供可能です。

[遠隔会議] 教職員間会議、保護者会など様々な会議に
[遠隔セミナー ] 500名参加の大型イベントを遠隔から実施
[遠隔授業] 49名のビデオ画像を表示し一体感のある授業を実現

Zoom公式サイト
https://zoom.us/
Zoom教育向けサイト
https://zoom.us/jp-jp/education.html
お申し込みサイト
https://zoom.us/jp-jp/contactsales.html
※マナトメプログラム希望と記入ください。

＃学びを止めない未来の教室

2020/3/1

【学びを止めない未来の教室】

新しいWEB演習システム　デキタス・コミュ（株式会社城南進学研究社）
■学校への提供
■無料（ご利用開始より1カ月間）

個別指導の城南コベッツで使用している、スマホやタブレットで使えるオンライン演習システム
対象は小学5年から高校3年生まで。

３レベルに分かれた1問1答形式の問題が豊富に搭載されています。
「対戦モード」を利用して、学校の仲間と競い合いながら学習することが可能です。

＜デキタスコミュ紹介ページ＞ https://www.covez.jp/junior/gonavi/gonavi03.html

お問い合わせは　教育ソリューション事業部まで
info-csd@johnan.co.jp

＃学びを止めない未来の教室

2020/3/1

【学びを止めない未来の教室】

「学びを止めない未来の教室」プロジェクトでは、公式サイト（ https://www.learning-innovation.go.jp/covid_19/ ）で、自宅等での学びが進められるEdTech学習サービスを紹介し
続けるだけではなく、同じようにサービスをまとめてくださっているサイトを紹介し、少しでも学習者に情報が届けられるよう支援します。

今回は、株式会社Libry 後藤匠 代表取締役CEOのnoteを紹介します。

▼コロナウイルスにより臨時休校となった学校を支援すべく立ち上がったEdTech企業まとめ
https://note.com/tgoto/n/n88e7c20c8c2c

＃学びを止めない未来の教室

2020年2月28日に、文部科学省から「新型コロナウイルス感染症対策のための小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における一斉臨時休業について通知」が出ました。それに
より教育現場が対応に追われているところ.....

2020/3/1

【学びを止めない未来の教室】

学習メンターによるLINE学習相談（株式会社トモノカイ）
■個人への提供
■無料（～3月31日まで）

新型コロナウィルスの感染拡大に伴う全小中高の休校要請を受け、全国の小中高生は自宅学習を余儀なくされます。
弊社では自宅学習の際に発生する質問や相談ができない子どもたちのために「学習メンターによるLINE学習相談」（上限1000名）を無償で実施いたします。

様々な自治体で導入されているLINEによる相談受付管理システムを活用し、トモノカイの25万人を超える難関大学生データベースから厳選された「学習メンター」が、在宅で勉強を
する子どもたちの質問対応や勉強法の相談対応、進路のアドバイス等を行います。

株式会社トモノカイ
https://www.tomonokai-corp.com/
＃学びを止めない未来の教室



2020/3/1

【学びを止めない未来の教室】

schoolTakt無償提供（株式会社コードタクト）
■学校への提供
■無料（2020年3月2日から5月末まで）

株式会社コードタクト（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：後藤正樹、以下コードタクト）は、2020年3月2日より、新型コロナウイルスの影響を受けて休校となる全国の国公私
立小・中・高等学校のうち、授業支援システム「schoolTakt」を未導入の学校に対し、schoolTaktを期間限定で無償提供することを決定いたしました。
また、今回の無償提供学校も含めた全てのschoolTakt導入校に対して、schoolTaktを活用したオンライン卒業式の支援をいたします。

（オンライン相談会の実施）
今回のschoolTakt無償提供を希望される学校には無料相談会も実施します。休校期間中に今すぐ実施できる、schoolTaktを活用した３つの効果的な授業案も、併せてご提案いたしま
す。

詳細は下記サイトをご覧ください。
https://codetakt.com/news/202002/29/
＃学びを止めない未来の教室

2020/3/1

【学びを止めない未来の教室】

■学校への提供
■無料（2020年5月31日まで）

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、政府は全ての小中学校、高校、特別支援学校を３月２日から春休みまで臨時休校とする要請を決定するなど、今後のさらなる感染拡大の
状況によっては、児童・生徒の学習への影響が懸念されています。

このためまなびポケットとしては、コンテンツを提供している事業者の皆様に、この危機に対する協力を要請し、2020年2月28日時点で、前述の事業者よりコンテンツの無償提供につ
いて賛同いただく運びとなりました。

詳細は下記サイトをご覧ください。
https://manabipocket.ed-cl.com/795/
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カタリバオンライン（NPO法人カタリバ）
■個人への提供
■無料（3/2～ 学校の状況次第）

好きで好きでたまらない事がある大人、何かに秀でた名人などと、学校がお休みになり自宅で過ごす小中高生が、web会議システム「zoom」を使用して、双方向でやりとりするプロ
グラムを行います。また、子ども達向けだけでなく、保護者向けの心のケアや相談プログラムも実施します。

詳細は下記をご覧ください。
https://katariba.online/
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＃学びを止めない未来の教室

家庭学習応援サイト（学研）
■個人への提供（小学生・中学生・高校生）
■無料（3/2～3/31）

小学生から高校生対象に、自宅学習できるICT教材や、授業動画、百科事典や、読み物を中心とした電子書籍を無料公開。

https://www.gakken.co.jp/homestudy-support/
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基本のキ（株式会社デジタル・ナレッジ）
■民間教育機関
■無料（2020年3月1日(日)～4月30日(木)）
※テキストは有料です

中学1年～3年の国語・数学・英語・理科・社会の基本を、専任講師による映像授業＋専用のテキスト教材で学べる、デジタル＆アナログ連動型の学習システム『基本のキ』を民間教
育現場に対し、2020年3月1日(日)～4月30日(木)まで無償で提供いたします。

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、全国の小中学校と高校に対し臨時休校が要請されたことを受け、多くの民間教育の現場でも臨時休校が相次いでおります。学習塾に通え
なくなった生徒さんの自宅学習用にご利用いただくためこのたび無償提供を実施することとなりました。

詳細は下記をご覧ください。
https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/21552/
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プログラミング学習ツール「アポロン」（株式会社あんず堂）
■個人への提供
■無料（～2020年3月31日）

アンズテックプログラミング教室のScratch用教材として利用している、オンライン学習ツール。
対象は小学1年から中学3年生まで。
興味に合わした様々なカリキュラムを用意しており、興味に合わせて楽しみながらプログラミングを学習できます。

詳細は下記サイトをご覧ください。
https://apollon.world/coronavirus_action.html

2020/3/2

＃学びを止めない未来の教室

おすすめ学習サイト10（熊本市教育センター）
http://www.kumamoto-kmm.ed.jp/osusume.html

パソコンやタブレットですぐに学習できるホームページを集めました。
（一斉臨時休校期間の児童生徒の家庭学習教材として、児童生徒がすぐに学習できるホームページの一覧です。）
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新型肺炎休校サポート （LINEみらい財団）
■個人への提供（中・高校生）
■無料（2020年３月2日（月）～ 新型コロナウイルスによる影響が終息するまで）

LINE公式アカウント「新型肺炎休校サポート LINEみらい財団」を開設し、そのアカウント上で、国語・数学・理科・社会の学習動画を無償で提供し、中・高校生の自宅学習を支援し
ます。利用者は、自分の学年や学習進度にあった動画を選び、スマートフォンなどで閲覧することができるようになっていて、臨時休校中の自宅学習の補助教材として活用していた
だくことが可能です。

国語・理科・社会の学習動画は、市進ホールディングスが制作・配信しているもので、数学については、数学検定協会が監修しKJSが開発した動画を提供しています。また、英語につ
いては、学研ホールディングスが運営している、英語学習用の公式アカウントへのリンクを掲載していて、友だち追加していただくことで英語学習教材を無料で利用いただけます。

提供期間については、新型コロナウイルスによる影響が終息するまでを想定しています。

本アカウントでは今後も、コンテンツの拡充などを通して、学習者のみなさまの学習機会が充実するよう支援してまいります。
https://linecorp.com/ja/pr/news/ja/2020/3101
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スタディサプリ（株式会社リクルートマーケティングパートナーズ）
■学校への提供
■無料（順次アカウント発行～2020年4月30日（木））

オンライン学習サービス『スタディサプリ』と、先生の教育支援ツール『スタディサプリfor TEACHERS』の全機能を4月末まで自治体・学校に無償提供いたします。

『スタディサプリ』では、実力派講師陣による小学校から高校までの各単元を網羅した講義動画を、PC、タブレット、スマートフォンでいつでもどこでも受講可能です。

学校および先生方は『スタディサプリfor TEACHERS』を通して、児童・生徒に『スタディサプリ』上の講義動画や確認テストなど家庭学習の範囲・単元の指示、実施状況の確認がで
きます。また、コミュニケーション機能での連絡・確認事項の一斉・個別での送受信など、休校中の連絡手段としても活用いただけます。

実用的な支援実現のため、対応可能な数や環境を絞らせて頂いておりますが、可能な限りご対応させて頂きたく思います。
できる限り多くの実効性ある支援を実現し「学びたい」「学んでよかった」がもっと増えていく世界を目指してまいります。

詳細は下記サイトをご覧ください。
http://www.recruit-mp.co.jp/news/release/2020/0302_3843.html

お問い合わせ先
https://studysapuri.jp/info/inquiry/teacher/
お問い合わせカテゴリで「学校でのご導入について」「【期間限定】スタディサプリ無償提供支援について」を
選択の上、必要事項をご記入ください。追って当社よりご連絡差し上げます。

株式会社リクルートマーケティングパートナーズ（本社：東京都品川区、代表取締役社長...
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Qubena（キュビナ）・Qubena Wiz Lite（キュビナ ウィズ ライト）（株式会社COMPASS）
■学校利用・個人利用（両方）
■無料（「Qubena（キュビナ）」：2020年3月2日～次年度の学期開始まで/「Qubena Wiz Lite（キュビナ ウィズ ライト）」 ：2020年3月2日～2020年4月10日の間に利用開始して
から40日間）

株式会社COMPASSは、学校でご利用いただけるAI型タブレット教材「Qubena（キュビナ）」と、個人で自宅学習にご利用いただける「Qubena Wiz Lite（キュビナ ウィズ ライ
ト）」を新型コロナウイルスの影響による休校要請期間中に無償で提供いたします。

詳細は下記サイトをご覧ください。
https://qubena.com/blog/pr-2020302/

Press Release 2020年3月2日 株式会社COMPASS AI型タブレット教材「Qubena(キュビナ)」を開発するCOMPASS 学校向け・自宅学習向けに休校要請期間中のサービス無償提供を
開始   株式会社COMP ...
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スプリンギン・フェス シーズン1（株式会社しくみデザイン）
■個人への提供
■無料（2020年3月2日（月）～4月5日（日））

スプリンギンは無料のビジュアルプログラミングアプリ。「スプリンギン・フェス シーズン1」は休校中でも自宅などでプログラミングに楽しく取り組めるオンラインイベントで、こ
れまでの学びの成果を発揮できるプログラミングコンテストや無料のプログラミング講座のライブ動画配信などを行います。

プログラムの紹介はこちらをご覧ください。
https://note.springin.org/n/n3b8031518d81

（参考）
https://www.shikumi.co.jp/springin-fes-2020-spring/
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LEARN at HOMEプロジェクト（株式会社 増進堂・受験研究社）
■個人への提供
■無料（3/31まで　※状況次第で延長）

新型コロナウイルスの影響による休校措置への対策として、家庭学習を支援する目的で、増進堂・受験研究社および協力関連会社（キュリー社、エルロン社、テンアップ社）が各種
オンラインプログラム・サービスを期間限定で無料にて提供します。

提供プログラムは毎日変わりますので、必要なアンケートにお答えの上、公式LINEに友だち登録をしてください。

現時点で予定しているプログラム内容は以下のものです。（内容は予告なく変更する場合があります。）

■オンライン会議ツールZOOMを使った「Learn at Home オンライン自習室」および「Learn at Homeオンライン授業／ワークショップ」をキュリー社と連携し提供

■「受験研究社バーチャルライブラリー」（小１～中３対象）の期間限定 無料提供
※受験研究社が発行する小中学生用の参考書・問題集・ドリルをウェブ上で閲覧可能にします。自習でわからない問題などに出会ったときにご利用ください。

■LINEサービス「自由自在先生」（小３～６年対象）の期間限定 無料提供
※「自由自在先生」は、LINE上で知りたいキーワードを質問すると、学習参考書「自由自在」の該当ページが閲覧できる全く新しいサービスです。調べたいときに手元に参考書がな
い、索引から調べると時間が掛かる、そんな悩みを解決するサービスです。参考書購入者の特典ですが、期間限定で無料提供します。

■テンアップ社VRschoolを利用した360度画像を使った遠隔授業

■エルロン社協力による在留外国人の子弟向け「やさしい日本語」を使ったオンラインワークショップ

登録サイト
https://at-home zoshindo co jp
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gacco（株式会社ドコモgacco）
■個人への提供
■無料

さまざまなジャンルの講座を無料で受講することができます。

インターネットの基礎知識など家族で学べるコンテンツも提供しています。

https://gacco.org/
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小学校向けクラウド型デジタル教材『基礎・基本 国語検定』『基礎・基本 計算検定』（チエル）
■学校への提供
■無料（2020年3月31日まで）

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、全国の多くの学校・教育委員会で臨時休校の措置がとられています。

チエルでは、小学校向けクラウド型デジタル教材『基礎・基本 国語検定』及び『基礎・基本 計算検定』を2020
年３月末まで無償提供いたします。休校期間中の児童のみなさまの家庭等での学習に、ぜひお役立てください。

●クラウドだからいつでもどこでも学習できる
●先生方は児童の学習の進捗状況をリアルタイムで確認
●学年を自由に選べるので学び直しにも最適
※お申し込みは小学校等の先生方もしくは教育委員会のご担当者様に限らせていただきます

詳しくは下記をご覧ください。
https://www.chieru.co.jp/press-relea…/…/press-releases-4382/

『基礎・基本 国語検定』について
https://www.chieru.co.jp/products/jr-school/cloud-kokugo/
『基礎・基本 計算検定』について
https://www.chieru.co.jp/products/jr-school/cloud-keisan/
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休校中の子供たちにぜひ見て欲しい！科学技術の面白デジタルコンテンツ（科学技術広報研究会）

家庭で長い時間を過ごす子供達のために、全国の大学・研究機関の広報担当者有志（科学技術広報研究会《JACST》）が、自身が所属する研究機関のデジタルコンテンツの中から子
供たちにぜひ見て欲しいと思う作品を集めたサイトを開設しました。
この機会にぜひ、研究の最先端にふれてください！
https://sites.google.com/view/jacst-for-kids/
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AI英会話アプリ「TerraTalk」（ジョイズ株式会社）
■学校への提供
■無料（3/2（月）～3/31（火））

英会話学習アプリケーションの 『TerraTalk（テラトーク）』を、家庭学習のサポートとして期間限定で一部無償提供を開始することを決定いたしました。
AIとの英会話を通じて様々な場面での実践的な英語をいつでも・どこでも自分のペースでレッスンすることができます。学習管理システムも合わせてご利用していただき、家庭学習へ
の不安を解消するお手伝いができればと思っております。

https://www.joyz.co.jp/news/coronavirusaction/20200229
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Asuka Academy（NPO法人 Asuka Academy）
■個人への提供
■無料
NPO法人 Asuka Academy（アスカ・アカデミー）は、MIT（マサチューセッツ工科大学）が提供するサイエンス動画教材「MIT+K12ビデオ」（STEM教育ビデオ）を無償提供いたし
ます。
https://www.asuka-academy.com/mitk12/index.html

すべての動画は1本５分程度で学習しやすく、動画数は13コース、110本以上です。
内容は物理、化学、生物、電気などのほか、デザイン、ニュークリアサイエンス、Science Out Loud（先進科学詰め合わせ）など。すべて日本語・英語字幕付きです。

ご利用にはWEBサイトから無料ID登録のみが必要です。
（ラインナップ）
https://www.asuka-academy.com/img/K12lineup.pdf
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テクノロジア魔法学校（Life is Tech!株式会社）
■個人への提供（小学生・中学生・高校生・教職員）
■無料（2020年3月4日（水）～2020年3月17日（火））

中学生・高校生向けのプログラミング教育事業を手がけるライフイズテック株式会社は、3月4日（水）より、ディズニーの世界を楽しみながらプログラミングやクリエイティビティ
をオンラインで学ぶことのできるプログラミング学習教材「テクノロジア魔法学校」(入門・基礎編全63レッスン)を小中高生、教職員の方を対象に休校期間にあたる2週間（3/4-
3/17）の間、無料で提供することを決定しました。

「テクノロジア魔法学校」は『プログラミングは現代の魔法である』をテーマとして、魔法学校を舞台にしたオリジナルメインストーリーと、『リロ・アンド・スティッチ』『塔の
上のラプンツェル』など8つのディズニー作品をテーマとしたレッスンを収録し、ロールプレイングゲームのように冒険の物語が進みながら、Webデザイン・ゲーム制作・メディア
アートの3つのコースでプログラミングを基礎から学ぶことのできるオンライン教材です。

「テクノロジア魔法学校」（入門・基礎編全63レッスン）無料提供の概要
提供サービス：「テクノロジア魔法学校」（入門・基礎編全63レッスン）の限定版
※製品版と異なり、ストーリーに沿った学習に必要な魔導書・謎解きアイテム・オリジナルポストカードは含まれません。

https://life-is-tech.com/news/news/200303_technologia
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日本マイクロソフト株式会社

1. Office 365 アカウントの無償発行
■学校への提供
■無料
世界中の企業や教育機関で利用されているOffice 365のオンライン版を、無償でお使いいただけます。離れていても共同編集できるWord, PowerPoint や Excel はもちろん、状況確認
やアンケート調査で使える Forms や、コミュニケーションツールやライブ配信ができる Teams なども、無償でお使いいただけます。Office 365 のオンライン版は教育機関のお客様
には恒久的に無償でお使いいただけます。
サインアップサイト：https://aka.ms/a1free
サインアップマニュアル： https://aka.ms/eduofficeguide

2. Microsoft Teams でライブイベント
■学校への提供
■無料（春休み期間が終わるまで (応相談)）
卒業式や学習発表会、入学式などをTeamsを使ってオンライン上で配信することにより、当日参加できない保護者の方々にも、現場の雰囲気を伝えることができます。完全オンライ
ンでの配信も可能ですので、教職員のスピーチや発表を生徒や保護者は自宅からリアルタイムで視聴することもできます。記念すべき大事なイベントをオンライン上で再現すること
により、思い出に残る1日となるよう、設備や設置、当日の運営も含め、すべてサポート致します。
Teams ライブイベント マニュアル：http://aka.ms/TeamsOnlineEvent_Japanese
Teams ライブイベント設備・設置・運営サポート窓口： https://aka.ms/remotework

3. Surface 端末の無料貸出 (貸出台数に上限あり)
■学校利用
■無料（春休み期間が終わるまで (応相談)）
Microsoft Teams を使ったライブイベントをするためのデバイスが必要な方のために、ライブ配信用の機材として Surface の無料貸出を実施いたします。Microsoft の純正端末である
Surface は、Microsoft Teams を始めとする様々なクラウドソリューションと組み合わせて上質な ICT 教育環境を実現できる端末として、従来より広く教育機関のお客様にお届けし
てきました 無料貸出の詳細については 下記窓口よりお問い合わせください

2020/3/5

＃学びを止めない未来の教室

すき！がみつかる　放課後たのしーと（株式会社朝日新聞社）
■学童施設向け・家庭向け
■無料

小学校低学年向けの遊びを無料で提供するWEBサービス。学童施設向けでしたが、小学校が休校となってご家庭にいるお子さま向けにも対象を拡大しました。遊びと学びのプロたち
が 「子どもたちに夢中になって欲しい」という思いを込めて制作した「工作」「体あそび」「言葉」「数・図形」など、 幅広いジャンルの遊びのタネがそろっています。

https://houkago.asahi.com/

2020/3/5

＃学びを止めない未来の教室

遠隔授業・イベント配信向け　クラウド会議サービス 「Cisco Webex」（シスコシステムズ）
■学校への提供
■無料(利用開始日より90日間※ご利用者より申し出があった場合には、事情を考慮しシスコシステムズの判断により延長を認めることがあります。）
シスコシステムズは、この度の学校休業対策として、クラウド型Web会議システム「Cisco Webex Meetings」を無償提供します。教育機関での遠隔授業、先生方同士の連絡手段とし
て、また保護者の方々とのコミュニケーション、行事イベント等のライブ中継、録画配信（Facebook等とも連携できます。）にご利用いただけます。国内外問わず、これまで、世界
各国の教育機関において活用実績も多数あります。
◇1名単位での申請方法 – オンライン即時発行、会議開催回数、会議時間無制限
開催回数、会議時間制限なし。1会議あたり最大100名までご利用いただけます。画面・資料共有機能、会議録画機能などもご利用いただけます。オンラインで登録するだけですぐに
ご利用いただけます。パソコンだけでなく、スマートフォン・タブレットからも無償アプリをインストールいただくことで利用できます。複数拠点を電話でつなぐための音声接続も
無償で提供します。
【詳細・申込みはこちら】
https://cart.webex.com/sign-up?locale=ja_JP
◇複数名で申請の場合  - 1000名まで参加可能。会議開催回数、会議時間無制限
開催回数、会議時間制限なし。1会議あたり最大1000名までご利用いただけます。画面・資料共有機能、会議録画機能だけでなく、オンラインセミナーやトレーニングに特化したライ
センスも合わせて90日間無償提供します。パソコンだけでなく、スマートフォン・タブレットからも無償アプリをインストールいただくことでご利用できます。複数拠点を電話でつ
なぐための音声接続も無償で提供します。ご利用開始まで、数営業日程度かかります。
【詳細・申込みはこちら】
https://www.cisco.com/c/m/ja_jp/solutions/collaboration/webex90days.html
注意事項:
いずれのプランも保守やサポートのご提供はありませんが、オンラインで学習いただけるコンテンツを多数ご用意しております。

2020/3/5

＃学びを止めない未来の教室

「LINC Biz」 チャットとビデオ会議で 教育関係者の不安をサポート（株式会社AIoTクラウド（シャープグループ））
■学校・学習塾等への提供
■無料(2020年4月30日まで）
LINC Biz はチャットとビデオ会議を融合させた、ビジネスコミュニケーションサービスです。この度、フリープランのビデオ会議が同時接続 10 拠点に拡大した特別キャンペーンを
国内 学校・教育関係者様へ提供いたします（通常は 3 拠点まで）。 チャットによる学校、教員、教育関係者でのコミュニケーションや 、ビデオ会議による遠隔会議、セミナー実施
で、教育機関関係者の 臨時 テレワークをサポートします。また学習塾でのビデオ会議での遠隔授業などにもご利用いただけます。ビデオ会議とチャットの両方で教育関係者様のコ
ミュニケーションを応援します。
●学校・教育関係者のテレワーク支援（チャット／ビデオ会議による報告・連絡・相談）
●遠隔セミナー（教育関係者の研修など）
●遠隔授業（小規模学習塾など、自宅にいながら学べる・相談できる）
https://getlincbiz.jp/



2020/3/5

＃学びを止めない未来の教室

「考える力養成講座」（Institution for a Global Society 株式会社）
■個人への提供（中学・高校生向け）
■無料（先着１００名様）
■期間
●第１ターム
第1回　2020年3月10日（火）8:30～9:30
第2回　2020年3月12日（木）8:30～9:30
第3回　2020年3月13日（金）8:30～9:30
●第２ターム
第1回　2020年3月23日（月）8:30～9:30
第2回　2020年3月24日（火）8:30～9:30
第3回　2020年3月26日（木）8:30～9:30
※第１タームも第２タームも内容は同じです。

新型コロナウイルスの影響で、休校になった今、皆様はどんな思いでお過ごしでしょうか？大変な今、急な休みになった今、だからこそ、「今、自分は何をすべきなのか？」を考え
て頂く機会にしてほしいと思い、「考える力養成講座」を開講することとしました。
社会に出ると、「今、自分は何をすべきなのか？」という問いの連続です。現在も新型コロナウイルスによって急な対応に追われている人、対策を考えている人、今まさに意思決定
をしようとしている人がたくさんいます。
学校で学んだ知識と経験を総動員して自ら「考え」「行動」し、「今、自分は何をすべきなのか？」という問いに立ち向かうためのオンライン講座「考える力養成講座」を全３回に
わたって行います。
概要：「考える力養成講座」（全３回）
第1回　「考える」ことを楽しもう！
第2回　科学的に「考える」そして「意思決定」を行うとは？
第3回　究極の問いを考える
※オンライン配信プラットフォームのZoomを利用して行います。
【考える力養成講座紹介＆申し込みページ】

2020/3/6

＃学びを止めない未来の教室

観光予報プラットフォームData Science(観光予報プラットフォーム推進協議会)
■学校への提供(小学5年生以上高校・大学生向け)
■無料
■期間
学校の担当者（先生）から事務局（ＪＴＢ霞が関事業部）に申込いただき、事務局によるID/PW発行から2020年6月30日まで
※お申し込み状況により利用校数を制限させていただきます。

観光予報プラットフォームData Scienceは「観光」ビッグデータ活用したSTEAM学習を提供いたします。
観光予報プラットフォームDS（Data Science）が提供する「観光」ビックデータを活用したSTEAM学習により、探求心があり、データに強く、地域の特徴を知る「地域（日本）のミ
ライに貢献できる人材」を育成します。
ビックデータから街の特徴（課題）を見つけ、データを分析、エビデンスを作成し、根拠とともに「表現」するチカラを育成します。
観光予報プラットフォーム・RESAS・気象などから、「観光」に資するビックデータを連携して観光予報DSにより一元的にみられる環境となっています。搭載し
【プログラムへのリンク（および関連リンク）】
●観光予報プラットフォームDS（Data Science）
https://learning-steam-ds.kankouyohou.com/
●観光予報プラットフォームDS（Data Science）
ログインURL（ID/PWが必要です）
https://learning-steam.kankouyohou.com/
【紹介映像（YouTube）】
https://youtu.be/LY746or1NWg

以上、2020年3月1日～3月6日の投稿履歴



2020年2月分の投稿

日付 投稿内容

2020/2/1

【未来の教室キャラバン情報】

3月8日（日）に広島で開催する未来の教室キャラバンの参加申込が開始となりました！

今回のイベントは、教員コミュニティ「問いたてラボ」様主催・広島県教育委員会様後援のもと、県立広島大学にて開催される大型イベントです。

未来の教室キャラバンでは、「未来の教室」事業を進める経済産業省や、GIGAスクール構想を打ち出した文部科学省のキーマン、また地域で先進的な取組を実践する先生方などの多
様な講演・セッションに加え、多様なEdTechを体験できる企業展示やワークショップも併設し、新しい時代の学びにたっぷりと触れることができます。

令和時代にあるべき「未来の教室」とは？
「GIGAスクール構想」が目指す学びの姿とは？
学校や自治体はこの大きな変化にいかに対応していくべきか？
3月8日は県立広島大学で是非一緒にその答えを探しましょう。

学校教員の方、自治体・教育委員会の方をはじめ、どなたも無料でご参加頂けます。
以下申込フォームからお申し込みください。

https://docs.google.com/…/1FAIpQLScqqGqFMmVD09ZPoW…/viewform

※講演会場のキャパシティに限りがございます。お早めにお申し込みください。
※コンテンツ詳細・タイムテーブル等は間もなく更新いたします。

2020/2/2

【GIGAスクール構想情報】

文部科学省「GIGAスクール構想」サイトに追加情報が掲載されました。
https://www.mext.go.jp/a_menu/other/index_00001.htm
→「５ 追加情報（令和2年1月30日更新）」が追加されています。

たとえば、令和２年１月28日に事務連絡として各都道府県教育委員会の「GIGA スクール構想の実現」事務担当者向けに発出された資料（PDF）が公開されました。
https://www.mext.go.jp/content/20200130-mxt_syoto01-000003278_15.pdf
教育委員会およびGIGAスクール構想を支えようとする企業・団体の皆さんにおかれましては、事業スキームや交付要綱制定予定スケジュール等、是非早めにご確認いただければと思
います。

なお、本サイトの更新情報をご存じない方々も多いと思いますので、是非本投稿を「元の投稿を含める」にチェックを入れてシェアする等して広めていただけるとありがたいです。
※「元の投稿を含める」にチェックしないと、下記サイトだけがシェアされ、シェアの意図が伝わりにくいと思いますので、是非「元の投稿を含める」にもチェックをお願いしま
す！

「未来の教室」は「GIGAスクール構想」の実現をこれからも支援していきます！

2020/2/3

2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における「リカレント向けSTEAM人材育成プログラム」として、実証事業に参画している株式会社Ridilover（ https://ridilover.jp/ ）からのレポートが
届きましたので、ご紹介します。

～以下、レポート～

「健康寿命の延伸」をテーマにした「未来の教室」リカレント教育プログラム。
プログラムは、大阪府四條畷市を舞台に9月からスタートし、18名の参加者たちは、現地での3回のセッションを経て、12月14日、プロジェクトの総決算である最終提案に臨みまし
た。
四条畷市役所からは、副市長や健康寿命延伸の担当者が出席しました。

18名は4チームに分かれて、それぞれが提案。
地域の人たちの四条畷への愛郷心の強さに着目したチームからは「畷プライド」をコンセプトに、地域の人たちがより積極的にまちづくりに関わる仕掛けを考案。
生きがいを見つけることで、健康寿命を延伸する、という提案が行われました。

また、別のチームは、副市長の道路などの交通インフラへの問題意識などを参考に、「人情交差点」なるコンセプトを策定。
お出かけしたくなるようなオンライン、オフラインでの仕掛けを町で実施して、町全体を人と人が出会う人情あふれる地域にし、健康寿命延伸を実現するプランを提案しました。

4チームそれぞれが熱のこもったプレゼンテーションを行い、聞き手の市役所の方たちも、提案を真摯に審査。

最終的には、プランをすぐさま市政に反映する、という形にはならなかったものの、提案をより精緻に検討、具体化し、市政へと活かしていくことになりました。

12月をもって「未来の教室」事業は終了となりますが、参加者の中には引き続き、四條畷でのプロジェクトに参画することを宣誓する人もいました。

「未来の教室」で四條畷と出会った参加者たちが、市役所の人たち、地域の人たちと共に、町の未来を作るプロジェクトは、まだまだこれからも続いて行くことになりそうです。



2020/2/3

【「未来の教室」関係者登壇情報】
2月22日（土）に開催される「アントレプレナー教育の可能性」にて、経済産業省教育産業室の浅野大介室長が特別講演を行います。

なぜ、現代の教育に起業家教育が必要なのか？
現代における起業家教育の可能性について、起業家、教師、行政の視点から起業家教育の活動や事例のプレゼンテーションやパネルディスカッションを実施し、起業家教育を日常の
教育や生活に活かせる機会を作ります！
起業、起業教育に関心のある方はぜひご参加ください！

＜お申し込みは以下より＞
https://peatix.com/event/1408550/view…

――――イベント概要――――
【日時】2020年2月22日(土)14:00-17:00
【会場】フクラシア品川クリスタルスクエア
　　　　〒108-0075　東京都港区港南1-6-41　品川クリスタルスクエア2階
　　　　JR品川駅港南口から徒歩8分
　　　　京浜急行[品川]駅から徒歩8分
　　　　(https://www.fukuracia.jp/shinagawa/access/)
【対象】
・起業教育に興味のある教育関係者
・起業に興味のある学生
・子供の起業教育に興味のある保護者
【定員】：100名
【参加費】3,500円　クレジットカード決済or銀行振込
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

2020/2/4

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における「STEAM Library」構築に向け、実証事業に参画しているNPO法人TOKUSHIMA雪花菜工房（ https://npo-tokushimaokarakoubou.jimdo.com/
）からのレポートが届きましたので、ご紹介します。

～以下、レポート～

「食堂の渋滞解消プロジェクト」をご紹介します！

実証校として参加いただいている小松島西高校食物科のみなさんを中心に取り組んでいるこのプロジェクト！

この高校には「集団給食」という食物科の生徒が調理した給食を生徒・教員の希望者が昼食として食べるシステムがあります。
この食堂がお昼に大変混雑して、昼休みの時間内に食べ終わらないなどの、深刻な悩みを抱えています。
そこで、渋滞学や物理、数学の知識を活用して、混雑を解消しようと、このプロジェクトがスタートしました。

2020/2/5

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における公募テーマ「新しい『教職員向け研修サービス』の実証」にて採択された、株式会社Ridilover（ https://ridilover.jp/ ）からのレポートが届きま
したので、ご紹介します。

～以下、レポート～

教員ファシリテーション研修の2回目を実施しました！先生が生徒役になって臨むのは出所者の社会復帰というテーマ。
再犯率50%を下げるための本質的な課題を探ります。事前に3人の関係者へのインタビューを見て臨んだ先生方は、ディスカッションを通じて徐々に「犯罪を犯した人の、更生を支援
すること」への葛藤に踏み込みました。
この研修での体験は、必ず生徒へのファシリに活きてきます。葛藤を生む発問を繰り出す実践の場が見えてきそうです。

2020/2/6

【GIGAスクール構想　関連情報】

本日（2/6）午後11時35分から、NHK「時論公論」において、NHK解説委員による「教育情報化で学校はどう変わる」が放送される予定です。

GIGAスクール構想の下、義務教育課程での１人一台の端末整備等、教育の情報化が学校において一気に進む状況の解説がある予定です。
10分間と短い時間で要点がわかると思います。GIGAスクール構想の理解の一助として、是非ご覧ください。
https://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/100/

2020/2/7

【GIGAスクール構想　関連情報】

自民党が、「ＧＩＧＡスクール構想」を推進するための初会合を開いたことが、TBSニュースで放映されました。
https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye3898249.html

2020/2/7

【GIGAスクール構想　関連情報】

2/6（木）午後11時35分からNHKにて放映された時論公論「教育情報化で学校はどう変わる」の内容が記事になりました。

今回のGIGAスクール構想について、コンパクトにまとまっています。

“パソコンなどの端末は、今やノートや鉛筆と同じように文具の１つとも言える時代です。文具を変えれば能力が身につくわけではなく、どう活用するかにかかっていることはこれま
でと変わりません。そして、新しい学習指導要領は、「情報活用能力」を学習の基盤となる資質・能力として位置付け、これまで学校教育で育んできたいわゆる「読み書きそろば
ん」と同様の扱いをしています。情報化を進める上で、「読み書きそろばん」も「情報活用能力」もともに重要であることを忘れてはならないと思います。”（記事より引用）

是非ご覧ください。
https://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/100/420707.html

小中学生１人につき１台のパソコンを配備するなど学校のＩＣＴ環境の整備が大きく進む... #nhk_kaisetsu



2020/2/8

【「未来の教室」への注目が高まっています！】

2/4に本Facebookページの「いいね！」数が3,600を突破しました。
3,500を突破してからの日数は15日間になります。

一方、3,400→3,500までの日数は25日間でしたので、1月後半からの「未来の教室」Facebookへの注目度に驚くばかりです。

文科省が打ち出した「GIGAスクール構想」もあわせ、教育とICTの領域に注目度が高まり、未来の学びを先取りする「未来の教室」プロジェクトに新しく興味関心を持たれた方が増
えているのかもしれません。

これからも「未来の教室」の動向をFacebookにてお伝えしていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。（「未来の教室」Facebook担当より）

2020/2/9

2020/2/10

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における「STEAM Library」構築に向け、実証事業に参画しているSTEAM Sports Laboratory（ http://steams-jp.com/ ）からのレポートが届きました
ので、ご紹介します。
※なお、本事業は、「モデル校事業」において参画している袋井市立浅羽北小学校（ http://www4.tokai.or.jp/asanorth/ ）でも実証されています。

～以下、レポート～

1月17日(金)に、東京都港区立高松中学校にて「未来の教室」実証事業を行いました。
今回は、バスケットボール部員26名（女子：8名、男子：18名）を対象に、2時間の『STEAM Basketball（データに基づくチーム分析／中学校編）』ワークショップを実施。
バスケットボールの競技特性から分析の視点を解説した後、Bリーグのデータを用いた分析事例を紹介。
最後に、自分たちの練習試合のデータを用いてチーム分析を行いました。
体育館で行う普段の練習とは全く異なるトレーニングだったため最初は戸惑う様子も見られましたが、ワークをしていくうちにデータの重要性に対する理解も深まり、大変楽しそう
にチーム分析を行っていました。
（関連記事： https://pando.life/steamslab/article/8031 ）

2020/2/11

【GIGAスクール構想　関連情報】

文科省「GIGAスクール構想の実現について」サイトが更新されました。

「（事務連絡）公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金に関する交付申請見込み調査の回答期限のご連絡及び精査について（令和2年2月7日）」

が2020年2月10日に追加情報として公開されています。

2020/2/12

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における「STEAM Library」構築に向け、実証事業に参画している株式会社学研プラス（ https://gakken-plus.co.jp/ ）からのレポートが届きましたの
で、ご紹介します。

～以下、レポート～

株式会社学研プラスでは、前年度の「未来の教室」で開発したMusic Blocks（MB）と授業案を小学校で使っていただき、STEAM教育を普及する活動を行っています。今年度の「未
来の教室」では、MBを使った「STEAMライブラリー」用教育コンテンツの構築を行います。

12月まで行っていた実証をもとに、授業案を見直し、現場からの声を聞きながらMusic Blocksを初めて使う先生でも分かりやすい操作動画、Music Blocksを使ってみたいと思っても
らえる啓蒙動画の製作を進めています。

2020/2/13

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における公募テーマ「新しい『教職員向け研修サービス』の実証」にて採択された、株式会社ベネッセコーポレーション（ https://www.benesse.co.jp/
）からのレポートが届きましたので、ご紹介します。

～以下、レポート～

ベネッセコーポレーション「STEAMプログラムハッカソン」では、学習者（生徒）にとっての学びの中心である「学校の授業」のSTEAM化を、学習者と最も関わる「教員」の力で実
現することを目指しています。

第２回では、多様なコミュニティであることを活かし、学校・担当教科を越境してフィードバックしあいながら授業のシーンメイキングを行いました。

会場としてお借りした武蔵野大学附属千代田高等学院の素晴らしい空間にも力を借り、プログラムの具体化が進みました。

2020/2/13

【GIGAスクール構想　最新情報】

文部科学省「GIGAスクール構想の実現について」サイトに2/13付で情報が追加されました。

内閣官房IT総合戦略室・総務省・文部科学省・経済産業省の連名で“「未来の学び」構築パッケージ”の資料も公開されました（下記PDF）
https://www.mext.go.jp/content/20200213-mxt_syoto01-000003278_21.pdf

その他追加情報についても、関係される方は「GIGAスクール構想の実現について」サイトで早めにご確認を！
https://www.mext.go.jp/a_menu/other/index_00001.htm



2020/2/14

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における「モデル校」事業として、武蔵野大学中学校（ https://www.musashino-u.ed.jp/ ）の実証事業に参画しているライフイズテック株式会社（
https://life-is-tech.com/ ）から、これまでに実施した授業の様子などの写真が届きましたので、ご紹介します。
※なお、本実証事業では、「教育コーチ」として、石川一郎先生（香里ヌヴェール学院 学院長）・池田修先生（京都橘大学教授）が、教育効果を高めるための助言等を行っていま
す。

～以下、授業の様子～

ゲームを遊び、学び、作る過程を通じて、探究型STEAM教育を実現する本事業。武蔵野大学中学校の1年生を対象に、初回授業～第3回（全18回）の授業を実施したときの写真です。
初回授業では本事業での学習のねらい・内容についての説明に続き、弊社オリジナルオンラインゲーム「ICE CRUSH」を実際に遊び、ゲームの面白さ、構成、工夫されている点等を
考察、発表しました。
また、第2回～3回の授業では伝統的なアナログゲームであるすごろくを、チーム別にオリジナル制作・発表しました。ゲーム制作の実体験を通じて、ゲームを構成する要素とはなに
か、要素の違いから生まれる面白さの違い等について探究を深めました。

2020/2/15

【「未来の教室」教育コーチの活躍】

「未来の教室」実証事業において、2018～2019年度の２年間、千代田区立麹町中学校で「教育コーチ」を務め、タキソノミーテーブルやルーブリックの実践導入を助言している田中
康平氏のセミナーが、「ICT教育ニュース」に掲載されましたので、ご紹介します。
https://ict-enews.net/2020/02/14nelm/

2020/2/16

2020/2/17

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における「STEAM Library」構築に向け、実証事業に参画しているSTEAM Sports Laboratory（ http://steams-jp.com/ ）からのレポートが届きました
ので、ご紹介します。
なお、本事業は、「モデル校事業」において参画している袋井市立浅羽北小学校（ http://www4.tokai.or.jp/asanorth/ ）や、2月10日の本Facebookページでご紹介した東京都港区立
高松中学校（関連記事： https://pando.life/steamslab/article/8031 ）などでも実証されています。

～以下、レポート～

『STEAM Basketball（データに基づくチーム分析）』の高校編。
1月18日(土)に、長野市立長野高校のバスケットボール部30名（女子：16名、男子：14名）を対象に3時間のワークショップを実施しました。
①データを用いることの重要性を理解し、②自分たちのゲームデータからその背後にある課題を発見することを目指し、座学と実技を連動させたワークショップを展開。
はじめは緊張気味に参加していた選手たちも、自分たちのデータを使ってチーム分析を始めると議論も活発に…。
データは事実を物語る。ただし、それは結果を示しているに過ぎず、大事なことはデータ（結果）の背後にある課題（要因）を探ること。
自分たちでデータ収集→データ分析→課題発見→対策立案→計画遂行のプロセスを回せていければ、きっと目標に近づけるはずです。
（関連記事：https://pando.life/steamslab/article/8083）

2020/2/18

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における「モデル校」事業として、袋井市立浅羽北小学校の実証事業に参画している凸版印刷株式会社（ https://www.toppan.co.jp/ ）からのレポート
が届きましたので、ご紹介します。
通常の授業時間より短期間で指導が終わった事例が出始めているようです！
※なお、本実証事業では、「教育コーチ」として、前田康裕先生（熊本大学准教授）・佐藤靖泰先生（フューチャーインスティテュート株式会社教育コンサルタント）が、教育効果
を高めるための助言等を行っています。

～以下、レポート～

デジタル教科書とやるkey（授業モード）を活用した授業の全日程が無事終了しました。
今後は、本実証で授業時間を第１クールは80%、第2クールは75%に圧縮した結果として、子どもたちの成績にどのような影響が出たか、子どもたちがどのように学習を進めたか、に
ついて詳細な分析を行っていくことになります。
ICTを用いた学習では、子どもの学習履歴がデータとして残るため、これまで以上に詳細な分析ができます。
結果をご期待ください！
※写真は授業風景です。

2020/2/19

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における公募テーマ「新しい『教職員向け研修サービス』の実証」にて採択された、一般財団法人活育教育財団（ https://www.katsuiku-academy.org/
）からのレポートが届きましたので、ご紹介します。

～以下、レポート～

ファシリテーションスキル研修の第2回目がついにスタートいたしました。

初めは第1回目に学んだこと、その学びをどう実践したのかなど参加者同士で振り返りを行いました。その後、ファシリテーターとしてのマインドセットとはどうあるべきかを学び、
自分と周囲をよく観察して、行動に移していくことの重要性を改めて再認識しました。

後半ではデザイン思考とは何かを学び、実際に小グループを作り、ワークショップを行いました。人を中心に考えて課題解決を行うデザイン思考を通して、問題に対する感じ方、問
題が起きている原因を参加者全員で深く考えることができました。デザイン思考では、質よりもまず量が大切であり、恐れずに何度も挑戦することが求められます。生徒に教える側
の教員がまずは身を実践していくことが求められます。



2020/2/20

2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における「モデル校」事業として、福山市立城東中学校（ http://www.edu.city.fukuyama.hiroshima.jp/chu-joto/ ）の実証事業に参画している株式会社
学研プラス（ https://gakken-plus.co.jp/ ）からのレポートが届きましたので、ご紹介します。

～以下、レポート～

株式会社学研プラスでは、広島県福山市立城東中学校において、未来の教室「モデル校実証事業」を行っています。

教室で授業を受けられない児童生徒が集まる「きらりルーム」「チャレンジルーム」に「Qubena」「タブレットドリル」といった教科系EdTech教材、「Music Blocks」をはじめと
したSTEAM系EdTech教材を導入し、生徒一人ひとりの興味関心・意欲・進度に応じた学習計画を作成したうえで、個別最適化学習を実践します。

EdTech教材を使用して、形に残るものを製作するということでMusic Blocksを使って城東中学校の下校音楽を製作するコントストを開催することにし、多くの生徒にエントリーして
もらうために音楽作成の授業を行いました。
また、城東中学校の先生方に「きらりルーム」「チャレンジルーム」で使用しているEdTech教材についての研修や、発達に特性のある生徒への指導を積極的に行っている明蓬館高校
の校長先生を含む3名の先生方を城東中学校に招き、どのように生徒と接すればいいか、ロールプレイを交えた研修を行いました

2020/2/21

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における「モデル校」事業として、武蔵野大学中学校（ https://www.musashino-u.ed.jp/ ）の実証事業に参画しているＺ会グループ（
https://www.zkai-gr.co.jp/ ）からのレポートが届きましたので、ご紹介します。
※なお、本実証事業では、「教育コーチ」として、石川一郎先生（香里ヌヴェール学院 学院長）・池田修先生（京都橘大学教授）が、教育効果を高めるための助言等を行っていま
す。

～以下、レポート～

atama＋を用いた学習の成果が顕在化してきています。早い生徒は中学範囲の学習を終えたほか、苦手な生徒も着実に「さかのぼり学習」で課題を克服し、中1全体で見ても学習が順
調に進捗しています。
一方、学習進度の差が開くという課題も出てきたため、1月の授業では部分的に進度が早い生徒が、苦手分野を抱える生徒に教える「教え合い」も取り入れました。最初は教え合い形
式を実践することに少し抵抗感のあった生徒もいましたが、実際に実施すると教えた側、教えられた側ともに、非常に肯定的な反応がみられました。
また、一部のクラスではインフルエンザが流行し授業ができないコマが出てしまいましたが、生徒は家庭でも自身のiPadを使うことができるため、授業と同等の時間、家庭でatama＋
で学習するよう指示するなど、1人1台、持ち帰り学習とatama＋の組み合わせの柔軟性が感じられる場面もありました。

2020/2/22

【「未来の教室」メディア掲載情報】

三浦学苑高校での「未来の教室」の取り組みが神奈川新聞に掲載されました。
https://www.kanaloco.jp/article/entry-274844.html

2020/2/23

【文部科学省のフォーラムで紹介されました】

2020年1月31日に開催された「学校の働き方改革フォーラム～優良事例大集合！広げよう実践の輪～」において、経済産業省「未来の教室」創出事業にて行った学校BPRの取組みが報
告されました。

▼「学校の働き方改革フォーラム～優良事例大集合！広げよう実践の輪～」イベント詳細および資料
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/uneishien/detail/1422164.htm

▼令和元年度 学びと社会の連携促進事業「未来の教室」創出事業　学校BPR 取組み報告（PDF)
https://www.mext.go.jp/content/20200220mxt_zaimu-000002687_11.pdf

2020/2/24

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における「モデル校」事業として、武蔵野大学中学校（ https://www.musashino-u.ed.jp/ ）の実証事業に参画しているライフイズテック株式会社（
https://life-is-tech.com/ ）から、これまでに実施した授業の様子などの写真が届きましたので、ご紹介します。
※なお、本実証事業では、「教育コーチ」として、石川一郎先生（香里ヌヴェール学院 学院長）・池田修先生（京都橘大学教授）が、教育効果を高めるための助言等を行っていま
す。

～以下、授業の様子～

【IT・プログラミング学習の開始とメディアアートゲームの体験】

ライフイズテックがディズニーとの協力により開発したオンライン教材「テクノロジア魔法学校」を活用し、ゲーム制作 及び ゲーム制作に活用可能なメディアアートの基礎技術の学
習を開始したときの様子です。

また、プログラミングためのタイピングスキルを楽しみながら習得でき、且つメディアアートの美しさも実感できる弊社オリジナルオンラインゲーム「GRAPHIC BEATS」も体験しま
した。「テクノロジア魔法学校」で学習している内容が、実際にはどのような表現につながるスキルなのか「GRAPHIC BEATS」を遊ぶことで認識・理解し、学習意欲のさらなる向上
につなげました。

2020/2/25

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における公募テーマ「将来的に公認可能な『学校外教育サービス（オルタナティブ教育）』の実証」にて採択された、株式会社城南進学研究社（
https://www.johnan.co.jp/ ）からのレポートが届きましたので、ご紹介します。

～以下、レポート～

1月から学習計画を立てた生徒が計画に沿って学習を開始しました。計画通りに進んでいるところと、進んでいないところとが混在していますが、3名の生徒さんが『「和」なごみ
ルームでの学習時間を延長したい』と希望するなど、意欲的に学習に取り組んでいます。

1/21には希望者どうしで「学び」についてをテーマとして話し合い学習を行いました。終了後の感想は「楽しかった」「またやりたい」「緊張した」「大人がたくさんいて驚いた」
「ファシリテーターが話しやすかった」「学びのテーマは難しかった」「初めて会う人とこんなに話したのは久しぶりだった」などなど。参加者からの希望により第2回目を開催する
こととなりました。本来のＰＢＬとしての成果は不十分であったとしても、『「和」なごみルームのみんなと楽しく話せて仲良くなれた気がしてうれしかった』ことは、また一歩の
大きな前進です。



2020/2/26

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」実証事業にて採択された、株式会社Ridilover（ https://ridilover.jp/ ）からのレポートが届きましたので、ご紹介します。

～以下、レポート～

「社会問題の探究教材、学校で初実施！」

1/22に行われた実践授業では、出所者の社会復帰をテーマに、38名の生徒がリアルな問題の課題発見に思考を巡らせました。
担当された先生も、ご自身が経験された葛藤を生徒に起こし、学びを深く導くファシリテーションにチャレンジされました。

今後、研修に参加された先生は実践の場をそれぞれに設け、振り返っていきます。その中で、社会問題を授業で扱い、生徒も主体性を引き出していくファシリテーションの意義や実
践ポイントがよりクリアに整理され、高度な実践に繋がっていく予定です！

2020/2/26

【「未来の教室」メディア紹介情報】

2019年度「未来の教室」事業における「STEAM Library」構築に向け、徳島商業高校（ http://tokusho.tokushima-ec.ed.jp/TOP-PAGE/ ）にて実証事業に参画しているNPO法人
TOKUSHIMA雪花菜工房（ https://npo-tokushimaokarakoubou.jimdo.com/ ）の取組成果発表会の様子が「徳島県チャンネル」に登場しました。

https://www.youtube.com/watch?v=UiXphM3rD_A

2020/2/27

【未来の教室キャラバンin広島　開催延期のお知らせ】

先般よりご案内しておりました、2020年3月8日「未来の教室キャラバンin広島」ですが、コロナウイルスの拡大防止のため、広島県教育委員会様・主催者問い立てラボ様との議論検
討の上、開催を延期することに決定いたしました。
関係の皆様におきましてはご迷惑をおかけし申し訳ございません。
再開催日程はコロナウイルスの状況も踏まえて検討の上、改めてご案内いたします。
よろしくお願いいたします。

以下、主催の問い立てラボ様からのご案内です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
令和２年３月８日(日) に予定しておりました「未来の教室キャラバンin広島」ですが、予防を徹底した形での実施も検討致しましたが，新型コロナウイルスの感染拡大防止を最優先に
考え、広島県教育委員会や経済産業省と検討した結果、開催を延期することに決定いたしました。

　多くの参加者にお申込みいただいていた（２月22日現在で173名）のですが，ご参加を予定されていた皆様におかれましては，このような事態になり心よりお詫び申し上げます。

　多くの学校で４月から一人一台PC・タブレットの環境が進む中，重要かつ最適なタイミングでの勉強会ができると私も本当に楽しみにしていたところでした。「未来の教室キャラ
バンin京都」では，ＩＣＴを使う目的や個別最適な学びや対話的で深い学びを実践するために本気で大人たちが楽しそうに語り合う情熱あふれる時間でした。広島でも必ずそのような
熱い学びを提供できるよう再度準備をしてまいります。

　開催時期については現時点では未定でございますが、ウイルス流行状況なども踏まえつつ、できる限り早期に開催したいと考えております。日程等固まり次第改めてご連絡いたし
ますので、再開催の際も何卒ご協力いただきますよう、お願い申し上げます。
※「中止」でなく「延期」である旨をご承知おきください。

　問い立てラボは教育に関わるすべての人に学びとワクワクをお届けしていきます。

2020/2/27

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における公募テーマ「将来的に公認可能な『学校外教育サービス（オルタナティブ教育）』の実証」にて採択された、NPO法人SOMA（
https://www.nposoma.org/ ）からのレポートが届きましたので、ご紹介します。

～以下、レポート～

1月に入りi.Dareの本格運用がスタートしました。小学校1年生から5年生の11名の児童と8:30～15:30までさまざまな活動に取り組んでいます。

朝はエモグラフィを用いたチェックインで、自らの感情に向き合います。その後、自らやることを決めて個人活動や集団活動を行い、その後昼食を全員で準備する。午後も自ら学習
や活動内容を決めてすごします。

チェックアウトでは再び自らの感情にむきあい、どのように変化したかを共有します。
今月のテーマの一つが「計画をたてる」。セサミワークショップのプログラムを使い、計画とは何か？どうすれば計画を立てられるのか？などを対話的に学ぶ。ひとりひとりが自主
企画のイベントや活動を考えて，その実現のために活動している。
早明浦ダムの見学（ダムツアー）を考案した男子は、下準備、申し込み手続きなどを全てひとりで行い、i.Dareの全ての人を楽しいダム見学に連れていってくれました。児童の自主性
と主体性に任せて実際に起こるさまざまな事象にスタッフは驚かされっぱなしです。
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【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における「STEAM Library」構築に向け、実証事業に参画しているベジタリア株式会社（ http://www.vegetalia.co.jp/ ）からのレポートが届きましたの
で、ご紹介します。

～以下、レポート～

約半年にわたり実施してきたSTEAMプログラムもついに最終回。
1月18日に、東京都立園芸高等学校にて成果発表会を行いました。
未来の教室プログラムに参加した生徒を２～３名ずつ６つのグループに編成。
これまでに学んできたことを生かし、 実体験に基づく課題とその解決策のアイデアを各グループが発表しました。

発表では、試作機を動かしながら具体的に説明するグループもありました。
また、ロボットカートの制作に取り組んだ旭川農業高校の生徒もWeb会議で参加。
自らの取組を発表するだけでなく、都立園芸高校の生徒の発表にコメントするなど、生徒どうしの交流もおこなわれました。
結果、生徒たちからは「大変だったが楽しみながらできた」「みんなで協力できた」「様々な意見を聞いて視野が広がった」「自分たちのアイデアをさらに掘り下げて形にしたい」
といった声が聞かれました。
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【経済産業省 教育産業室 浅野室長より緊急メッセージ！】

新型コロナウイルス感染症対策。
全国の学校の臨時休業が進むでしょうが、そんなときこそEdTechがその力を発揮します。

「学校が閉まってるからって、学びを止めないで済む」

そんな社会の実現に向けた挑戦だと、前向きに考えたらよいのではないでしょうか。
経済産業省「未来の教室」プロジェクトでは、実証事業で一緒に汗をかいているEdTech事業者さんのみならず、日本の様々なEdTech事業者さんが動き始めた素敵な取り組みをご紹介
し、一人でも多くの生徒さんたちに学びの機会を届けたいと思います。

＃学びを止めない未来の教室
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【学びを止めない未来の教室】

■学校への提供
※学校活動を休止中（または一部休止や休止予定を含む）の全国の国立・公立・私立の中学・高等学校（中高一貫教育校、採用校を含む）
■無料（2020年3月9日～4月30日）

（Institution for a Global Society (IGS)より）
「e-Spire」は、VOCABULARY、READING、LISTENING、WRITING の４つのユニットで構成された中学・高校生向けのオンライン英語学習プラットフォームです。各ユニットは入
門・初級レベルからネイティブに近い上級レベルまで全75段階。生徒は豊富かつ幅広い難易度の問題に自分の習熟やペースに合わせて自由に取り組むことができます。

また、AIによる英作文の自動採点機能や学習管理のしやすさなどから先生のご負担が少ないというのも特長の一つです。
https://www.aigrow.jp/cont/cont_espire

#学びを止めない未来の教室
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【学びを止めない未来の教室】

■学校への提供
■無料（2020年3月31日まで）

（株式会社すららより）
今回休校される学校様に対して、休校期間中、無償ですらら（学習コンテンツ）を提供します。

先日の報道より、学校現場の皆様方は今後について必死に知恵を絞り、奔走し手立てを考えられているところと思います。
こんな時こそ、Edtechが社会に大きく貢献する時と考え、休校される国公私立小・中・高等学校様に対して、3月中無償でサービスを提供させていただきます。

人的制約から対応可能な数を絞らせて頂いておりますが、可能な限り対応をしたいという思いです。

各個人・企業・団体それぞれができることをしながら、この事態を乗り越えていけたらと考えてます。

お困りの方は是非下記よりご連絡ください。
https://surala.jp/supporter/covid-19/
（他、紹介サイト）
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000246.000003287.html

#学びを止めない未来の教室
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＃学びを止めない未来の教室

学校休校の要請から、「未来の教室」チームで何かできることはないか考えました。

「“ワクワクを起点に、EdTechを用いて、いつでもどこでも学べる”ことそのものが「未来の教室」が目指していたことじゃないか！」

そして｢学びを止めない未来の教室｣というテーマの下、実証事業者が子供たちの学びを応援している情報を届けていくサイトを、要請から1日ちょっとで開設できました。

EdTechを用いて、自宅等でも学習できる様々な教材やサービス。
これからFacebookで情報提供するとともに、本サイトでまとめていきます！
https://www.learning-innovation.go.jp/covid_19/
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【学びを止めない未来の教室】

■個人への提供
■無料（2020年3月31日まで）

（Ｚ会グループより）
オンライン学習塾「アオイゼミ」、休校中のすべての中高生に授業動画を無料開放
https://www.zkai-gr.co.jp/news/4783/

株式会社増進会ホールディングス（Ｚ会グループ）のグループ会社、株式会社葵（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：内藤正史）は、80万人の中学生・高校生が利用するオン
ライン学習塾「アオイゼミ」のすべての中学生・高校生を対象に、期間限定で授業動画を無料開放いたします。

新型コロナウイルス感染拡大の影響を鑑み、通常は有料会員のみが見放題の授業動画を、3月31日（火）まで、すべての中学生・高校生が視聴できるようにしました。スマートフォン
アプリのほか、パソコンからでも視聴いただけます。

（関連リンク）
アオイゼミ
https://www.aoi-zemi.com/
「アオイゼミ」アプリダウンロード
iOS版：https://apps.apple.com/jp/app/id659363761
Android版：https://play.google.com/store/apps/details…

#学びを止めない未来の教室
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【学びを止めない未来の教室】

■学校への提供
■無料（春休み期間終了（2020年4月上旬）まで）

（株式会社Libryより）
スマートに学べる問題集「リブリー」は、既存の教科書や問題集をデジタル化し、生徒一人ひとりの学習履歴に基づいた個別最適化学習ができる「デジタル教材」です。現在、約500
の中学校・高等学校に提供しています。
学校で導入していただくと、生徒向けコンテンツと合わせて、先生用管理ツールをお使いいただけます。リブリーで生徒たちが学習すると、先生用管理ツールで、学習履歴のすべて
を閲覧することができます。また、宿題の配信・回収・集計も簡単に行えます。

突然の臨時休校で、宿題用のプリント作成などが間に合わない場合でも、問題を選ぶだけで、パソコンやタブレット、スマートフォンから宿題を出すことができます。また、生徒た
ちの宿題の進捗状況もリアルタイムで確認できます。
メール（sales@libry.jp）または、Webサイトのお問い合わせフォームからお気軽にお申し込みください。

詳細はこちらにも記載しています。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000054682.html

株式会社Libry
https://libry.jp/
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【学びを止めない未来の教室】

（Google for Education Japanより）

１）Chromebook LTE / Wi-Fi　端末の無料貸出（貸出台数上限あり）
■ 学校単位の申し込み （使用者は端末やWi-Fi環境のない子ども）
■ 無料（春休みが終わるまでの期間）

学校活動が休止中の学校を（全国の国立・公立・私立の小・中・高等学校（中高一貫教育校、採用校を含む）を対象にデジタル学習教材を利用できる環境にない子どもたちにLTE端末
を無償で貸出いたします。
Chromebook は教育機関向けに開発された次世代型PCです。Chrome OS は直感的に操作でき、利用開始時から一貫してユーザーに親切な設計となっています。セットアップは簡単
で、便利な検索機能があり、常に同期が保たれます。1 回充電すれば最長 12 時間まで効率良く作業することが可能です。高速でいつでもすぐ利用可能。
Chromebook はすばやく起動し、他の処理を妨げることなく更新され、使い始めと同じパフォーマンスが常に維持されます。LTE端末を使えば場所を選ばずいつでもどこでも学習をす
ることが可能です。
https://edu.google.com/intl/ja/?modal_active=none

２）G Suite for Educationアカウントの臨時発行
■ 学校・クラス単位
■ 無料（春休みが終わるまでの期間）

学校活動が休止中の学校（全国の国立・公立・私立の小・中・高等学校（中高一貫教育校、採用校を含む）を対象に G Suite サービスを無償で利用できるG Suite アカウントを臨時発
行いたします。教育と学習のために作られた最高水準の生産性向上ツールセット。G Suite for Education は今後も教育機関に無料で提供されます。Classroom 機能をはじめ、ドキュ
メント、スプレッドシート、スライド、フォーム、サイトなど多種多様な学習活動に必要なサービスが無償で利用可能です。また、同時編集が可能なので、離れていてもすぐそこに
いるかのように一緒に作業することが可能です。Meet機能を使えば離れていても顔をみて話せます。
https://edu.google.com/intl/ja/?modal_active=none

３）G Suite 使い方サポート（オンライン研修）
■学校単位
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【学びを止めない未来の教室】

Classi株式会社
■学校への提供（高校中心）
■無料（2020年3月9日（月）～2020年4月30日（木））

＜新型コロナウイルスの影響で学校活動を休止する全国の高校へ一部サービスを無償提供＞

● 提供サービス：「Classi」の機能限定版（利用できる主な機能は以下のとおり）

〇「コミュニケーション（校内グループ）機能」　※先生・生徒・保護者向け
〇「コミュニケーション（校外グループ）機能」　※先生向け
〇「学習動画機能」　※生徒向け
〇「Webテスト」　※先生・生徒向け
〇「EnglishCentral（Classi連携サービス）」　※生徒向け

詳細は下記サイトをご参照ください。
https://corp.classi.jp/news/1785/

＃学びを止めない未来の教室

2020/2/29

【学びを止めない未来の教室】

株式会社cinra
■個人利用・学校利用（両方）
■無料（2020年3月14日まで）
※学校経由での申し込みの方のみ、お申し込み日より1ヶ月無料で提供します。

Inspire High（インスパイア・ハイ）は、アーティストやビジネスリーダー、研究者など、第一線で活躍し、自分の人生を楽しむ様々な大人から、自分の世界を広げるインスピレー
ションをもらう、13歳～19歳のためのオンラインラーニングコミュニティです。

月2～3回（隔週日曜日）、90分間のライブ配信を通して、アーティストやビジネスリーダー、研究者など、第一線で活躍して人生を楽しむ様々な大人（ガイド）から、インスピレー
ションを受け取ることができます。場所問わず、家からでも参加可能です。

【ライブ配信の流れ】
トークを聞くだけでなく、自分自身で考えて表現するアウトプットや、メンバー同士のフィードバックも行います。インプット、アウトプット、フィードバックを繰り返すことで、
思考を深め、自分の新たな可能性に気づく体験を生み出します。

具体的な流れはこちらの動画から：
https://youtu.be/RFMQ9GJBBrk

【今後の出演予定のガイド】
・一軒のホテルで街を変えるホテルプロデューサー　龍崎 翔子 (L& GLOBAL BUSINESS, Inc.代表)
・SNSで夢を叶えるモテクリエイター　ゆうこす
・やめるを全力で応援する起業家　新野俊幸（EXIT株式会社　代表取締役）
・フラワークリエイター　篠崎 恵美（edenworks）
・資生堂クリエイティブディレクター / アートディレクター　三浦 遊
・フードエッセイスト　平野 紗季子
・社会起業家　安部 敏樹（一般社団法人リディラバ代表理事）

2020/2/29

【学びを止めない未来の教室】

ICT教材eboard（イーボード）
■個人と学校　両方への提供有
■無料
※個人利用および公立学校での利用は期間なし、私立学校や学習塾などの民間教育施設での利用は休校期間＋１週間まで

ICT教材eboardは、インターネット環境があれば、パソコンやタブレット、スマートフォンなど環境を問わず、小中学校の内容を学習できます。2,500本の映像授業での丁寧な理解か
ら、7,000問以上のデジタルドリルでの確認・定着まで、幅広くご利用頂けます。

https://info.eboard.jp/2020/02/27/coronavirus_action/

＃学びを止めない未来の教室
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【学びを止めない未来の教室】

Think!Think!（シンクシンク）
■個人への提供
■無料（2020年3月1日～3月31日）

Think!Think!（シンクシンク）は150か国・延べ100万ユーザーに利用されている、5-10歳向けの思考力育成アプリです。
無料でお楽しみいただけるフリーコースに加えて、月額300円/月額980円で、より様々な思考力問題に挑戦していただける有料コースを提供しております。

このたび、3月1日（日）から31日（火）までの１か月間、有料コースを含めたすべてのコンテンツを、全世界のユーザーを対象に完全開放することを決定いたしました。既存の有料
コース会員についても、当該期間の利用料はいただかない方針です。

シンクシンク公式サイト
https://think2app.hanamarulab.com/
無償提供プレスリリース
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000047.000012970.html…

＃学びを止めない未来の教室
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【学びを止めない未来の教室】

Ｚ会グループ
■ 個人への提供
■無料（2020年4月30日まで）

株式会社増進会ホールディングス（Ｚ会グループ）のグループ会社である株式会社Ｚ会は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を鑑み、2月28日より4月30日まで、Ｚ会Asteria総合探
究講座の探究学習のアーカイブの一部をYouTubeにて無料公開いたします。

中高生を対象とし、さまざまなジャンルで活躍する人の講義を受けることができるＺ会Asteriaの「探究学習」。学習を通じて自分たちが生きる社会の課題について深く考えたり、近
い将来自分はどのように社会に貢献できるかを考えたりすることができます。
この度、新型コロナウイルス感染拡大の影響を鑑み、通常は受講会員のみが視聴できるアーカイブコンテンツを、4月30日（木）までＺ会公式YouTubeチャンネルにて公開します。ぜ
ひご覧ください。

〇視聴方法
Ｚ会公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/zkaipr

▼探究学習アーカイブ特設サイト
https://www.zkai.co.jp/home/sougou-inquiry/

＃学びを止めない未来の教室
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【学びを止めない未来の教室】

アンカー
■個人への提供
■無料（3月初旬から3月末予定）

AIで算数の「できる」を増やす、小学生向け学習サービス「アンカー」。学校のテストや宿題の写真を送るだけで、AIにより苦手な分野を特定し、一人ひとりにあった授業動画や練習
問題を提供します。

また、数分程度で短くまとめた授業動画と練習問題で、短時間で効率よく学ぶことができます。

3月中は、小学2、３、４テストや宿題の写真を送らずとも、授業動画と練習問題を無料開放し、ご自宅等で予習復習としてご活用いただけるようにいたします。

3月初旬にiOSアプリをリリースし、3月末まで無料開放予定。無料開放の詳細は、以下サイト、SNSで随時公開します。
※3月1週目に新たにアプリをリリースし、3月末まで無料公開予定。

アンカー紹介サイト（株式会社Study Valley）：
https://studyvalley.wixsite.com/anchor
Twitter：
https://twitter.com/anchor_study
Facebook：
https://www.facebook.com/anchor.studyvalley/

2020/2/29

【学びを止めない未来の教室】

学校法人角川ドワンゴ学園N高等学校（以下、N高）および株式会社ドワンゴ
■個人への提供
■無料（3/1～ （終了時期未定））

学校法人角川ドワンゴ学園N高等学校（以下、N高）および株式会社ドワンゴは、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う全小中高の休校要請を受け、3月1日（日）より、N高で導入し
ているオンライン学習アプリ「N予備校」を全ての方に無償で提供し、オンライン授業を無料開放することを決定しました。
オンラインで自宅で学べるオールインワン学習アプリで家庭学習支援「N予備校」は、ドワンゴがN高と連携し独自に開発した、授業、教材（問題集・参考書）、Q＆Aシステムが一つ
になった学習アプリです。インターネットを活用することで、いつでもどこでも学習を進めることが可能です。
ライブ配信の生授業では、コメント機能を使って挙手や質問ができるなど双方向の参加型授業を受けることができ、アーカイブされた映像授業では、ノートを取る時に一時停止した
り、わからなかった所は何度も見返すことができたりと、自分のペースで学べます。
また、大学受験の授業では、指導経験豊富で受験を知り尽くした実力派予備校講師陣、プログラミングでは、現役エンジニアが講師を務めます。両者は今回の無料開放によって、多
くの生徒・保護者が抱える家庭学習への不安を解消する一助となればと考えています。

【オンライン学習アプリ「N予備校」概要 】
本期間中は、有料登録なしで全ての授業を無料で受けることができます。
＜N予備校HP＞
https://www.nnn.ed.nico/
＊スマートフォンで利用する場合は、App Storeまたは、Google Playからダウンロード
＜提供プログラム＞
大学受験コース（英語、数学、国語、理科、社会）、中学復習講座（英語、数学、国語）、プログラミングコース、Webデザインコース
＜提供サービス＞
教材、生授業、Q&Aがオールインワンされた学習アプリ
・教材：生授業講師自らが執筆した、スマホに最適化された50冊分のオリジナル教材を搭載しています。
・生授業：講師が行う生放送授業は、まるで教室で授業を受けているような様々な機能があります。
・Q&A（質問掲示板）： 質問して疑問を解決し、自分も疑問に答えてあげる、この教え合いを促進する学びの場を用意しています。
＜推奨環境＞



2020/2/29

【学びを止めない未来の教室】

「学びを止めない未来の教室」プロジェクトでは、公式サイト（ https://www.learning-innovation.go.jp/covid_19/ ）で、自宅等での学びが進められるEdTech学習サービスを紹介し
続けるだけではなく、同じようにサービスをまとめてくださっているサイトを紹介し、少しでも学習者に情報が届けられるよう支援します。

今回は、Future Edu Tokyoのサイトを紹介します。

▼（小中高生向け）3月に無償で活用できるオンライン学習サービス一覧
http://www.futureedu.tokyo/education-news-blog/2020/2/28/free-online-learing-resources-covid-19

＃学びを止めない未来の教室

2020/2/29

【学びを止めない未来の教室】

タンキューオンラインスクール（tanQ株式会社）
■個人利用・学校利用（両方）
■原則無料　(2020年3月2日（月）～3月20日（金）/一部有料もあり)

全校休校 サポート企画
3/2（月）～20（金）期間限定
オンラインイベントが無料で受け放題です。
タンキューオンラインスクール臨時開校します。

先着500名に、病気と人体の謎を解き明かすカードゲーム、
《免疫ヒーローズ》プレゼントします。

詳細は下記サイトをご覧ください。
https://www.tanqfamily.com/tanqschool

（3月1日（日）17:45追記）
※規定人数到達のため新規受付停止中です

2020/2/29

【学びを止めない未来の教室】

（鹿児島県総合教育センター）
各学校において実施可能な臨時休業期間における児童生徒への学習支援方法等について
http://www.edu.pref.kagoshima.jp/curriculum/jyouhoukyou/rinkyutaiou/top.htm

インターネットのサービスを利用した，在宅学習における学習支援や，家庭での児童生徒の状況の把握や連絡，Web上でのアンケートや小テスト作成・回収，などについての利用方
法や活用例を，総合教育センターのWebページに紹介しています。下記のURLからアクセスして参考にしてください。

＃学びを止めない

2020/2/29

【学びを止めない未来の教室】

YouTubeチャンネル「とある男が授業をしてみた」（葉一）
■個人利用・学校利用（両方）
■無料（個人情報の登録も必要なし）

小学校３年生から高校３年生の内容の動画を公開しております。
教科書に沿った数千本の動画を公開しておりますので、是非、家庭学習にご利用ください。
https://www.youtube.com/user/toaruotokohaichi

＃学びを止めない未来の教室

2020/2/29

【学びを止めない未来の教室】

探究学舎
■個人への提供
■無料（3/2(月)から3/20(金・祝)までの平日10:30～12:00）

探究学舎はこれまで、歴史・宇宙・元素・ロボット・建築・金融・経済など、子どもたちの興味が広がる授業を独自に制作し、数万人の親子にお届けしてきました。また1年前からは
一部の授業をオンラインで配信してきました。

数百時間分のプログラム、そしてオンライン配信技術。こうしたものを今こそ有効に活用しよう！そして何よりも、子どもたちにクリエイティブな時間を過ごしてもらおう！そんな
思いから、来週3/2より毎日授業を配信します！

授業の配信方法は
・YouTubeのライブ配信を使います
・指定のURLをクリックするだけで簡単に視聴できます
授業配信のURLは毎日変わります。
公式facebook（ https://www.facebook.com/tanQgakusha/ ）や公式twitter（ https://twitter.com/tanQgakusha ）でも毎日ご案内していきますが、確実に案内を受け取りたい！と
いう方は、こちらのフォームにメールアドレスをご登録ください。
http://eepurl.com/gUDKL5

探究学舎の授業ってどんな雰囲気？
こちらのyoutube動画をご覧ください！こんな雰囲気で多彩なテーマの授業をお届けしていきます！

授業の様子
https://youtu.be/DjCRXWSrAuk

探究学習の発表会の様子
https://youtu be/465s RX67gA



以上、2020年2月の投稿履歴



2020年1月分の投稿

日付 投稿内容

2020/1/1

2020/1/2

2020/1/3

2020/1/4

2020/1/5

2020/1/6

2020年も「未来の教室」をどうぞよろしくお願いいたします。

「未来の教室」公式Webサイトには、多くのEdTechサービスが掲載されています。
2020年はこれらのEdTechサービスが益々広まる年になると予想されます。
是非いろいろチェックしてみてください。

https://www.learning-innovation.go.jp/db-list/#main

2020/1/7

「未来の教室」プロジェクトは、民間の教育コンテンツ（AIドリル等のEdTech）導入等のEdTech導入実証事業等を通じ、GIGAスクール構想の実現を力強く支援します。

GIGAスクール構想については、下記サイトに関係資料がまとまっていますので、是非ご参照ください。
https://www.mext.go.jp/a_menu/other/index_00001.htm
EdTech導入実証事業については、本サイト内下記PDF、10ページをご参照ください。
https://www.mext.go.jp/content/20191223-mxt_jogai02-000003329_002.pdf

2020/1/8

省庁連携で進める「GIGAスクール構想」。
自治体も早速対応を始めています。

奈良県域GIGAスクール構想の実現のサイトをご紹介します。
推進日程等が書かれており、各自治体の参考になると思います。
http://www.e-net.nara.jp/kenkyo/index.cfm/1,2191,109,html

2020/1/9

【GIGAスクール構想】

GIGAスクール構想についてわかりやすくまとめられた記事が教育家庭新聞に掲載されました。
https://www.kknews.co.jp/post_ict/20200101_1a

2020/1/10

【「未来の教室」実証事業がTVで紹介されました！】

「未来の教室」実証事業、NPO法人SOMAの取り組みがTVで取り上げられました！

”「学習権の保障」とは、一人一人が学びを選択できる環境が整っていること”
”教育支援センターと、学校外での多様な学びを一括で保障しようというのがi.Dare（イデア）”
（TV中のSOMA瀬戸代表のコメントより）

子どもたちの活き活きとした表情と共に、是非ご覧ください。
https://www.kutv.co.jp/colorful/colorful-123216/

2020/1/11

【「未来の教室」実証事業がTVで紹介されました！】

「未来の教室」実証事業、長野県坂城高校の取り組みがTV（NHK）で取り上げられました！

”公立の学校としては全国的にも珍しい、ＡＩ＝人工知能を活用した教材を導入した坂城町の県立高校が、９日、初めて授業を公開しました。”（Web記事より引用）

詳しくは下記サイトをご覧ください。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/nagano/20200110/1010012082.html

2020/1/12

【GIGAスクール構想】

学校でのICT環境整備を飛躍的に進めることになるGIGAスクール構想。

各都道府県で対応が急速に進められているようです。
静岡県での進み方が、早速静岡新聞に掲載されたようですので、ご紹介します。
https://www.at-s.com/news/article/education/724427.html

2020/1/13

【GIGAスクール構想】

学校でのICT環境整備を飛躍的に進めることになるGIGAスクール構想。

現在、各都道府県でGIGAスクール構想のサイトがオープンしつつあります。
先日お知らせした奈良県に続き、宮城県でもサイトがオープンしましたので、お知らせいたします。
https://www.pref.miyagi.jp/site/gigaschool/aboutgigaschool.html



2020/1/14

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における公募テーマ「新しい『教職員向け研修サービス』の実証」にて採択された、一般財団法人活育教育財団（ http://www.katsuiku.org/ ）からのレ
ポートが届きましたので、ご紹介します。

これまでの教育技術とは異なる、授業で必要な技術を身に付けるため、皆さん真剣に学びに取り組んでいます！

～以下、レポート～

ファシリテーションスキル研修がついにスタートいたしました。

全国から先生方が集まり、ファシリテータースキルを身に着けるため、ファシリテーターとしてのマインドセットや、現状のスキルや課題等について参加者全員でシェアを行いまし
た。後半にはワークショップを行い、自分の持つ固定概念や思い込みに気付いたり、多様な意見の中から新たな発見があったりと、参加者全員で研修を作り上げることができまし
た。

2020/1/14

【「未来の教室」実証事業者プレスリリース】

実証事業者の学校法人角川ドワンゴ学園からのプレスリリースをご紹介します。
＝＝＝
～経産省「未来の教室」実証事業～

角川ドワンゴ学園、グルーヴノーツ、ミミクリデザイン
機械学習による課題解決を体験的に学ぶプログラムを開発

N中等部で実証開始し、「STEAMライブラリー」で公開を予定
https://nnn.ed.jp/news/blog/archives/9678.html

2020/1/15

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における公募テーマ「将来的に公認可能な『学校外教育サービス（オルタナティブ教育）』の実証」にて採択された、株式会社城南進学研究社（
https://www.johnan.co.jp/ ）からのレポートが届きましたので、ご紹介します。

ICT教材だけではなかなかうまくいかず、『場』と『人』の必要性まで言及された、素直なレポートをどうぞご覧ください。

～以下、レポート～

2019年は9月から12月までの4か月間に、11名の生徒の皆さんが、主に「和」なごみルームにて、ICT教材「デキタス」を用いて計162時間53分の学びを行ってまいりました。
個別学習計画を立てた生徒の中には、3月までに行う予定であった理科と数学の計29単元分の授業視聴を、12月までに全て終了。好きな教科については中1生でありながら中3生の範囲
まで追加で学習してしまうケースもあり、驚かされました。
1月からは新たに3名の生徒が個別学習計画を立てており、学びに対する今後の加速が楽しみです。

個別学習計画を立てていない生徒も、先生からもらったプリントを解くための調べ学習や、単語リストの活用など、それぞれの目的に応じて「デキタス」を工夫して活用していまし
た。活用の方法も広がっていっているようです。

注目すべきは冬休み。「冬休み中も家でがんばる!」との声も聞こえましたが …残念ながら学習量は大きくダウン。ICT教材は、場所や時間を選ばずに一人で学べるという利点はあり
ますが、「和」なごみルームという『場』と、先生方や学習支援員の『人』による応援があってより活きるものなのだということを、データを見ていて実感します。
そうなると指導者側には、「ICTを学習支援に活かすために『場』と『人』をどのように配置し、どのような役割設定を行うことが最も有効であるか」について議論を深め、より明確
にしていくことが求められていると感じます。
※写真は会議風景と個別学習計画

2020/1/15

【GIGAスクール構想】

学校でのICT環境整備を飛躍的に進めることになるGIGAスクール構想。

各都道府県で対応が急速に進められているようです。
富山県での進み方が、早速富山新聞に掲載されたようですので、ご紹介します。

http://www.tulip-tv.co.jp/news/detail/index.html?TID_DT03=20200114182147

2020/1/16

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における公募テーマ「将来的に公認可能な『学校外教育サービス（オルタナティブ教育）』の実証」にて採択された、NPO法人SOMAからのレポートが
届きましたので、ご紹介します。

～以下、レポート～

1月の本格運用を見据えて、四日間連続の「i.Dareの一日」体験プログラムを行いました。

連日リピーターが増えていく中で、チームビルディング、骨格標本作り、アートプログラムと体育のプログラム、加えて描画を実施しました。
年小児から小学校６年生までが、自ら考え、自ら選択し、自ら行動をする。四日間のなかで、児童達は一際自立・自律していき、スケジュールのマネージメントも児童達がする場面
もありました。
テレビの取材が入っても、浮き足立たず、微動だにせず自らの行動に没頭する児童達。自らを「おれたちi.Dareの子供はさぁ」と共同体意識を構築していき、自らの環境を自らでとと
のえていく彼らに必要なのは，適切なタイミングでの適切な素材や声掛け。

i.Dareのスタッフはそれらの声掛けに注力できる喜びを感じていました。

1月からは平日の学校と同じ時間に毎日i.Dareがあります。児童達の毎日の成長がますます楽しみです。

12/27のi.Dareの１日の模様がテレビ高知で放送されました。i.Dareの理念などについてもSOMA代表の瀬戸が語っております．こちらから放送をご覧になれます。
https://www.kutv.co.jp/colorful/colorful-123216/



2020/1/17

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における「STEAM Library」構築に向け、実証事業に参画しているベジタリア株式会社（ http://www.vegetalia.co.jp/ ）からのレポートが届きましたの
で、ご紹介します。

レポートは12月の様子ですが、いよいよ明日1/18（土）が発表会です！

～以下、レポート～

引き続き、都立園芸高校と旭川農業高校にてSTEAM教育プログラムの実証を進めています。

都立園芸高校では、ロボットやセンサー、プログラミングの技術を学ぶ全4回の授業が終了しました。
1/18（土）に行われる実証最終回の発表会に向けて、チームに分かれて準備を進めています。

旭川農業高校では、レゴEV3 をプロトタイプとして組み上げた電動カートの制御仕様に基づき、マイコン（Raspberry Pie）に制御のプログラミングを実装。
そのマイコンを接続して、 電動カートの動作を制御することに取り組みました。
こちらも、発表会に向けて発表の準備を進めています。

また、都立園芸高校で実習に先立って実施した講義の内容等を収録した動画を、MOOCプラットフォームであるドコモgaccoにて12月から公開しています。
引き続きどなたでも無料で受講できますので、ぜひご視聴ください。
https://lms.gacco.org/courses/course-v1:gacco+pt031+2019_12/about

2020/1/17

【GIGAスクール構想】

「未来の教室」ビジョン（2019年6月）で掲げた「新しい学習基盤づくり」としての「学校でのICT環境整備」を飛躍的に進めることになるGIGAスクール構想。

1月16日に開催された「学校ICT活用フォーラム」の一環として、萩生田文科大臣がつくば市立みどりの学園義務教育学校を視察した記事が「NEWSつくば」に掲載されました。
https://newstsukuba.jp/?p=21038

2020/1/18

【未来の教室キャラバン情報】

「未来の教室キャラバンin広島」の開催が決定しました！

未来の教室キャラバンは、「未来の教室」事業を進める経済産業省教育産業室 浅野室長や、文部科学省、また地域の改革実践者などの多様な講演・セッションに加え、先端のEdTech
を体験できる企業展示やワークショップも併設し、新しい時代の学びにたっぷりと触れることのできるイベントです。
学校教員の方、自治体・教育委員会の方をはじめ、どなたも無料でご参加頂けます。

令和時代にあるべき「未来の教室」とは？
「GIGAスクール構想」が目指す学びの姿とは？
学校や自治体はこの大きな変化にいかに対応していくべきか？
3月8日は広島県立大学で是非一緒にその答えを探しましょう。

【イベント概要】
詳細および申込方法は近日中に公開します。是非日程の確保をお願いいたします！

■日　時：3月8日10時～17時
■会　場：県立広島大学広島キャンパス
■参加費：無料
■講演・セッション登壇者：経済産業省教育産業室 浅野室長、文部科学省（参加者調整中）、他多数
■出展・ワークショップ開催予定事業者：Apple,(株)COMPASS, Google Education,(株)JTB,(株)すららネット,Microsoft,(株)Life is Tech！,(株)LOILO　他多数
■主催：問いたてラボ
■協力：経済産業省 教育産業室
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【「いいね！」数が3,500件になりました。「フォロワー」数は4,500件突破！】

本日、「未来の教室」Facebookの「いいね！」数が3,500件になりました！また、フォロワー数は数日前に4,500件を突破しています。

GIGAスクール構想における1人1台端末の学習環境が整った先を見据えての「未来の教室」の動向を、これからも継続的に、そして速報として、本Facebookページでお伝えしていきま
す。
※GIGAスクール構想の動向もあわせてお伝えしていきます。

これからも、GIGAスクール構想や「未来の教室」に関心の高い、皆さんの周りの方に、是非本Facebookページをご紹介することにご協力をお願いいたします！（「未来の教室」
Facebook担当）

https://www.learning-innovation.go.jp/



2020/1/20

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における「モデル校」事業として、袋井市立浅羽北小学校（ http://www4.tokai.or.jp/asanorth/ ）の実証事業に参画している凸版印刷株式会社（
https://www.toppan.co.jp/ ）からのレポートが届きましたので、ご紹介します。
通常の授業時間より短期間で指導が終わった事例が出始めているようです！
※なお、本実証事業では、「教育コーチ」として、前田康裕先生（熊本大学准教授）・佐藤靖泰先生（フューチャーインスティテュート株式会社）が、教育効果を高めるための助言
等を行っています。

～以下、レポート～

デジタル教科書とやるkey（授業モード）を活用した授業の、第2クールが無事終了しました。

「比例と反比例」の単元を、通常の75％の時間に圧縮しつつ、児童は高成績を収めました。
児童の振り返りには、動画やチャットボットを活用しつつ、 学習を進めることができたというコメントが多数ありました。

また、先生方は児童の学習状況をやるKeyで確認し、 的確なフィードバックを返されていました。
子どもたちの笑顔が何よりの成果です！
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【「未来の教室」メディア掲載情報】

2019年度「未来の教室」事業における「モデル校」事業として、株式会社STEAM Sports Lab.が袋井市立浅羽北小学校で取り組んでいる「スポーツ×プログラミング教育」の様子が
日刊スポーツに掲載されました。

第１回
https://www.nikkansports.com/sports/column/programming/news/202001150000262.html
第２回
https://www.nikkansports.com/sports/column/programming/news/202001150000311.html
第３回
https://www.nikkansports.com/sports/column/programming/news/202001190000087.html
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【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における「STEAM Library」構築に向け、実証事業に参画している株式会社学研プラス（ https://gakken-plus.co.jp/ ）からのレポートが届きましたの
で、ご紹介します。

～以下、レポート～

株式会社学研プラスでは、前年度の「未来の教室」で開発したMusic Blocks（MB）と授業案を小学校で使っていただき、STEAM教育を普及する活動を行っています。今年度の「未
来の教室」では、MBを使った「STEAMライブラリー」用教育コンテンツの構築を行います。

11月から始まった実証校である徹明さくら小学校においてのMusic Blocksを用いた授業が12月7日の作品発表会をもって終了しました。その後、先生方から授業案やルーブリックにつ
いてヒアリングを行い、より良いものにするためブラッシュアップしています。
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【「未来の教室」関係者登壇情報】

2月11日（祝）に吉祥寺にて開催される「BeYond Labo」に、「未来の教室」を担当する経済産業省教育産業室の柴田寛文室長補佐が登壇し、

「テクノロジーをどう教育に活かすかという視点」
「これからの経済・産業の時代変化の中でも生き抜くために必要な力は何か」
「既存の学校教育だけでは補完できない教育事業の育成」

などを語ります。
https://beyondlabo27.peatix.com/
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【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における「モデル校」事業として、長野県坂城高校（ https://www.nagano-c.ed.jp/sakakihs/ ）の実証事業に参画している株式会社マイナビ（
https://www.mynavi.jp/ ）からのレポートが届きましたので、ご紹介します。
※なお、本実証事業では、「教育コーチ」として、三浦隆志先生（岡山県立林野高校前校長）・稲垣忠先生（東北学院大学教授）が、教育効果を高めるための助言等を行っていま
す。

～以下、レポート～

12月は企業見学会で収集した情報をもとに、「坂城高校生が考える企業の未来」の発表するための準備を進めます。
12月4日は、グループごとにZOOMを活用して大学生メンターと情報共有しながら情報を整理しました。
その後、発表（公開授業）に向けて、Googleclassroom上で大学生メンターと意見交換しながら発表の内容をまとめていきます。

12月18日はいよいよ「企業の未来」を発表。入念に準備し、電子黒板やChromebookを活用して全員が発表を実施しました。
この日は、企業の担当者、学校関係者など、多数のお客さまが来校。
生徒たちは大学生メンターのサポートを受けながら、発表を行いました。
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【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における公募テーマ「新しい『教職員向け研修サービス』の実証」にて採択された、株式会社ベネッセコーポレーション（ https://www.benesse.co.jp/
）からのレポートが届きましたので、ご紹介します。

～以下、レポート～

ベネッセコーポレーション「STEAMハッカソン」をご紹介いたします。

学習者（生徒）にとって学びの中心は「学校の授業」です。ハッカソンでは、学びの中心である「授業」をSTEAM化することを、学習者と最も関わる「教員」の力で実現することを
目指しております。
私たちは「教員自身のワクワク」が、STEAMの柱でもある「生徒のワクワクの土台」であると考えております。

11月30日にハッカソン第1回を行い、参加教員自身のワクワクをもとにSTEAMプログラム開発を行いました。
実証期間を通じて、引き続き「授業のSTEAM化」に挑戦してまいります。
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【「未来の教室」実証事業者プレスリリース】

「新しい『部活動・放課後サービス』の実証」として、実証事業に採択されている住友商事株式会社からのプレスリリースをご紹介いたします。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000678.000000726.html

2020/1/24

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における「モデル校」事業として、長野県坂城高校（ https://www.nagano-c.ed.jp/sakakihs/ ）の実証事業に参画している株式会社すららネット（
https://surala.jp/home/ ）からのレポートが届きましたので、ご紹介します。
※なお、本実証事業では、「教育コーチ」として、三浦隆志先生（岡山県立林野高校前校長）・稲垣忠先生（東北学院大学教授）が、教育効果を高めるための助言等を行っていま
す。

～以下、レポート～

1月9日に公開授業を実施、長野県内の公立高校の教員方を中心に約60名の先生方が視察に坂城高校にいらっしゃいました。

生徒の科目への得意苦手意識ならびに科目特性が異なるため、英数国の3つの授業をそれぞれ公開。
（心なしか生徒さん方も普段より少しだけ熱心だった気もします！）
当日はここまでの教員目線での変化、生徒目線での変化、成績の向上成果なども発表。
生徒が熱心に取り組む様子とあわせて、来場者様からはポジティブな意見をいただきました。

取材頂いたNHKではその様子を放映いただきました。

今年度の未来の教室もあと2か月ほど。実施の検証にむけて気を抜かず進めて参ります。

https://www3.nhk.or.jp/lnews/nagano/20200110/1010012082.html
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【BETT2020開催中に、METI Journal英語版に登場！】

現在、英国ロンドンにて「BETT2020」が開催されています。
BETTヨーロッパ最大規模のICT教育展示会で、例年世界100カ国以上からの来場があり、今年度36回目を迎えます。

このBETT2020では、JETRO（ジェトロ）が「未来の教室」プロジェクトを担当する経済産業省教育産業室の支援を受け、「ジャパンパビリオン」を設置し、日本のEdTech関連企業
を国際的にアピールしています。
経済産業省全体もこの動きに注目し、BETT開催中の本日（1/24）、METI Journal 英語版として、The Japan Timesのページに掲載されました！

現在BETT2020で日本のEdTechを多くの方に紹介している皆さんへのエールとなる記事です！
https://meti-journal.japantimes.co.jp/2020-01-24/

2020/1/25

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における「リカレント向けSTEAM人材育成プログラム」として、実証事業に参画している株式会社Ridilover（ https://ridilover.jp/ ）からのレポートが
届きましたので、ご紹介します。

～以下、レポート～

11月9日、大阪府四條畷市で「未来の教室」リカレント教育プログラムの中間発表が行われました。
プログラムテーマは「健康寿命の延伸」。大学院生、社会人で構成された4チーム計18人が副市長や市役所の担当者の方向けにプレゼンテーションを行いました。
これまでの二カ月の集大成をぶつけた参加者たち。
しかしながら結果は、
「現場の実情を踏まえたものになっていない」
「内容がプロダクトアウトになっている」などの厳しいフィードバックが帰ってくることになりました。

各チームが、最終提案に向けたグループワークを続けています。
「健康寿命の延伸」という日本社会が掲げる大きな課題に対して、参加者たちはどのような提案を練り上げるのか。
本プロジェクトに引き続きご注目ください。
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【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における「モデル校」事業として、福山市立城東中学校（ http://www.edu.city.fukuyama.hiroshima.jp/chu-joto/ ）の実証事業に参画している株式会社
学研プラス（ https://gakken-plus.co.jp/ ）からのレポートが届きましたので、ご紹介します。

～以下、レポート～

株式会社学研プラスでは、広島県福山市立城東中学校において、未来の教室「モデル校実証事業」を行っています。

教室で授業を受けられない児童生徒が集まる「きらりルーム」「チャレンジルーム」に「Qubena」「タブレットドリル」といった教科系EdTech教材、「Music Blocks」をはじめと
したSTEAM系EdTech教材を導入し、生徒一人ひとりの興味関心・意欲・進度に応じた学習計画を作成したうえで、個別最適化学習を実践します。

11月に開催された異才発掘プロジェクトROKCETによるワークショップのフォローアップ授業が開催され、ワークショップで体験したことがどのような勉強につながるかを定着させ
ました。また、実証校である城東中学校の先生と共に、発達に特性がある生徒を受け入れている明蓬館高校、世田谷区立桜ヶ丘中学校、横浜市立鴨居中学校の視察を行いました。
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【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における公募テーマ「新しい『教職員向け研修サービス』の実証」にて採択された、株式会社Ridilover（ https://ridilover.jp/ ）からのレポートが届きま
したので、ご紹介します。

～以下、レポート～

教員ファシリテーション研修の1回目を実施しました。
参加の先生方は、学校の探究学習において社会課題を扱うことの意義について高い関心を持たれている一方、多様な生徒に対してどうテーマを提示していくか、また他の先生方をど
う巻き込んでいくか、などの課題感もお持ちでした。
この勢いのまま、2回目はいよいよ実際の教材を先生方が自ら体験し、振り返りを行う研修へと移ります！
※画像は出所者の社会復帰をテーマとした動画教材の一部
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【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における「STEAM Library」構築に向け、STEAMアイディアソンを実施する株式会社キャリアリンク（ https://www.careerlink-edu.co.jp/ ）からのレ
ポートが届きましたので、ご紹介します。

～以下、レポート～

未来の教室STEAMアイディアソンを実施しました！

●日時：2019年12月1日（日）10時～15時
●場所：経済産業省　別館３F　３１２室
●参加者：現場教員（25名）、指導主事（3名）企業担当者（12名）、そのほか研究者・有識者等　総勢64名
●参画企業：大日本住友製薬株式会社、株式会社関水金属、株式会社YMFG ZONE プランニング、株式会社Ridilover, 株式会社リバネス　他
●当日の最終成果物：企業のリソースを活用した分野融合のSTEAMプロジェクト企画案

Society5.0を見据えた、企業のリアルな研究課題・事業内容をもとに、その教育的価値について教員・企業担当者が議論しながら、高校生向けプロジェクト企画を立案しました。
7つの企業がテーマオーナーとなり、各社「ならでは」のテーマを提供していただきました。

参画いただいた先生方は教科もエリアも混合で、教科の壁を超えたディスカッションとなりました。
企業にとっては、自社の事業の社会的価値やサービスの課題・可能性を再認識する機会に、先生方にとっては普段得られない刺激や異業種ネットワークを得る機会となりました。

アウトプットされた企画を、今年度中に具体的なSTEAMカリキュラムとしてアウトラインを検討、2020年度、産官学融合での実証プロジェクトとして開発していきます。
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【教育のICT推進のために、著作権法が改正されています！】

「未来の教室」の実現に向けては、学校のICT化が一つの大きなテーマとなります。
様々な制度改正が行われている中で、忘れがちな観点が、「著作権制度」についてです。

2018年度、著作権法が改正され、新たに「授業目的公衆送信補償金制度」が創設されました。
新しい制度のポイントは以下のとおりです。

『著作物利用の対価支払いが、個別から包括へ』

●学校等の非営利の教育機関において、授業でインターネット送信等を行う場合、著作権を持っている権利者と交渉して、個別に許諾を得る必要がありました。

●今回の新しい制度により、教育機関の設置者（自治体など）からワンストップの窓口に一定の補償金をまとめて支払っていただくことで、権利者の許諾なく、授業で著作物（種類
を問わず、海外の書籍等を含みます）のインターネット送信等を行う事ができるようになります。

●制度に関するこれまでの議論や、著作物の教育利用に関する関係者フォーラムにおける意見等は、以下のページからご覧いただけます。
https://forum.sartras.or.jp/info/003/

詳細は、文化庁Facebookページをご覧ください！
https://www.facebook.com/bunkacho/posts/2301837943442934

（お問合せ先）
文化庁著作権課著作物流通推進室　企画調査係
03-5253-4111（内線3165）
※本投稿は文化庁と連携しての投稿となります。

♯著作権 ♯教育 ♯ICT化
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【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における公募テーマ「新しい『教職員向け研修サービス』の実証」にて採択された、株式会社Barbara Pool（ https://www.barbarapool.com/ ）からの
レポートが届きましたので、ご紹介します。

～以下、レポート～

東京学芸大学附属竹早小学校にて、STEAM教育教員研修の実証を行いました。
研修は2日間で、先生方と実際のSTEAM教育授業を作ってみる！を実施。 STEAMの「知る」と「創る」のサイクルと同じく、研修自体も1日目が「知る」に重きをおいた内容で、2日
目は「創る」方をメインに、実際にSTEAM教育をつくることに注力した内容となりました。

STEAM教育とは？ビデオ視聴や、デザイン思考についての説明、なぜ今STEAM教育が必要か、といった点も先生方と共有。アンケート満足度も非常に高い研修となりました。

この研修をブラッシュアップし、東京学芸大学で8月に行われる「教員免許更新講習」にて実施いたします。
また、他の大学や更に展開していく為のパッケージ化・また、評価についての検証を行ってまいります。
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【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における「モデル校」事業として、千代田区立麹町中学校（ https://www.fureai-cloud.jp/kojimachi-j/ ）の実証事業に参画している株式会社COMPASS
（ https://qubena.com/ ）からのレポートが届きましたので、ご紹介します。
※なお、本実証事業では、「教育コーチ」として、西田光昭先生（柏市教育委員会指導課教育研究専門アドバイザー）・田中康平先生（株式会社NEL&M代表取締役）が、教育効果を
高めるための助言等を行っています。

～以下、レポート～

12月より開始した 授業内でのアプリ利用について効果が表れてきました。

今回学習した単元は教科書の設定時間では平均10.5時間かかるところ、アプリ利用によって全てのクラスが8.5時間で終えることができました。
学習効果については今後アプリ利用クラスと非利用クラスに分け検証を継続していきます。

探究型学習については、12月は仮説を元にして実際にその国の人に対してアンケート調査を行うため、適切な質問項目の検討、文章化、英訳などを行いまし
た。
2月の最終発表に向けてこちらも佳境を迎え子供たちの熱も高まってきています。

以上、2020年1月の投稿履歴



2019年12月分の投稿

日付 投稿内容

2020/12/1

速報！】11/30「未来の教室キャラバン@京都」イベントレポート

経産省教育産業室の進める「未来の教室」事業では、目指す新しい学びをさらに多くの方々に周知すべく、「未来の教室キャラバン」として、実証プログラムや最新のEdTechサービ
スに実際に触れることのできる講演&体験型イベントを展開しております。

11月30日は、京都橘大学にて、教員研究会「明日の教室」様主催・京都橘大学様後援のもと、「未来の教室in明日の教室」として大型キャラバンを開催し、教員や自治体関係者の皆
さまを中心に200名以上のお客様にご来場頂く大盛況となりました。

イベントでは、過去最大9事業者のワークショップとともに、経産省 教育産業室の浅野室長、未来の教室実証モデル校 武蔵野大学中高 日野田校長、全国ICT教育首長協議会会長 佐賀
県多久市 横尾市長をはじめ、関西地域で先進的なICT活用実践の取り組みを進める先生方や、EdTech事業者などの登壇するセッションが複数開催されました。

最終の「未来の先生の姿」を考えるセッションでは、リアルタイムフィードバックアプリを使用して会場参加者の意見や感想をスクリーンに即時表示し、それに登壇者が答えるな
ど、インタラクティブで非常に熱量の高いひと時となりました。

経済産業省は、「新しい学びを考える・チャレンジする」きっかけを創出していくべく、今後もこのようなキャラバンイベントを全国に展開していきます。
ぜひ我が地域でもやりたい、といったご要望がございましたらご相談ください。

〇セッション登壇者
経済産業省 商務・サービスグループ サービス政策課長（併）教育産業室長 浅野大介氏　/　武蔵野大学中学高等学校 校長 日野田直彦氏 / 佐賀県多久市 市長 横尾 俊彦氏 / 京都橘大学
発達教育学部 教授・明日の教室 主宰 池田 修氏

近畿大学附属高等学校　教育改革推進室室長　乾武司氏　/　立命館小学校　ICT教育部長　正頭英和氏　/　同志社中学校　EdTech Promotions Manager　反田任氏　/　関西大学初
等部 算数教育担当　古本温久氏　/　東京コミュニティスクール・SFC研究所上席所員　山﨑智仁氏

（株）Z会　経営戦略部 事業企画課　野本竜哉氏　/　日本マイクロソフト（株）　パブリックセクター統括本部　文教本部　ソリューションスペシャリスト　太田泉氏　/　一社）
ICT CONNECT21 EdTech推進SWGサブリーダー ・ フューチャーインスティテュート（株）代表取締役　為田裕行氏

〇ワークショップ事業者

2020/12/1

【「未来の教室」メディア掲載情報】

11/30（土）に京都橘大学で開催された「未来の教室キャラバン」の記事がNHKにて報道されました。

記事より一部抜粋して紹介します。

”この催しは、子どもたちの創造力を育むため最新のＩＴ技術を活用する方法や将来の課題を探っていこうと、経済産業省などが３０日、京都市山科区の京都橘大学で開いたもので、
教育関係者らおよそ２００人が参加しました。”

”ＩＴを活用した授業を進める立命館小学校の正頭英和ＩＣＴ教育部長は、「ＩＣＴは文房具の１つに過ぎず、生徒には端末を渡してルールを決め、まず、やってごらんと伝えていま
す」と話していました。”
https://www3.nhk.or.jp/lnews/kyoto/20191130/2010005274.html

2020/12/1

【「いいね！」が3,300になりました！】

11/30（土）に開催された、京都橘大学での「未来の教室キャラバン」の本Facebookでの投稿のシェアや、キャラバンがNHKの報道で取り上げられたこともあり、本Facebookのいい
ね！が一気に増え、3,300を越えました！

「未来の教室」を具体的に形にしようと奮闘している実証事業者の皆さんのレポート、「未来の教室」のニュース等をシェア等して周りの方々に紹介してくださっている皆さんのお
かげと、本当に感謝いたします。

最近は教員の皆さんにも本取り組みに注目を頂戴しているようで、とてもありがたく思います。Facebookをご覧にならない教員の皆さんも多いと思いますので、「未来の教室」プロ
ジェクトに共感いただいている教員の皆さんは、是非学校の同僚の皆さんに口頭でも伝えていただくなどしていただけると嬉しく思います。

”「未来の教室」には、ワクワクした大人たちが集まっているよ！”
”社会には課題もたくさんあるけど、一つ一つに向き合って解決していくことって最高に楽しいぞ！”

子供たちにそんなメッセージを大人の背中で伝えていくことが、「未来の教室」が提唱する「50cm革命」につながると思います。

これからも本プロジェクトを広げることに是非ご協力ください！（「未来の教室」Facebook担当）

2020/12/2

【「未来の教室」関係者登壇情報】

12/21に中央大学市ヶ谷田町キャンパスにて開催される

「ポストSociety 5.0における地域教育とICTの可能性―海士町モデル以後の模索」社会情報学会定例研究会(実証・政策部門)

に、「未来の教室」を担当する経産省教育産業室の浅野大介室長が「未来の教室プロジェクトとSociety 5.0」として基調報告いたします。

https://peatix.com/event/1386546/

2020/12/3

【「未来の教室」関係者メディア出演情報】

2019年度「未来の教室」事業における公募テーマ「新しい『教職員向け研修サービス』の実証」にて採択された、株式会社Barbara Poolの井上祐巳梨代表取締役が、「STEAM教育 普
及の課題は」として、「日テレNEWS24」サイトに出演動画が掲載されました。

「未来の教室」についても言及されています。
http://www.news24.jp/articles/2019/11/21/07548205.html



2020/12/4

【「未来の教室」関係者メディア掲載情報】

「「未来の教室」とEdTech研究会」の益川弘如委員（聖心女子大学教授）が、「教育新聞」（Web）にて「資質・能力の育成を実現する」とした全10回の連載を開始しました。
第一回は「【学習科学と先端技術の可能性（1）】先端技術の活用の歴史は繰り返される」です。是非ご覧ください。
https://www.kyobun.co.jp/education-practice/p20191203/

2020/12/5

【「未来の教室」実証校プレスリリース】

2019年度「未来の教室」実証事業のモデル校として指定された、長野県坂城高等学校が、「坂城学（総合的な探究の時間）」の授業公開を12/18（水）、13時35分～15時30分に行い
ます。

詳細は長野県（教育委員会）のプレスリリースをご確認ください。
https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/kyogaku/20191125press_sakakigaku.html

2020/12/6

【「未来の教室」イベント情報！】EduTECH 2020＠マニラ・フィリピン ジャパンブース出展及び現地視察

「未来の教室」は海外でもキャラバン的な展開を始動させています！
その第２段として、２月19日～20日にフィリピンのマニラにて開催されます「EduTECH 2020」において、ジェトロがジャパンブース出展及び現地視察をアレンジしております。

フィリピンでは、教材提供は地場企業が主体となっておりますが、アプリ・学習管理システム開発や通信インフラは外資企業も参入しており、日本のedTechの可能性があります。

ご参加いただきました企業様には、ジャパンブースへの出展、カンファレンス等への参加、現地の教育機関・企業への視察にご参加いただけます。
海外展開を検討されている企業様はぜひご検討ください。

詳細は、以下をご覧ください。
＜EduTECH 2020 ジャパンブース出展及び現地視察＞
https://www.jetro.go.jp/events/dnc/a62dd18c04f6fdaf.html

2020/12/7

2020/12/8

【「未来の教室」メディア掲載情報】

11/30（土）に京都橘大学で開催された「未来の教室 in 明日の教室」について、私塾界Webサイトに掲載されました。

https://www.shijyukukai.jp/2019/12/17330
2020/12/8 事前学習の様子。Chromebookを使って訪問先企業の情報を収集

2020/12/9

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における「モデル校」事業として、長野県坂城高校（ https://www.nagano-c.ed.jp/sakakihs/ ）の実証事業に参画している株式会社マイナビ（
https://www.mynavi.jp/ ）からのレポートが届きましたので、ご紹介します。
※なお、本実証事業では、「教育コーチ」として、三浦隆志先生（岡山県立林野高校前校長）・稲垣忠先生（東北学院大学教授）が、教育効果を高めるための助言等を行っていま
す。

～以下、レポート～

11月からはいよいよ事前学習がスタートしました。

1日目（11月6日）は大学生メンターとの顔合わせとグループのチームビルディング。
2日目（11月13日）は、Chromebookを活用して訪問する企業の情報収集。
そして、11月22日は企業見学会当日です。

企業見学会では事前に準備した質問票をもとに企業の方に積極的に質問をし、
得られた情報をもとに「企業の未来」を考えます。

事後学習（11月27日）ではまず企業見学会の振り返りを行い、12月の発表に向けた下準備に入りました。

2020/12/9

【広がる「未来の教室」プラットフォーム】

2018年度「未来の教室」実証事業を実施した、武蔵野大学附属千代田高等学院の荒木貴之校長が、教育ICTを通じて「新しい学び」を提案する教育者チーム「iTeachers」による教育
ICT情報番組「iTeachers TV」に出演しました。

教育情報サイト「リセマム」の記事として、ご紹介します（記事中に「未来の教室」についても触れられています）。
https://resemom.jp/article/2019/12/04/53691.html

　iTeachers TVは2019年12月4日、武蔵野大学教育学部の荒木貴之教授による教育ICT実践プレゼンテーション「非同期型eラーニング環境における調整学習」を公開した。前編では
調査結果から見る教育実践における効果など、後編....

2020/12/10

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における「STEAM Library」構築に向け、実証事業に参画している株式会社学研プラス（ https://gakken-plus.co.jp/ ）からのレポートが届きましたの
で、ご紹介します。

～以下、レポート～

株式会社学研プラスでは、前年度の「未来の教室」で開発したMusic Blocks（MB）と授業案を小学校で使っていただき、STEAM教育を普及する活動を行っています。
今年度の「未来の教室」では、MBを使った「STEAMライブラリー」用教育コンテンツの構築を行います。

11月19日から実証校である徹明さくら小学校においてMusic Blocksを用いた授業が始まりました。
小学5年生にパソコン室で、未来の教室第1期で作成した授業案をもとにした授業を4コマから始め、11月29日からは今回繰り返し検討を行ってきた新しい授業案を用いた授業が始ま
り、12月7日まで続きました。



2020/12/10

【文部科学省「学校の働き方改革フォーラム」に「未来の教室」が登場！】

令和２年１月31に開催される「学校の働き方改革フォーラム」（文部科学省主催）において、「未来の教室」の実証実験の発表があります！

■プログラム内容（予定）
〇 優良事例ピッチ・VTR紹介
（教育委員会・小学校・中学校・高等学校等における事例12事例程度を予定）
〇ミニワーク
〇経済産業省「未来の教室」実証実験発表～働き方改革推進のための学校BPR（Business　process　reengineering)モデルについて～
〇 事例発表者に向けたQ&Aパネルディスカッション（コーディネーター：妹尾昌俊氏（令和元年度　学校業務改善アドバイザー））

どなたでもご参加いただけますが、事前申し込み（12/13（金）17時締切）が必要です。

「未来の教室」は、文部科学省と方向性を共にして、良き教育、良き学校づくりに邁進しています。

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/uneishien/detail/1422164.htm

2020/12/11

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における公募テーマ「将来的に公認可能な『学校外教育サービス（オルタナティブ教育）』の実証」にて採択された、株式会社城南進学研究社（
https://www.johnan.co.jp/ ）からのレポートが届きましたので、ご紹介します。

～以下、レポート～

11月より個別学習計画を立てた生徒は、自ら立てた計画と向き合いながら学習を始めました。
上手く進んだところや計画通りに進まないところが混在し、また、途中で定期テストに合わせて自ら計画を修正するなど、いろいろと悩みながらも11月の学習単元はほぼ終了させる
ことができていました。

結果デキタスを使った学習時間は先月の4倍以上にも増加。計画を振り返って修正の話し合いをしながらさらに学習を進めていきます。

計画を立てていない生徒も日々「和」なごみルームで学習に取り組んでいます。
学びに対して嬉しいコメントもいただきました。一部抜粋して紹介します。
---------------------------------------------------------------------------------------------
大好きな数学が今出来るということはとても幸せです。
　・・・省略・・・
実は、勉強好きなんです。成績あげてガンガンレベルアップしていきたいです。
ここでの勉強に出会ってから私の人生は変わりました。気持ちを落ち着けて取り組む事が出来たら良いなと思いました！
---------------------------------------------------------------------------------------------

2020/12/12

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における「モデル校」事業として、武蔵野大学中学校（ https://www.musashino-u.ed.jp/ ）の実証事業に参画しているＺ会グループ（
https://www.zkai-gr.co.jp/ ）からのレポートが届きましたので、ご紹介します。
※なお、本実証事業では、「教育コーチ」として、石川一郎先生（香里ヌヴェール学院 学院長）・池田修先生（京都橘大学教授）が、教育効果を高めるための助言等を行っていま
す。

～以下、レポート～

【実証校の生徒がatama＋についてお話してくれました】

11/5(火)に開催されたEdvation×Summit2019において、実証校である武蔵野大学中学校から生徒代表2名と、数学の岩附先生が登壇され、実証について直接お話をしてくださいまし
た。

岩附先生の「数学が苦手な生徒から”数学が楽しくなった”という声が聞こえてきて『やった』と思いました」という声に生徒は「最初はiPadに向かっての授業と聞いて『えっ』と思っ
たけど、予想以上にフィットして、計算速度が上がった」「自分のペースでどんどん先に進めるのがいい」といった、AI技術による個別最適化学習のメリットを挙げてくれました。
一方で、集中している故に授業が静かで、質問をしにくいという課題も提起され、今後の取り組みに反映する予定です。

イベントの模様は、動画でも公開されていますので是非ご覧ください。
https://www.facebook.com/METI.learninginnovation/videos/522244558507197/

2020/12/12

【「未来の教室」メディア掲載情報】

12月１日、経産省で開催した「未来の教室2019 STEAMアイデアソン」の様子が、私塾界のニュースに取り上げられました。

“「『学校は知識創造の場』ということを世の中のスタンダードにしたい」と、経済産業省商務・サービスグループサービス政策課長（兼）教育産業室長の浅野大介氏は言う。”（記事
より引用）
https://www.shijyukukai.jp/2019/12/17364



2020/12/13

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における公募テーマ「将来的に公認可能な『学校外教育サービス（オルタナティブ教育）』の実証」にて採択された、NPO法人SOMA（
https://www.nposoma.org/ ）からのレポートが届きましたので、ご紹介します。

～以下、レポート～

先月に引き続き「i.Dareの一日」体験プログラムの中で、アートプログラムと体育のプログラム、加えてストーリーテリングと描画を実施しました。年小児から小学校5年生までが、
自ら考え、自ら選択し、自ら行動をする。一見、シンプル過ぎるこのプロセスをひとりひとりがこなしていくことに大きな意味があります。「わたしがやりとげた」という実感は大
人がおぜん立てした環境では生まれえません。「さっきのわたしと、今のわたしは明らかに違う！」という自らの変化を発見した子供たちの自信に満ちた表情をみると、自由に自ら
と向き合う時間がいかに人を成長させるかが見えてきます。引き続き、12月まで体験会を繰り返し、1月の本格運用まで持っていきます。

▼（動画）経産省「未来の教室」実証事業　i.Dare（イデア）1日体験プログラム　NPO法人SOMA
https://youtu.be/t-9u3kgc7tk

2020/12/13

【広がる「未来の教室」プラットフォーム】

2019年度「未来の教室」長野県坂城高校での実証事業に参画している株式会社すららのプレスリリースとして、学習者数が７万人を突破したことをご紹介されています。

「未来の教室」についても言及されている本プレスリリースで、「未来の教室」プロジェクトの成果を他の学習場面へ活用する等の広がりを感じられます。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000239.000003287.html

2020/12/14

【広がる「未来の教室」プラットフォーム】

2019年度「未来の教室」実証事業として採択された株式会社教育と探究社のプログラムに、株式会社ガイアックス、ドルトン東京学園が参画する旨のプレスリリースが、株式会社ガ
イアックスより発信されましたので、ご紹介いたします。

参加している事業者、学校、教育委員会等が「未来の教室」の動きを広めるために、積極的に情報発信しているのが、「未来の教室」プラットフォームに集う皆さんです！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000322.000003955.html
2020/12/15

2020/12/16

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における公募テーマ「新しい『教職員向け研修サービス』の実証」にて採択された、株式会社ベネッセコーポレーション（ https://www.benesse.co.jp/
）からのレポートが届きましたので、ご紹介します。

～以下、レポート～

ベネッセコーポレーション「STEAMハッカソン」をご紹介いたします。

学習者（生徒）にとって学びの中心は「学校の授業」です。ハッカソンでは、学びの中心である「授業」をSTEAM化することを、学習者と最も関わる「教員」の力で実現することを
目指しております。
私たちは「教員自身のワクワク」が、STEAMの柱でもある「生徒のワクワクの土台」であると考えております。

11月30日にハッカソン第1回を行い、参加教員自身のワクワクをもとにSTEAMプログラム開発を行いました。
実証期間を通じて、引き続き「授業のSTEAM化」に挑戦してまいります。

2020/12/17

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における「モデル校」事業として、福山市立城東中学校（ http://www.edu.city.fukuyama.hiroshima.jp/chu-joto/ ）の実証事業に参画している株式会社
学研プラス（ https://gakken-plus.co.jp/ ）からのレポートが届きましたので、ご紹介します。

～以下、レポート～

教室で授業を受けられない児童生徒が集まる「きらりルーム」「チャレンジルーム」に「Qubena」「タブレットドリル」といった教科系EdTech教材、「Music Blocks」をはじめと
したSTEAM系EdTech教材を導入し、生徒一人ひとりの興味関心・意欲・進度に応じた学習計画を作成したうえで、個別最適化学習を実践します。

11月11日にMusic Blocksの第2回授業を行い、EdTech教材の定着を図りました。また、11月27日28日に異才発掘プロジェクトROCKETによるワークショップが行われ、城東中学校の
生徒11人を含む18人の小中学生が参加しました。
普段きらりルームに通う生徒も他の参加者と協力し合い、フィールドワークもこなしました。

また、11月29日には関係者が一堂に会したミーティングを行い、様々な意見交換を行っています。

2020/12/18

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における公募テーマ「新しい『教職員向け研修サービス』の実証」にて採択された、株式会社Barbara Pool（ https://www.barbarapool.com/ ）からの
レポートが届きましたので、ご紹介します。

～以下、レポート～

「STEAMとは」をまとめたイントロダクション映像の制作完了いたしました。

本実証事業でも導入として使う、「STEAMとは」（主に幼少期?小学校対象）の簡易動画が出来ました。

STEAM教育の普及も兼ねた２分程度の映像として、STEAM JAPANのWEBサイトにも掲載を行なっており、今後STEAM教育に興味が出た親御さんなどにも見ていただける
ようカラフルに、わかりやすくまとめております。

▼動画リンクはこちら
https://www.youtube.com/watch?v=UosIpXmOAKs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3oYJeX-YR3AJWZyMZuky0kMv6Zxj-gd2_5Y4sz6KaUiBFkU1UEofgi3eg



2020/12/19

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における「STEAM Library」構築に向け、実証事業に参画しているNPO法人TOKUSHIMA雪花菜工房（ https://npo-tokushimaokarakoubou.jimdo.com/
）からのレポートが届きましたので、ご紹介します。

～以下、レポート～

東北大学、東京大学から講師の先生方をお招きし、渋滞解決に向けたワークショップを実施しました。渋滞の原理原則を学ぶ座学、セルオートマトンを用いたシュミレーション、Ｕ
ＳＪのロッカー混雑を事例とした渋滞の体験などを行い、生徒達は渋滞の原理や仕組みを体験しながら学ぶことができた様子でした。

さらに、小松島西高校の代表生徒と徳島商業高校ビジネス研究部の生徒が協働で取り組む、食堂の渋滞解決プログラムもスタートしました！現状の課題や混雑状況、生徒同志の意見
交換など、様々な議論がスタートしました！

2020/12/20

【広がる「未来の教室」プラットフォーム】

2019年度「未来の教室」実証事業に取り組む株式会社Ridiloverが、「健康寿命の延伸」をテーマにして連携協定を締結し進めている四条畷市の公式ホームページに掲載されました！

詳細は是非サイトをご覧ください。
https://www.city.shijonawate.lg.jp/site/marketing/marketing-blog-028.html

2020/12/21

2020/12/22

2020/12/23

【「未来の教室」が海外へ！】
（再掲）EduTECH 2020＠マニラ・フィリピン ジャパンブース出展及び現地視察（申込み締切り：12/27)←今週末です！

「未来の教室」は海外でもキャラバン的な展開を始動させています！
その第２段として、２月19日～20日にフィリピンのマニラにて開催されます「EduTECH 2020」において、ジェトロがジャパンブース出展及び現地視察をアレンジしております。

フィリピンでは、教材提供は地場企業が主体となっておりますが、アプリ・学習管理システム開発や通信インフラは外資企業も参入しており、
日本のEdTechの可能性があります。

ご参加いただきました企業様には、ジャパンブースへの出展、カンファレンス等への参加、現地の教育機関・企業への視察にご参加いただけます。
海外展開を検討されている企業様はぜひご検討ください。

詳細は、以下をご覧ください。
＜EduTECH 2020 ジャパンブース出展及び現地視察＞
https://www.jetro.go.jp/events/dnc/a62dd18c04f6fdaf.html

2020/12/23

【「未来の教室」関係者メディア掲載情報】

「未来の教室」プロジェクトを引っ張る、経産省教育産業室の浅野大介室長と、「未来の教室」実証事業の教育コーチを務める、熊本大学前田康裕准教授の対談記事が、さくら社の
サイトに掲載されました。

■１　なぜ今、経産省が教育を？
■２　ぼくらの「主体的で対話的で深い学び」
■３　「未来の教室」とEdTech
■４　１人１台の情報端末
■５　「ぼーっと座ってんじゃねぇよ」

とても興味深い対談記事です、是非ご覧ください！
https://www.sakura-sha.jp/miraimanabi/kiku-mirainokyousitu/

2020/12/24

【「未来の教室」関係者メディア掲載情報】

「未来の教室」プロジェクトを引っ張る、経産省教育産業室の浅野大介室長が、プログラミング教育についてのインタビューに答えた記事が「コエテコ」に掲載されました。

「受験や就職に関係があるの？」
「どうして必修化するのか分からない」
「また学校の先生の負担を増やすのか」
「スター校ばかりが取り上げられ、『普通の学校』の取り組み内容が見えてこない」

などの（ネガティブな）意見にどう答えているか？
是非ご覧ください！
https://coeteco.jp/articles/10603



2020/12/25

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における「STEAM Library」構築に向け、実証事業に参画しているベジタリア株式会社（ http://www.vegetalia.co.jp/
 ）からのレポートが届きましたので、ご紹介します。

～以下、レポート～

引き続き、都立園芸高校にてSTEAM教育プログラムの実証を進めています。

11月中旬から、ロボットやセンサー、プログラミング技術を学ぶ授業を2回実施しました。
各授業は実習を中心に進められ、技術を使う上での基礎的な考え方を身に付けられるような内容になっています。
こうした分野に初めてトライする生徒からも、 「プログラミングの面白さを知ることができた」、「農業分野でどのように生かすことができるか考えたい」等の感想が寄せられまし
た。

また、旭川農業高校でのプログラムも開始しました。
昨年度の未来の教室プログラムを受けて発案・制作された電動カートの試作品を、生徒と先生、講師が一緒になって完成に近づけていく取組です。
レゴEV3で電動カートを再現し、本物で実現させたい動作をレゴEV3を使って試行錯誤するという学習が始まりました。

なお、実施済みの各講義の内容を収録した講義動画は、 MOOCプラットフォームであるドコモgaccoにて12月10日から公開しています。
引き続き受講生を募集しています。どなたでも無料で受講できますので、ぜひお申込みください。
https://lms.gacco.org/courses/course-v1:gacco+pt031+2019_12/about

2020/12/26

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における「モデル校」事業として、袋井市立浅羽北小学校（ http://www4.tokai.or.jp/asanorth/ ）の実証事業に参画している凸版印刷株式会社（
https://www.toppan.co.jp/ ）からのレポートが届きましたので、ご紹介します。
通常の授業時間より短期間で指導が終わった事例が出始めているようです！
※なお、本実証事業では、「教育コーチ」として、前田康裕先生（熊本大学准教授）・佐藤靖泰先生（フューチャーインスティテュート株式会社）が、教育効果を高めるための助言
等を行っています。

～以下、レポート～

11/26から、デジタル教科書とやるkey（授業モード）を活用した授業の、第2クールが開始されました。

今回は、「比例と反比例」の単元を、通常の75％の時間に圧縮する予定です。
児童は、前回の単元での学習を振り返りながら、デジタルとアナログのメリット・デメリットを理解しつつ、学習を進めております。
先生方もやるKey（授業モード）のデータを活用して、児童の学習をサポートして下さっています。今後に期待ができます！

2020/12/27

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における「モデル校」事業として、長野県坂城高校（ https://www.nagano-c.ed.jp/sakakihs/ ）の実証事業に参画している株式会社すららネット（
https://surala.jp/home/ ）からのレポートが届きましたので、ご紹介します。
※なお、本実証事業では、「教育コーチ」として、三浦隆志先生（岡山県立林野高校前校長）・稲垣忠先生（東北学院大学教授）が、教育効果を高めるための助言等を行っていま
す。

～以下、レポート～

授業での活用開始して２か月になります。
授業の中にChromebookがある風景はすっかりなじみ、先生方のICT活用への練度は、 すららに限らず順調に高まってます。
例えば、あらかじめデジタルで資料を用意しておき板書の時間を削減したり、タイマーを大きく映し出すことで、ワークの時間を明確にかつ分かりやすく示す
という様々な工夫などが見られます。

すららについても、
「利用することで得られるスタディログをどう読み解き、どう活かすのか。」
それに基づき、生徒にはどのように声をかけるのか。
そうした具体的な知見を求め、川中島で「すらら」を利用している「まなび舎かなえ塾」へ授業視察に伺い、真剣に意見交換がなされました。

今年の未来の教室もいよいよ後半戦となります。
実証の効果の検証にむけて動き出してまいります。

2020/12/28

2020/12/29

2020/12/30

【「未来の教室」実証事業者プレスリリース】

「未来の教室」モデル校実証事業に携わっている株式会社すららネットが、1月9日にモデル校の長野県坂城高等学校にて公開授業を行います。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000240.000003287.html
2020/12/31

以上、2019年12月の投稿履歴



2019年11月分の投稿

日付 投稿内容

2020/11/1

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における公募テーマ「新しい『部活動・放課後サービス』の実証」にて採択された、住友商事株式会社（ https://www.sumitomocorp.com/ja/jp ）から
のレポートが届きましたので、ご紹介します。

～以下、レポート～

住友商事は、部活動に携わる学生・顧問・父兄・OBOGなどの関係者に対し、安心して部活動に注力できるプラットフォームを提供することにより、運動を通じて健全な体と精神を鍛
えるという本来の目的を果たす「未来の部活」を創出していきます。

部活動では、運動や競技能力だけでなく、対戦相手やライバルとの競争を通じて精神力や課題解決能力を鍛えられるため、社会で求められる強い学生を育成することができます。一
方、昨今、指導者によるハラスメント、非科学的な指導、顧問の過重労働などが社会問題となり、充実した部活動を過ごせる環境が広く普及しているとは言えません。従い、学年が
進むにつれて、部活動を離れてしまう学生が増えているのが実情です。

このような状況を踏まえ、今回の「未来の教室」では、部活動が健全に発展する為に欠かせない”最高のコーチ”と”インターネットソリューション”を提供し、学生が心技体それぞれの
面から成長ができ、また顧問の負荷を低減する環境構築を目的とした実証事業を行います。そして、部活動を通じて課題解決力、リーダーシップ能力、マネジメント能力等、その後
の社会生活に活きる学びを涵養できるシステムと共に、社会に貢献するプロダクトを創ります。

住友商事はさまざまな事業分野においてグローバルネットワークを活用した事業を展開している大手総合商社です。

2020/11/2

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における公募テーマ「新しい『教職員向け研修サービス』の実証」にて採択された、株式会社ベネッセコーポレーション（ https://www.benesse.co.jp/
）からのレポートが届きましたので、ご紹介します。

～以下、レポート～

株式会社ベネッセコーポレーションでは、2018年に引き続き「未来の教室」教員研修プログラムを実施します。
今年度は教員自らが授業をSTEAM化する、「STEAMハッカソン」と題して、プログラムでは、「未来の教室」委員の木村先生を始めとするイノベーティブティーチャーと、教育改革
の本丸である「授業」のSTEAM化を創りながら学び、実践することにチャレンジします。作成コンテンツを「STEAMライブラリー」と連携を構想中です。
11月の実証開始に向け、準備を進めてまいります。

2020/11/2

【広がる「未来の教室」プラットフォーム】

フォロワー数が4,000に達しました！（本投稿時点）

実証事業の様子を届けてくださる事業者の皆さん、
Society5.0時代の新しい教育のカタチを試行錯誤しながら実践し続けてくださっている教育委員会や学校等の教育関係者の皆さん、
「未来の教室」の様々な取り組みにワクワクして参加してくださっている子供たち、保護者の皆さん、
本Facebookの様々な投稿を「いいね！」したりシェアしたりして、取り組みを知らない届けてくださっている皆さん、

関わっているすべての方の力で「未来の教室」のプラットフォームが広がり続けています。
本当にありがとうございます！

11/4、5に開催される「Edvation×Summit」では、「未来の教室」を含め、デジタルテクノロジーの劇的な進化を受けた教育イノベーション を体感して頂けます。
本イベントから「未来の教室」についてのさらなる情報発信をするとともに、新しい教育のカタチを社会に広げる機会にしたいと思います。

これからも「未来の教室」プラットフォームへのご協力、ご支援、どうぞよろしくお願いいたします。（「未来の教室」Facebook担当）

▼Edvation×Summit2019
https://www.edvationxsummit.jp/

2020/11/3

【広がる「未来の教室」プラットフォーム】
2018年度、2019年度の「未来の教室」実証事業に採択されたライフイズテック株式会社（ https://life-is-tech.com/ ）が、2018年度の実証事業を踏まえ、学校向けオンラインプログ
ラミング教材「MOZER for School」をリリースしました。

2018年度の「未来の教室」実証事業で、ライフイズテック株式会社はITで地域課題を解決する中高生を育てる事業の一環として、公立中学校の技術科の授業でオンライン教材
「MOZER（マザー）」を使った実証実験を行いました。
約30人の生徒を先生が一人で見る体制で、プログラミングをしてウェブページを作る学習を実現しました。
画面上のAIメンターが先生の代わりに細やかなサポートを行うことで、一人ひとりの進捗に合わせた授業を実現しています。
また、授業の後半部ではオリジナルのウェブサイトを作る学習体験があり、STEAM教育で重視される「創造性」が発揮される授業カリキュラムも注目されました。
　
同社はこのオンライン教材「MOZER」を今秋から全国の学校向けに提供していくとのことです。
先生方向けには無料の体験アカウントも提供しているようですので、興味のある教委・学校関係者の皆様はこちらのサイトを参照ください。
https://life-is-tech.com/tech4teachers/mozer/

2020/11/3
Edvation×Summit公式Facebookで、「未来の教室」中間報告会（11/5）について取り上げていただきました！

https://www.facebook.com/edvationxsummit/photos/a.2710881318964252/2716705371715180/



2020/11/4

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における「STEAM Library」構築に向け、実証事業に参画しているNPO法人TOKUSHIMA雪花菜工房（ https://npo-tokushimaokarakoubou.jimdo.com/
）からのレポートが届きましたので、ご紹介します。

～以下、レポート～

専門家、徳島商業高校の教員、事務局などを中心に、授業の実施スケジュールや実施内容について細かな詰めを行いました。

徳島商業の203HRでの実施は、数学や商業、国語の先生が連携し、専門家の先生協力のもと現場の先生方にも一部授業を主導しもらい、自立的に授業運営が出来るよう準備を進めて
います。

動画教材の作成も動き始め、授業導入部分で活用できる専門家の動画教材の作成にも取り組んでいきます。

2020/11/5

【「未来の教室」メディア掲載情報】

2019年度「未来の教室」実証事業における「STEAM Library」構築プロジェクトの一環を担う株式会社ベジタリアの記事が「fabcross」に掲載されました。

▼オンライン講座「gacco」、「スマート農業で学ぶ！課題発見と解決策の生み出し方」開講へ
https://fabcross.jp/news/2019/20191101_gacco.html

2020/11/6

【「未来の教室」関係者登壇情報】

人材教育・組織戦略の現状と未来を語り合う専門フォーラム「eラーニングアワード 2019 フォーラム」が11月15日（金)に開催する『EdTechトラック』の申込受付を開始したプレス
リリースにおいて、「未来の教室」プロジェクトを担当する経産省教育産業室の浅野大介室長の登壇情報が紹介されました。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000073.000004142.html

2020/11/7

【広がる「未来の教室」プラットフォーム】

初芝富田林中学校高等学校主催「『はつとん』教育シンポジウム・公開授業」において、小畑力人常務理事から、「ＡＩ時代の教育を予見する「未来の教室」から見えてくるもの」
と題し、「未来の教室」を紹介しながら、初芝富田林中学校高等学校のICT教育の“現在”と“未来”の展開が語られるようです。

公教育においても「未来の教室」の話題がどんどん広まっています。

「私塾界」の記事として取り上げられていますので、ご紹介します。
https://www.shijyukukai.jp/2019/11/17202

2020/11/8

【海外へ飛び出せ！「未来の教室」】

「未来の教室」は海外でもキャラバン的な展開を始動させています！
その一環として、1月に英国ロンドンにて開催されます「BETT2020」において、ジェトロ（日本貿易振興機構）がジャパンブース出展及び現地視察をアレンジしております。

「BETT」(於：英国）はヨーロッパ最大規模のICT教育展示会。例年世界100カ国以上からの来場があり、今年度36回目を迎えます。海外のEdTech最新トレンドについて把握出来る効
果的な見本市です。

ジェトロは、本見本市に「ジャパンパビリオン」を設置し、日本のEdTech関連企業を国際的にアピールするとともに、カンファレンス等の参加による最新情報取得及びネットワーキ
ングの機会を提供します。また、同出展に合わせICT教育が導入されている教育現場の視察やスタートアップ、コワーキングスペース等、英国のEdTechエコシステム視察も実施しま
す。海外展開を考えていらっしゃいます企業様は、ぜひお申し込みください（締切：11月29日（金））。

＜BETT2020ジャパンブース出展及び現地視察＞
https://www.jetro.go.jp/events/dnc/699ed262b2f57e3d.html

2020/11/9

【「未来の教室」メディア掲載情報】

2019年度「未来の教室」事業における「STEAM Library」構築に向け、実証事業に参画している株式会社JTB（ https://www.jtbcorp.jp/jp/ ）の三浦学苑高校（
https://miura.ed.jp/）特進コースでの取り組みが、神奈川県全域・東京多摩地域の地域情報紙「タウンニュース」Web版に掲載されました。
https://www.townnews.co.jp/0501/2019/11/08/505584.html
ビッグデータを使い地元の観光課題や解決法を考える教育プログラムが、今月２日から三浦学苑高校特進コースで始まっている。株式会社ＪＴＢが経済産業省から受託した観光に関
する「...

2020/11/9

【「未来の教室」メディア掲載情報】

2019年度「未来の教室」実証事業モデル校事業として、武蔵野大学中学校で取り組んでいる、「Z会グループが学習サポーターを派遣し、学習を一人ひとりに最適化するAI先生
「atama＋」（アタマプラス）を活用した授業」について、「教育ICTリサーチブログ」に取り上げられました。

３回にわたる記事をまとめたページをご紹介します。
http://blog.ict-in-education.jp/entry/2019/11/09/040000

2020/11/9

シェアした投稿をしてからちょうど1週間でフォロワー数が100増え、4,100に達しました（本投稿時点）。
どんどん広がる「未来の教室」プラットフォーム、これからの教育のカタチを考えるには、本Facebookページから発信する実証事業等の様子がとても参考になると思います。

これからも投稿への「いいね！」やシェアで、周りの皆様にも「未来の教室」の動きを伝えていただければありがたいです。どうぞよろしくお願いいたします。（「未来の教室」
Facebook担当）

2020/11/10

【「未来の教室」関係者登壇情報】

11月9日（土）に開催された「令和元年度第3回世田谷教育推進会議（第2回世田谷区総合教育会議と合同実施）」において、「未来の教室」プロジェクトを担当する経産省教育産業室
の浅野大介室長が講演を行いました。
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/011/003/005/d00140191.html



2020/11/11

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における「リカレント向けSTEAM人材育成プログラム」として、実証事業に参画している一般社団法人RCF（ https://rcf311.com/ ）からのレポートが
届きましたので、ご紹介します。

～以下、レポート～

愛媛県宇和島市では、2月に研修プログラムを実施を予定しています。

宇和島市（ https://www.city.uwajima.ehime.jp/ ）は、平成30年7月豪雨で甚大な被害を受けましたが、地域外の様々な企業・個人と連携することで関係人口の創出と復興を進めてき
ました。
これらのチャレンジによって、宇和島市は企業が社員の能力向上を行うために価値ある地域となっています。

受講生は宇和島市で地域の課題に触れ、0から1を生み出す挑戦に挑みます。

2020/11/11

【「未来の教室」メディア掲載情報】

Edvation×Summit2019内で開催させていただいた「未来の教室」実証事業中間報告会の様子が、LoveTechMediaの記事として掲載されました。
当日の内容がとても丁寧にまとめられています。是非ご覧ください！
https://lovetech-media.com/eventreport/20191111edvation3/

2020/11/12

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における公募テーマ「新しい『教職員向け研修サービス』の実証」にて採択された、一般財団法人活育教育財団（ http://www.katsuiku.org/ ）からのレ
ポートが届きましたので、ご紹介します。

～以下、レポート～

教員の方を対象にファシリテータースキル研修を実施します。この研修を通して PBL型（問題解決型学習）の授業のファシリテーションのノウハウや、生徒が主体的に考えて積極的
に行動できるようになる理論やスキルを身に付けることができます。研修を終えた後、参加者の皆様が学校の授業やワークショップの形を進化させ、グローバルな環境下で複雑な課
題解決ができる変革型人材の輩出ができるようになることを目指します。

詳細・登録はこちら
https://www.katsuiku-academy.org/fc_training/

2020/11/13

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における「モデル校」事業として、袋井市立浅羽北小学校（ http://www4.tokai.or.jp/asanorth/ ）の実証事業に参画している凸版印刷株式会社（
https://www.toppan.co.jp/ ）からのレポートが届きましたので、ご紹介します。
通常の授業時間より短期間で指導が終わった事例が出始めているようです！
※なお、本実証事業では、「教育コーチ」として、前田康裕先生（熊本大学准教授）・佐藤靖泰先生（フューチャーインスティテュート株式会社教育コンサルタント）が、教育効果
を高めるための助言等を行っています。

～以下、レポート～

10月8日から25日まで、デジタル教科書とやるkey（ https://www.toppan.co.jp/solution/service/yarukey.html ）（授業モード）を活用した授業が行われました。
今回は、「比とその応用」の単元を、通常10時間のところ、8時間に圧縮しました。
子どもたちは、普段の授業と違った授業スタイルにもかかわらず、チャットボットや動画などを活用したり、先生や周りの友だちに説明を受けたりすることで、学習を深めていまし
た。
また、先生もデータに基づいた指導を実践しており、結果が楽しみです！

2020/11/13

【「未来の教室」メディア掲載情報】

Edvation×Summit2019内で開催させていただいた「未来の教室」実証事業中間報告会の様子が、LoveTechMediaの記事として、中編が掲載されました。

武蔵野大学中学校および福山市立城東中学校における実証事業の取り組みについて詳しく紹介されています。
是非ご覧ください！
https://lovetech-media.com/eventreport/20191113edvation4/

2020/11/14

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における公募テーマ「将来的に公認可能な『学校外教育サービス（オルタナティブ教育）』の実証」にて採択された、NPO法人SOMA（
https://nposoma.org/ ）からのレポートが届きましたので、ご紹介します。

～以下、レポート～

児童の年齢ではなく、発達段階に合わせた学びの機会を提供するi.Dareでは、「i.Dareの一日」体験プログラムの中で、アートプログラムと体育のプログラムを実施しました。

年長児から小学校5年生までが、自由意思による自己選択を徹底的に尊重した空間に身をおきました。
「あなたはどうしたい？」「わたしはこうしたい」に満ちあふれた環境で、製作に没頭する子、自分の体の動きに向き合う子、「やりたくないがやりたい！」に変わった子。プログ
ラムの前後で、アート活動や体育活動をより好きになった子供たちのはじける笑顔はなによりでした。

誰かと比べるのではなく「前のわたしと、今のわたしはどうちがう？」という自らの変化に向き合った子供たちの自信に満ちた表情が素晴らしかったです。

12月までは「i.Dareの一日」のプロトタイプの体験日を設け、１月からの本格運用までブラッシュアップをしていきます。

2020/11/14

【「未来の教室」ビジョン ムービー公開】
6月に発表された「未来の教室」ビジョンについて、研究会委員や経済産業省 浅野課長がコンセプトと想いを語ったムービーが完成しました。
本編を、既に読まれた方も、まだ読まれていない方も、「未来の教室」のエッセンスが凝縮された動画になってますので、是非ご視聴ください。
特に印象に残った言葉など、ムービーへご意見あれば、FB上やTwitter（#未来の教室）でお寄せ頂けますと幸甚です。

https://www.learning-innovation.go.jp/news/vision-2019/#main



2020/11/15

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における「モデル校」事業として、福山市立城東中学校（ http://www.edu.city.fukuyama.hiroshima.jp/chu-joto/
）の実証事業に参画している株式会社学研プラス（ https://gakken-plus.co.jp/
）からのレポートが届きましたので、ご紹介します。

～以下、レポート～

株式会社学研プラスでは、個別学習計画に基づいた個別最適化学習が行われている中学校において、必要な環境を整え、学習意欲と効果を高める検証を行っています。

具体的には、福山市立城東中学校の先生方の協力を得て、教室で授業を受けられない生徒たちが集まる「きらりルーム」に教科系教材とSTEAM系教材を導入し、生徒の学習意欲・効
果を向上させ、結果として出席認定だけでなく成績をつけることができるようになることを目指します。

10月4日に第1回導入授業を行い、生徒たちにどのような教材かを紹介しました。また、10月25日には関係者が一堂に会して定例ミーティングを行い様々な意見交換を行いました。今
後も定期的に授業を行うことで新しい教材の定着を図ります。

2020/11/16

【「未来の教室」ビジョンを委員が語る！】

metichannelで、「「未来の教室」とEdTech研究会」委員がビジョンに込めた想いを語った動画が公開されました。
是非ご覧ください！
https://www.youtube.com/watch?v=Z5leTH1CK1w

2020/11/17

2020/11/18

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における「STEAM Library」構築に向け、実証事業に参画しているベジタリア株式会社（ http://www.vegetalia.co.jp/
）からのレポートが届きましたので、ご紹介します。

～以下、レポート～

引き続き、都立園芸高校（ engei-h.metro.tokyo.jp ）にてSTEAM教育プログラムの実証を進めています。
10月中旬から11月初旬にかけて、スマート農業の事例を題材にして身近な課題の見つけ方と解決策の考え方を学ぶ授業を４回実施しました。
各授業では講義とグループワークを行い、積極的な議論が繰り広げられました！
今後は、ロボットやセンサー、プログラミングに関する授業を実施していきます。

また、各講義の内容を収録した講義動画の撮影も行いました。講義動画は MOOCプラットフォームであるドコモgaccoにて12月から公開します。
どなたでも無料で受講できますので、ぜひお申込みください。
https://lms.gacco.org/c…/course-v1:gacco+pt031+2019_12/about

2020/11/18

【「未来の教室」関係者登壇情報】

関西大学初等部ICT活用公開研修会が12月12日（木）に開催されます。
One-to-One環境, プログラミング, STEAM教育…などをテーマにした本研修に、「未来の教室」プロジェクトを担当する経産省教育産業室の浅野室長が登壇します。

先着順での申込受付になっております。興味のある方は是非早めのお申し込みをお願いいたします。
http://www.kansai-u.ac.jp/elementary/2019/11/ict1212.html

2020/11/19

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における公募テーマ「将来的に公認可能な『学校外教育サービス（オルタナティブ教育）』の実証」にて採択された、株式会社城南進学研究社（
https://www.johnan.co.jp/ ）からのレポートが届きましたので、ご紹介します。

～以下、レポート～

ＩＣＴ教材のデキタスを利用した学びについて、生徒たちが計画を立てました。

①楽しく学ぶこと
②無理なく学ぶこと
③将来につながることを学ぶこと

この3つのことを大切に、支援員さんと一緒にじっくり話し合いながら自ら作った計画です。
将来なりたい職業に向けた計画や、好きな教科は先の学年のことまで取り組む計画もありました。
立てた計画に対して担任の先生方も大いに応援してくれています。

好きなことや興味がある教科について自ら計画を立てる。立てた計画を担任の先生にも認めてもらい、その計画に沿って自ら学んでいく。
テクノロジーを活用して、一度学びに立ち止まった生徒たちが、再び歩み始めています。

2020/11/19

【「未来の教室」が京都に結集！】

「「未来の教室」をなんとか関西に…。」
2019年度モデル校実証事業、武蔵野大学中学校の教育コーチとして支えている、京都橘大学の池田修先生の想いに、経済産業省、実証事業者、教員の皆さん等が応え、「未来の教室
キャラバン」として11/30（土）に行うことになりました。

経産省教育産業室の浅野室長、武蔵野大学中学の日野田校長も駆け付けます！
11/30（土）京都橘大学に是非いらっしゃってください！
https://www.facebook.com/748623875336351/posts/1251723738359693



2020/11/20

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における「モデル校」事業として、武蔵野大学中学校（ https://www.musashino-u.ed.jp/ ）の実証事業に参画しているＺ会グループ（
https://www.zkai-gr.co.jp/ ）からのレポートが届きましたので、ご紹介します。
※なお、本実証事業では、「教育コーチ」として、石川一郎先生（聖ドミニコ学園カリキュラムマネージャー）・池田修先生（京都橘大学教授）が、教育効果を高めるための助言等
を行っています。

～以下、レポート～

武蔵野大学中学校×Ｚ会グループによる、「atama＋」（AI教材）と教員・Ｚ会サポーター（人による支援）が連携した数学の授業。
9月は週3コマ、10月以降は週2コマの授業時間をいただき、実施してきました。
9月はそれぞれの生徒が潜在的に抱えていた「小学校範囲の算数」や「中1の既習範囲」が中心でしたが、10月に入ってからは弱点を克服した生徒が急速に学校のカリキュラムに追い
ついたり、追い越したりするなど、それぞれの学習レベルに応じて、効果が出始めています。

写真は、全体の学習効果を最大化するため、実証校の数学科の教員とＺ会スタッフと定期的に行っている「人によるサポート」の在り方の打合せの様子です。

2020/11/21

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における「モデル校」事業として、長野県坂城高校（ https://www.nagano-c.ed.jp/sakakihs/ ）の実証事業に参画している株式会社すららネット（
https://surala.jp/home/ ）からのレポートが届きましたので、ご紹介します。
※なお、本実証事業では、「教育コーチ」として、三浦隆志先生（岡山県立林野高校前校長）・稲垣忠先生（東北学院大学教授）が、教育効果を高めるための助言等を行っていま
す。

～以下、レポート～

授業で使い始めて1か月が過ぎました。
写真の授業では、これまでは習熟度別に、それぞれ別の教室で授業を行っていた2つのクラスを１つの教室でまとめて展開。
2名の先生＋「すらら」で授業を行っています。

教科書的な知識の講義と演習課題は「すらら」、困ったときのサポートや、生徒の学習ログを見ての「激励」や「承認」は先生と役割を分けています。

生徒個々にとって最適な学びが提供できる授業形態・授業展開の設計のため、試行錯誤と挑戦を続けています。

2020/11/22

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における公募テーマ「新しい『教職員向け研修サービス』の実証」にて採択された、株式会社Barbara Pool（ https://www.barbarapool.com/ ）からの
レポートが届きましたので、ご紹介します。

～以下、レポート～

《 STEAM教育情報冊子 『STEAM JAPAN MAGAZINE』vol.1創刊 》

「問題解決力」「情報活用能力」の育成を目指してAI時代に生まれた最新教育「STEAM」を一望できる『STEAM JAPAN MAGAZINE』を創刊。
今月中に首都圏の一部小中学校、約1,500校の教員に向けて配布いたします。
また、本実証事業の対象先生方への配布も確定しています。

巻頭インタビューは「未来の教室」経済産業省　浅野大介氏。
また、ジャズピアニストで数学研究者の中島さち子氏、アーティスト スプツニ子！氏のインタビュー等も掲載。
冊子、また制作中の「STEAM」映像の両軸で、教職員研修での導入箇所のプログラム作成を行なっています。

2020/11/23

【「未来の学び」を生み出す新学習指導要領と「未来の教室」】

「一人一人の児童が，自分のよさや可能性を認識するとともに，あらゆる他者を価値のある存在として尊重し，多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え，豊かな人生
を切り拓ひらき，持続可能な社会の創り手となることができるようにすることが求められる。」
と前文に明記された新学習指導要領が、いよいよ2020年度から小学校段階で本格的に始まります。

「未来の教室」ビジョンは、大きくはこの方向性と一致しています。新学習指導要領の理念や考え方が社会にしっかり定着した上で、そのさらに先にある豊かな社会を創るために、
「未来の教室」プロジェクト群で様々な実証と社会浸透を図っている、と捉えることができます。

今回、「未来の教室」モデル校実証事業で、2018年度から「教育コーチ」を務めている、熊本大学前田康裕准教授が、新学習指導要領の理念や考え方を、OECDの「エデュケーショ
ン2030」までつなげ、文科省教育課程企画室の板倉室長と対談したサイトが公開されましたので、ご紹介します。
まさに「未来の教室」との橋渡しともなる記事、是非皆さんもシェアなどして、まずは新学習指導要領の理念や考え方の社会浸透にご協力ください！
https://www.sakura-sha.jp/miraimanabi/kiku-shidouyouryou/

2020/11/24

2020/11/25

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における「STEAM Library」構築に向け、実証事業に参画している株式会社学研プラス（ https://gakken-plus.co.jp/ ）からのレポートが届きましたの
で、ご紹介します。

～以下、レポート～

株式会社学研プラスでは、前年度の「未来の教室」で開発したMusic Blocks（MB）と授業案を小学校で使っていただき、STEAM教育を普及する活動を行っています。今年度の「未
来の教室」では、MBを使った「STEAMライブラリー」用教育コンテンツの構築を行います。

10月6日と20日には、学研グループの塾である学研教室岐阜事務局において、MBを使ったSTEAM教育の単元計画（年間学習計画）、授業案、ルーブリックについてのテストを行いま
した。10月から引き続き行っているもので、新しく作成した授業案のテスト授業がすべて終了し、11月からの徹明さくら小学校での実証授業に向けて先生方、アドバイザリーメン
バーとともに準備を進めています。



2020/11/25

【「未来の教室」イベント情報】
※締め切り間近につき再掲！ 11月29日（金）締切です！!

「未来の教室」は海外でもキャラバン的な展開を始動させています！
その一環として、1月に英国ロンドンにて開催されます「BETT2020」において、ジェトロがジャパンブース出展及び現地視察をアレンジしております。

「BETT」(於：英国）はヨーロッパ最大規模のICT教育展示会。例年世界100カ国以上からの来場があり、今年度36回目を迎えます。海外のEdTech最新トレンドについて把握出来る効
果的な見本市です。

ジェトロは、本見本市に「ジャパンパビリオン」を設置し、日本のEdTech関連企業を国際的にアピールするとともに、カンファレンス等の参加による最新情報取得及びネットワーキ
ングの機会を提供します。また、同出展に合わせICT教育が導入されている教育現場の視察やスタートアップ、コワーキングスペース等、英国のEdTechエコシステム視察も実施しま
す。海外展開を考えていらっしゃいます企業様は、ぜひお申し込みください。

＜BETT2020ジャパンブース出展及び現地視察＞
https://www.jetro.go.jp/events/dnc/699ed262b2f57e3d.html

2020/11/26

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における「STEAM Library」構築に向け、実証事業に参画しているNPO法人TOKUSHIMA雪花菜工房（ https://npo-tokushimaokarakoubou.jimdo.com/
）からのレポートが届きましたので、ご紹介します。

～以下、レポート～

徳島商業高校での渋滞解消プログラムがスタートしています！

２０３HR及びビジネス研究部では、東北大学より田中先生をお招きして出前授業を実施しました。
路線バスを題材にした協力と最適化、渋滞事例の紹介などを行い、生徒たちに興味関心を持ちながら取り組んでもらえるよう導入部分を実施しました。

さらには、身近に起こる渋滞をピックアップし、自ら解消したい渋滞問題を設定。グループ分けを行い、今後、渋滞の原因などの調べ学習を行い、解決に向けた糸口を探っていきま
す！

2020/11/27

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における公募テーマ「新しい『教職員向け研修サービス』の実証」にて採択された、株式会社ベネッセコーポレーション（ https://www.benesse.co.jp/
）からのレポートが届きましたので、ご紹介します。

～以下、レポート～

ベネッセコーポレーション「STEAMハッカソン事業」では、学習者（生徒）にとって学びの中心である「学校の授業」をSTEAM化することを、学習者と最も関わる「教員」の力に
よって実現することを目指してまいります。

私たちは教員自身のワクワクする気持ちが、生徒がワクワクするための土台であると考えています。
学習者（生徒）がワクワクを拡張しながら、学力の3要素（知識技能／思考力・判断力・表現力／学びに向かう力）が伸びるSTEAMプログラムを開発および実践を行います。

先日のEdvation×Summitでは、学びのSTEAM化を通じて育ってほしい生徒像として、高校生5名によるポスター発表を行いました。

2020/11/28

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における「モデル校」事業として、長野県坂城高校（ https://www.nagano-c.ed.jp/sakakihs/ ）の実証事業に参画している株式会社マイナビ（
https://www.mynavi.jp/ ）からのレポートが届きましたので、ご紹介します。
※なお、本実証事業では、「教育コーチ」として、三浦隆志先生（岡山県立林野高校前校長）・稲垣忠先生（東北学院大学教授）が、教育効果を高めるための助言等を行っていま
す。

～以下、レポート～

（１）10月24日に坂城高校にて実施したSTEAM学習関係者会議。先生方にも教材のゲームを体験していただいた
（２）株式会社トモノカイにて、大学生メンターによる「未来をつくる妄想会議」ファシリテーション研修風景

2020/11/29

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における「モデル校」事業として、千代田区立麹町中学校（ https://www.fureai-cloud.jp/kojimachi-j/ ）の実証事業に参画している株式会社COMPASS
（ https://qubena.com/ ）からのレポートが届きましたので、ご紹介します。
※なお、本実証事業では、「教育コーチ」として、田中康平先生（株式会社NEL&M代表取締役）・西田光昭先生（柏市教育委員会指導課教育研究専門アドバイザー）が、教育効果を
高めるための助言等を行っています。

～以下、レポート～

10月は主に朝学習の時間（授業時間扱い）を使って、タブレット教材での文法の集中学習を行いました。この期間の学習範囲は通常授業時間として平均11.5時間かかる範囲でした
が、タブレット教材を活用している麹町中学校2年生はすべてのクラスで同じ範囲を8時間で修了することができました。時間短縮についての効果は徐々に表れてきており、合わせて
学力についても今後検証を行っていきます。

探究型学習についても10月は4回の授業を行いました。“SDGs”の中の「質の高い教育を皆に」をテーマにして、世界でも教育がいきわたっていない国を選択し、その国のデータの分
析、教育をいきわたらせるために必要な仮説立てなどを行い、最終的な課題解決のための提案を行っていく予定です。

2020/11/30

以上、2019年11月の投稿履歴



2019年10月分の投稿

日付 投稿内容

2020/10/1

【2019年度「未来の教室」実証事業始動！】

2019年度「未来の教室」事業における「モデル校」事業として、袋井市立浅羽北小学校（ http://www4.tokai.or.jp/asanorth/ ）の実証事業に参画している凸版印刷株式会社（
https://www.toppan.co.jp/ ）からのレポートが届きましたので、ご紹介します。

～以下、レポート～

凸版印刷は、2018年に引き続き2年連続で「未来の教室」実証事業における学びの自立化・個別最適化を担当します。
本実証では、昨年を超える授業時間圧縮を目指すとともに、基礎学習の習熟を担保するために、教員による学習指導の効率化を支援する様々なツールを、個別最適化学習サービスで
ある「やるkey」と組み合わせて、学びの生産性向上を実現します。
10月中旬の実証開始に向け、現在新サービスの開発が進行中です！

2020/10/2

【広がる「未来の教室」プラットフォーム】

「未来の教室」実証事業として、学研プラスが開発し続けている「Music Blocks（ミュージック・ブロックス）」日本版および小学生用のカリキュラムについて、小学生が体験した
ことを保護者の目線で捉えた内容が、元小学校教員で情報モラル関係等の記事を執筆されているジャーナリストの高橋暁子さんの記事として「Impress Watch」に掲載されました。
https://www.watch.impress.co.jp/kodomo_it/try_programming/1209805.html

2020/10/2

【「未来の教室」実証事業者プレスリリース】

2019年度「未来の教室」実証事業において、「将来的に公認可能な「学校外教育サービス(オルタナティブ教育)」の事業として採択された株式会社城南進学研究社からのプレスリ
リースをご紹介します。
https://www.atpress.ne.jp/news/194485

2020/10/3

【「未来の教室」2018年度の実証事業を映像で！】

2019年9月26日にTV東京系「カンブリア宮殿」で取り上げられた麹町中学校は、2018年度、2019年度と「未来の教室」実証事業に参画しています。

2018年度の取り組みについて、生徒の表情と共に、実証事業者の（株）COMPASSが、1分34秒の映像でコンパクトにまとめていますので、ご紹介いたします。
https://www.youtube.com/watch?v=dcZZCaWkKTQ

2020/10/4

【2019年度「未来の教室」実証事業始動！】

2019年度「未来の教室」事業における「STEAM Library」構築に向け、実証事業に参画している NPO法人TOKUSHIMA雪花菜工房（ https://npo-tokushimaokarakoubou.jimdo.com/
）からのレポートが届きましたので、ご紹介します。

～以下、レポート～

本取組では、実証校である徳島商業高校（ http://tokusho.tokushima-ec.ed.jp/TOP-PAGE/ ）が行う「STEAMS化されたPBL学習」を教材化できるよう取り組みます。具体的には渋
滞/混雑を大きなテーマとし、昨年度に取り組んだカンボジアでの渋滞解決プログラムを、身近なテーマに置き換えて実施します。探求系科目と一般科目の両クラスで実施し、指導案
の作成や映像教材を作成しSTEAMSライブラリに活用できるよう進めて行きます。

　写真は一般クラスの代表生徒やビジネス研究部の生徒が中心となって、渋滞の基礎学習やテーマ・課題の設定について話し合っている様子です！

2020/10/5

【広がる「未来の教室」プラットフォーム】

教員に必須の知識を１冊に詰め込み、2009年、2011年、2016年に続いた発刊となったシリーズ最新作『教育の最新事情がよくわかる本2020』に、「未来の教室」が紹介されました。

（以下、引用）
今後の学校教育の姿を探るため、経済産業省により「未来の教室」の実証事業が行われています。たとえば、AIを活用して個々人の学習履歴を蓄積・分析し最適な内容・方法によって
行う学習（個別最適化学習）により、教科学習やプログラミング学習の研究開発が進められています。
（引用ここまで）

「これだけは知っておきたい 教員としての最新知識！」と銘打たれた書籍の中に「未来の教室」が掲載されることで、「未来の教室」の取り組みの理解が学校関係者に広がっている
ことがわかります！

https://www.kyouiku-kaihatu.co.jp/bookstore/products/detail/762

2020/10/5

【感謝】

本Facebookページの「いいね！」が3,000に達しました！

本Facebookページの立ち上げは2018年7月の中頃でした。
地道にほぼ毎日、「未来の教室」の動きを皆様にご紹介し続けて1年3カ月足らずで本「いいね！」数に達したのは、「「未来の教室」の動きを見てみるといいよ！」「Facebookペー
ジでずっと情報発信しているよ！」とクチコミしていただいている皆様のおかげと心から感謝しています。

2019年度の「未来の教室」実証事業も本格的に始まっています。これからも本Facebookページで動向をお伝えしていきますので、どうぞご注目ください。

なお、公式サイトでは「EdTech関連ニュース」を随時お届けしています。こちらもあわせてご注目ください。（Facebook担当より）
https://www.learning-innovation.go.jp/

2020/10/6

【「未来の教室」メディア掲載情報】

「未来の教室」2019年度実証事業の採択事業者が決定した記事が、「EdTechzine」に掲載されましたので、ご紹介します。
https://edtechzine.jp/article/detail/2702



2020/10/7

【2019年度「未来の教室」実証事業始動！】

2019年度「未来の教室」事業における「リカレント向けSTEAM人材育成プログラム」として、実証事業に参画している株式会社リディラバ（ https://ridilover.jp/ ）からのレポート
が届きましたので、ご紹介します。

～以下、レポート～

株式会社リディラバでは、大阪府四條畷市を舞台に、「健康寿命の延伸」をテーマにした未来の教室プロジェクトを実施します。
プロジェクトでは、市役所の「健康寿命」の担当者と、民間企業や大学院から参加するメンバーたちが協働。約３カ月半にわたって、「健康寿命の延伸」に向けた課題設定と解決策
の考案に挑戦します。

9月13日の事前説明会を経て、9月21日、22日に四條畷にて初回フィールドワークを実施。
プロジェクトの進捗にご注目ください。

2020/10/8

【「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における「STEAM Library」構築に向け、実証事業に参画しているベジタリア株式会社（ http://www.vegetalia.co.jp/ ）からのレポートが届きましたの
で、ご紹介します。

～以下、レポート～

９月は、今年度のプログラムのガイダンスを開催しました。未来の教室の目指す姿や昨年度他の高校で実施した内容の紹介、テクノロジーによる課題解決事例としてアイガモロボの
開発者による講義を行い、さらに課題発見と解決策考案の練習となるワークショップ「農業高校ここが大変2019夏」を実施しました。ガイダンスは盛況で、約20名の生徒が今年度の
未来の教室プログラムに参加希望となりました。10月からのプログラム開始に向けて、引き続き頑張ります！

2020/10/8

【「未来の教室」関係者登壇情報】

創立90年を迎えた三浦学苑高等学校。国際バカロレアディプロマプログラム認定される等、新しい教育の形を追求しています。
10月12日（土）の教育シンポジウムに、高大接続改革をリードした人安西祐一郎日本学術振興会顧問の基調講演の後、「未来の教室」を担当する経産省教育産業室の浅野大介室長が
「Society5.0 と未来の教室」として講演します。

詳細およびお申し込みは下記をご覧ください。
https://miura.ed.jp/2019/10/08/symposium_191012/

2020/10/9

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における「リカレント向けSTEAM人材育成プログラム」として、実証事業に参画している一般社団法人RCF（ https://rcf311.com/ ）からのレポートが
届きましたので、ご紹介します。

～以下、レポート～

福島県南相馬市では、11月23日(土)～26日(火)に研修プログラムを実施します。現地コーディネーターである一般社団法人あすびと福島（ http://asubito.or.jp/ ）の半谷代表は「南相
馬は被災によって急速に高齢化が進行した。これから日本が立ち向かう課題に南相馬は、今、取り組む必要に迫られている。南相馬で社会課題に取り組むことは20年先の日本社会の
課題解決につながる」とおっしゃいます。

RCFでは、課題の先進地である地域を舞台として、これからのリーダー人材が育つプログラム開発に取り組みます。

※写真は南相馬プログラムの拠点となる南相馬ソーラー・アグリパーク。

2020/10/9

【「未来の教室」実証事業者プレスリリース】

実証事業のモデル校として採択された袋井市立浅羽北小学校の記事が、同校で個別最適化の実証を行う凸版印刷株式会社のプレスリリースとして掲載されました。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000303.000033034.html

2020/10/10

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における公募テーマ「新しい『教職員向け研修サービス』の実証」にて採択された、株式会社Barbara Pool（ https://www.barbarapool.com/ ）からの
レポートが届きましたので、ご紹介します。

～以下、レポート～

本事業は、「学びのSTEAM化」をキーワードに『知識を教えるだけでなく先生も生徒も自発的に課題を見つけ、解決していく』カリキュラムの開発を行います。株式会社Barbara
Poolと東京学芸大学教育インキュベーションセンターの共同開発によるオンラインビデオ教材の開発～STEAM教育におけるファシリテーション研修及びSTEAM事例研修～STEAMプ
ログラム企画開発等の一連の流れで、新しい教員研修サービスの実証事業を予定しています。

2020/10/11

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における「STEAM Library」構築に向け、実証事業に参画している株式会社学研プラス（ https://gakken-plus.co.jp/ ）からのレポートが届きましたの
で、ご紹介します。

～以下、レポート～

株式会社学研プラスでは、前年度の「未来の教室」で開発したMusic Blocks（MB）と授業案を小学校で使っていただき、STEAM教育を普及する活動を行っています。今年度の「未
来の教室」では、MBを使った「STEAMライブラリー」用教育コンテンツの構築を行います。

9月21日と29日には、学研グループの塾である学研教室岐阜事務局において、MBを使ったSTEAM教育の単元計画（年間学習計画）、授業案、ルーブリックについてのテストを行いま
した。10月にも引き続きテスト授業を実施するため、徹明さくら小学校の先生方、アドバイザリーメンバーとともに準備を進めています。



2020/10/12

【「未来の教室」関係者登壇情報】

広島市近隣の公私立学校、教育に関心がある方々が「問いを立てる」ことを核として集まる場「問い立てラボ」第17回の講師として、「未来の教室」を担当する経産省教育産業室の
浅野大介室長が登壇します。

日時：10月26日（土）15時～
会場：広島女学院中学高等学校　（広島市中区上幟町11-32）
（無料でご参加いただけます）

詳細は下記をご覧ください。
http://toitate.livedoor.blog/archives/20027392.html

2020/10/13

【「未来の教室」関連記事　掲載情報】

「いつでも、どこでも、ママに寄り添う情報を」をテーマとするメディア「ママスタセレクト」に、「未来の教室」を担当する経産省教育産業室の浅野大介室長の記事が掲載されま
した。
https://select.mamastar.jp/328095

2020/10/14

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における「モデル校」事業として、武蔵野大学中学校（ https://www.musashino-u.ed.jp/ ）の実証事業に参画しているライフイズテック株式会社（
https://life-is-tech.com/ ）からのレポートが届きましたので、ご紹介します。

～ゲームをテーマに中高生の可能性を引き出す探究型STEAM教育～
本実証事業では、STEAM教育の分野における探究やPBLを進化させるための5つの狙いを満たし、且つ「ゲーム」をテーマとした新たな探究型STEAM教育プログラムを創出します。
子供たちはゲームを遊ぶ側から、学ぶ側へ。さらに作る側にシフトし、最終的にはゲームの探究を通じて学んだことを、自分の身の回りの課題解決に応用します。

2020/10/14

【「未来の教室」関係者登壇＆EdTech情報】

「「未来の教室」とEdTech研究会」安藤大作委員が会長を務める公益社団法人全国学習塾協会が、2019年10月14日に「塾の日シンポジウム　2019倉敷大会」を開催。
安藤会長から式辞があった後、経産省教育産業室の柴田室長補佐が来賓の祝辞を述べました。

また、特別講演「AIの進展と産業・社会の変化～AI時代、子どもたちに伝えられるべきこと～」として、人工知能の第一人者、東京大学大学院工学系研究科の松尾豊教授がご講演され
ました。

民間の教育産業も、EdTechを活用し「未来の教室」を創ろうという機運が高まっています！

2020/10/15

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における公募テーマ「学校教育での『個別最適化・到達度主義の学び』を可能にする教育サービスの実証」にて採択された、株式会社スプリックス（
https://sprix.jp/ ）からのレポートが届きましたので、ご紹介します。

～以下、レポート～

株式会社スプリックスは、昨年度に引き続き、今年度も実証事業者として採択されました。

前年度同様「eフォレスタ」を活用した上で、今年度は「教科横断型」×「到達度主義」授業の実現を目指し、現行の「標準授業時数」再考に向けた課題の明確化、および再考に必要
な定量データ/エビデンスの収集、を目的に実証を推進いたします。具体的な実証項目は次の通りです。

①「eフォレスタ」を活用した授業を実施：既に数学ではトライアル済。それ以外の教科でも導入

②「個別学習計画」システムの開発・導入：個々の到達度を踏まえ生徒自ら学習計画を策定できる機能を追加開発・導入

③「教科横断型」×「到達度主義」授業の試行：各生徒がその日/週に学ぶ教科・単元を計画しながら進める授業を実践

④定量データの抽出：再考議論の端緒とすべく、生徒/教科/単元ごとに要した時数と「標準授業時数」を比較

なお、授業の試行に際しては学校の特色に依存しないかたちで全国横展開が可能なモデルを構築すべく、地域に偏りのない以下5校に協力をいただきます。
・赤坂中学校、青山中学校（以上、港区教育委員会）
・川口中学校、北辰中学校（以上、長岡市教育委員会）
・宮城県古川黎明中学校
前年度の実証により得られた先生方からの好意的なフィードバックを背景に、今年度の実証においてはより具体的かつ現実的な展開を目指し、さらには将来的な公教育と民間教育の
連携を視野に実証事業を進めて参ります。

2020/10/16

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における「モデル校」事業として、武蔵野大学中学校（ https://www.musashino-u.ed.jp/ ）の実証事業に参画しているＺ会グループ（
https://www.zkai-gr.co.jp/ ）からのレポートが届きましたので、ご紹介します。

～以下、レポート～

武蔵野大学中学校×Ｚ会グループによる、「atama＋」を使った数学の授業では、個々のレベルにあった学習効果が早くも出てきています。「初めて数学が楽しいと思えた！」「“ど
こが分からないのか分からない”が解決した！」と喜ぶ生徒や、既に中２相当範囲をクリアする生徒も登場。
教員とＺ会サポーターは講師アプリと生徒の表情から、課題のある生徒を素早くフォロー。
AI×人の力でみんなが数学楽しめる学校を目指します。



2020/10/17

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における公募テーマ「新しい『教職員向け研修サービス』の実証」にて採択された、タクトピア株式会社（ http://taktopia.com/ ）からのレポートが届
きましたので、ご紹介します。

～以下、レポート～

私たちが考えるヒーローとは「配られたカード以上の未来を切り開ける存在」です。これからの激動の時代を生きる若者たちは、須らくヒーローである必要があります。
Hero Makersは、自らが未来を切り開くヒーローになる。そして、自らの教え子をヒーローにする。そんな先生たちのための超実践型チェンジメーカー育成プログラムです。
https://www.hero-makers.org/

2020/10/18

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における公募テーマ「将来的に公認可能な「学校外教育サービス（オルタナティブ教育）」の実証」にて採択された、株式会社城南進学研究社（
https://www.johnan.co.jp/ ）からのレポートが届きましたので、ご紹介します。

～以下、レポート～

夏休み明けの9月より、横浜市鴨居中学校「和（なごみ）ルーム」にて、学習の個別サポートを必要とする生徒が、ＩＣＴ教材「デキタス」を使用した学習が始動しました。参加する
生徒は当番の先生や担任の先生と相談しながら、今まで授業を受けてこなかった分野や、理解が不十分であった単元の学びなおしを行いました。計30時間を超える学びの時間の中
で、計10800問もの問題にチャレンジしていました。「今までは機会を逃してしまっていたが、本当は勉強がしたかったし、これならば周囲に気を遣わずに自分のペースで学べる」と
の感想も聞かれ、順調なスタートとなりました。
課題はこれらを一過性に終わらせず、継続していくこと。次月は生徒本人の自主性を尊重しながら生徒本人とともに「個別学習計画」の作成に入ります。

2020/10/18

【「未来の教室」実証事業者メディア掲載】

2019年度「未来の教室」実証事業「新しい『教職員向け研修サービス』の実証」にて採択された、株式会社Barbara Pool （ https://www.barbarapool.com/ ）が取り組むSTEAM推進
について、「mazecoze研究所」の記事にて紹介されました。
https://mazecoze.jp/cat7/5585

2020/10/19

【「未来の教室」イベント情報！】

「未来の教室」は全国でキャラバン的な展開を始動させています！
その一環として、11/30 (土）11時より「未来の教室 in 明日の教室」を京都橘大学にて開催いたします。
大学内の複数の教室を会場として使ったイベントになります！

当日は、「未来の教室」を担当する経済産業省教育産業室の浅野大介室長の「Society5.0と未来の教室」と題した基調講演や、新しい学びの姿を探る特別セッションの他、学研プラ
ス、Google for education、compass、Z会、凸版印刷、Life is Tech! 、Appleなどの提供する様々なEdTechにたっぷりと触れて頂けます。

詳細およびお申し込みは下記サイトからお願いします。
とくに関西圏の多くの方のご参加をお待ちしています！
https://www.kokuchpro.com/event/c6a9ff28d687d6c24e4a7cde77a0c45b/

2020/10/20

2020/10/21

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における公募テーマ「新しい『教職員向け研修サービス』の実証」にて採択された、一般財団法人活育教育財団（ http://www.katsuiku.org/
）からのレポートが届きましたので、ご紹介します。

～以下、レポート～

多様化、ITの進化、グローバル化が進み、社会の急速な変化による新たなニーズや課題は今後も益々増えることが予想されます。今後のニーズや課題に応えられる人材が必要であり、
彼らを育成するための新たな教育が今、求められています。

この研修を通して、 PBL型の授業のファシリテーションのノウハウや、生徒が主体的に考えて積極的に行動できるようになる理論やスキルを身に付けていきます。研修を終えた後、
参加者の皆様が学校の授業やワークショップの形を進化させ、グローバルな環境下で複雑な課題解決ができる変革型人材の輩出ができるようになることを目指します。

2020/10/22

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における「リカレント向けSTEAM人材育成プログラム」として、実証事業に参画しているキャプラン株式会社（ http://www.caplan.jp/ ）からのレポー
トが届きましたので、ご紹介します。

～以下、レポート～

「未来の教室in徳島」では、「地方創生×ＳＤＧｓ」イノベーションプロジェクトの参加者選考を実施いたしました。26名の応募者とFace-to-Face、スカイプで面談をし、参加動
機、プログラムへの希望、熱意、をじっくり聞かせていただきました。

そしてその中から今回のプログラムに参加される20名が確定いたしました。
https://future-academy-tokushima.jimdosite.com

2020/10/22

【「未来の教室」実証事業者メディア掲載情報】

「未来の教室」2018年、2019年度の２年連続で実証事業に関わっている株式会社COMPASSについて、SankeiBizに取り上げられました。
https://www.sankeibiz.jp/business/news/191021/bsd1910210500001-n1.htm



2020/10/23

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における公募テーマ「将来的に公認可能な『学校外教育サービス（オルタナティブ教育）』の実証」にて採択された、NPO法人SOMA（
https://nposoma.org/ ）からのレポートが届きましたので、ご紹介します。

～以下、レポート～

SOMAは学校外教育サービス（オルタナティブ教育）の実証において、幼小中統合型の個別最適・自立学習環境 i.Dare（イデア）の構築を行います。

i.Dareでは児童の年齢ではなく、発達段階に合わせた学びの機会を提供します。自由意志による自己選択を尊重し、「昨日のわたしから今日のわたしがどう変化したのか」を基準とす
る徹底した自己到達度評価により自己の成長を喜ぶ環境をととのえます。自尊感情を醸成する描画・アート・体育・言語・アントレプレナーシップ教育をプログラムの中核におきま
す。

９月の関係者によるキックオフを経て、１０月からは「i.Dareの一日」のプロトタイプの体験日を設け、１月からの本格運用までブラッシュアップをしていきます。

2020/10/24

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における公募テーマ「新しい『教職員向け研修サービス』の実証」にて採択された、株式会社教育と探求社（ http://eduq.jp/ ）からのレポートが届きま
したので、ご紹介します。

～以下、レポート～

先生が企業に、企業人が学校にインターンシップする機会を通じて次世代型のリーダーシップを育む研修プログラム「Exchange For
Education（仮）」を行います。
企業と学校が越境し対話する機会を通じて個々人の持つ価値観にゆらぎを生み、相互の垣根なく「学び合う」ことができるコミュニティの礎を作ることで、これからの社会をリード
していける企業人、先生へシフトチェンジしていくことを目指します。

2020/10/25

【2019年度「未来の教室」実証事業始動！】

2019年度「未来の教室」事業における「モデル校」事業として、長野県坂城高校（ https://www.nagano-c.ed.jp/sakakihs/ ）の実証事業に参画している株式会社すららネット（
https://surala.jp/home/ ）からのレポートが届きましたので、ご紹介します。

～以下、レポート～
いよいよ、各科目で授業内における「すらら」の活用を開始。

情報の授業等以外で生徒1人1人がパソコンを利用して行う授業は、坂城高校では教員・生徒ともに新しい取り組みであるため、特に教員は生徒が使えるか不安はあったようですが、
生徒の適応速度は素晴らしく、すっかり慣れた様子で使っています。
余計な私語もなく生徒は皆集中して自分の課題に取り組んでいます。

2020/10/26

11月4日（月祝）、5日（火）に開催されるEdvation×Summit2019において、「未来の教室」の企画を行います。

日時：11月5日（火）14時30分～17時（開場：14時）
会場：東京ガーデンテラス紀尾井カンファレンス メインルーム （東京都千代田区紀尾井町１番４号）

■企画内容
〇 キーノートスピーチ 【経済産業省商務サービスグループ 教育産業室 浅野室長・20分】
・「未来の教室」ビジョンについて
〇 2019年度実証事業紹介 【事務局・10分】
〇 パネルディスカッション 【ご登壇者／浅野室長／事務局・計120分】
・モデル校実証 千代田区立麹町中学校【30分】
・モデル校実証 武蔵野大学中学校【30分】
・モデル校実証 福山市立城東中学校【30分】
・モデル校実証 長野県坂城高等学校【30分】

詳細および申し込みは下記サイトをご覧ください（要事前申し込み）。
https://www.learning-innovation.go.jp/news/edvationx-summit-2019/#main

2019年度の実証事業を紹介する目的もありますので、実証事業に関わっている方など、是非本投稿を拡散してください！
※本年度実証事業は
https://www.learning-innovation.go.jp/news/verification_project/
および
https://www.learning-innovation.go.jp/news/koubo-sokuhou-2019/
になります。

2020/10/27

2020/10/28

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における「モデル校」事業として、千代田区立麹町中学校（ https://www.fureai-cloud.jp/kojimachi-j/ ）の実証事業に参画している株式会社COMPASS
（ https://qubena.com/ ）からのレポートが届きましたので、ご紹介します。

～以下、レポート～

9月から英語の授業時間でのタブレット教材の利用が始まりました。今回の実証では主に文法を効率的に学習するために活用していく予定ですが、昨年から数学の授業でQubenaを利
用していることもあってか、初回の授業からどんどん問題を解いていく生徒の皆さんの姿が見られました。継続的な利用によってどのぐらい効果が上がるか今からとても楽しみで
す。
英数の教科学習の実証と並行して実施する探究型学習についても初回のガイダンスを行いました。今回は
”SDGs”
をテーマにして問題発見や課題解決について学ぶプログラムを行う予定ですが、まずはカードゲームを使ってSDGsの理解と興味喚起を行うワークショップを行いました。

こちらもこれからどんなプログラムが展開されるのか次回以降の報告をご期待ください。



2020/10/29

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における「モデル校」事業として、袋井市立浅羽北小学校（ http://www4.tokai.or.jp/asanorth/ ）の実証事業に参画している凸版印刷株式会社（
https://www.toppan.co.jp/ ）からのレポートが届きましたので、ご紹介します。

～以下、レポート～

9月4日に教員向けに端末導入研修を実施しました。
また、9月19日には、児童向けに端末導入の初授業が実施されました。
子どもたちにとっては、タブレットを使った授業は初めてですが、現在は授業の中でもタブレットの活用が進められております。

子どもたちの適応能力には驚きです！10月中旬からは授業時間の圧縮を目指して、デジタル教科書とやるkey（授業モード）を活用した個別最適化された学びの実践を行います。

2020/10/29

【「未来の教室」メディア掲載情報】

「未来の教室」について、Edvation×Summit2019開催時の11/5（火）に企画を行う件につきまして、ICT教育ニュースに掲載されました。
https://ict-enews.net/2019/10/28meti/

2020/10/30

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における公募テーマ「新しい『教職員向け研修サービス』の実証」にて採択された、株式会社Ridilover（ https://ridilover.jp/ ）からのレポートが届きま
したので、ご紹介します。

～以下、レポート～

＼＼社会問題を探究する映像教材を使った教員向けファシリテーション研修／／

リディラバは「社会の無関心の打破」を理念に、社会問題の解決に取り組む団体を訪れるスタディツアーの企画運営や、社会問題を構造化して発信するWEBメディアを運営している
企業です！
これまで47校8,100人以上の中高生に、社会問題のカダイを見つけるスタディツアープログラムを提供してきた経験から、社会問題を探究する映像教材を開発しています。

「当事者の声に心が動かされ、生徒が本気になって話し合えていた。もっとこの機会を作りたい」
「スタディツアーを開催している東京まで行く時間と予算がない…」
「スタディツアー後に行うワークショップのファシリテーションをうちの学校の先生にも教えて欲しい」
「社会問題に関わる様々な立場の人にもっと話を聞いてみたい」

という先生方のご意見から、社会問題に関わる多様な関係者にインタビューを進めながら生徒自身がカダイを見つけていく探究映像教材を作ることにしました。

初回テーマは「フードロス」「出処者の社会復帰」です。（この先も様々な社会問題コンテンツを開発予定）
日常生活ではなかなか見えてこない「社会課題解決を仕事にするカッコイイ大人」との出会いも盛りだくさん。
そんな教材を活用し、先生向けファシリテーション研修を実施します。

「社会問題を生徒に考えさせたいけど、データがないし、ファシリテーションが難しそう」という声が聞かれましたが、先生向けファシリテーターガイドも作りました。不慣れな先
生でも安心ですし、ベテランの先生はアレンジしやすくなっています。
研修では、実践とフィードバックを繰り返し、進め方のポイントが体感的に掴める内容となっています！
ご興味をお持ちいただいた先生は ぜひ研修事業にご参加ください！(リディラバ FBで後日募集告知します)

2020/10/31

【2019年度「未来の教室」実証事業レポート】

2019年度「未来の教室」事業における「モデル校」事業として、武蔵野大学中学校（ https://www.musashino-u.ed.jp/ ）の実証事業に参画しているライフイズテック株式会社（
https://life-is-tech.com/ ）からのレポートが届きましたので、ご紹介します。

～以下、レポート～

＜授業開始に向けた学習内容の具体化と教材準備＞

ゲームで遊ぶ体験を元にゲームが人を惹きつける仕組みや世界感を探求し、作る側・生み出す側へとシフトするため、どのようにひとつひとつの学びを深めるか、どのような流れで
授業を進めるか、具体的な検討を進めてきました。
同時に、授業で実際に使用する教材の開発、スライドの制作も本格化し、10月には授業を開始しています。

以上、2019年10月の投稿履歴



2019年9月分の投稿

日付 投稿内容

2020/9/1

2019年8月30日に、令和2年度の経済産業省概算要求等を公表しました。
https://www.meti.go.jp/main/yosangaisan/fy2020/index.html

上記URLのサイトからリンクのある「令和2年度　経済産業省関係 概算要求のポイント」では、下記を大きな方向性の１つに掲げています。

▼新たな成長モデルの創出を支える基盤の整備
─ 大改革を実現する人づくり
─第四次産業革命を進める人材育成【48億(11億)】
• STEAM学習コンテンツの開発やEdTech推進を通じ、新しい学びの環境づくりを推進。
• 企業へのAI／IT導入を進められる人材を育成。

また、「未来の教室」関係については、詳細として、同じくサイトからリンクのある「令和２年度経済産業政策の重点」内に下記のように記述しています。

▼新たな成長モデルの創出を支える基盤の整備︓大変革を実現する人づくり
─第四次産業革命を進める人材の育成
〇 初中等教育について、EdTech の活用等を通じて、自立化・個別最適化された学びの実現を図る。さらに、STEAM 教育を推進するため、産官学で連携してコンテンツの
開発・普及に取り組む。
＞ 学びと社会の連携促進事業【33 億(11 億)】
補足）本「学びと社会の連携促進事業」が「未来の教室」事業にあたります。

2018年度以降、実証事業者、学校、教育委員会…等、多くの皆さんが生み出してきた知見やコンテンツ等を日本全国に広げていき、広く深い「未来の教室」プラットフォームを形成
する次年度にする所存です。
今後とも「未来の教室」プラットフォームの拡大へのご協力、どうぞよろしくお願いいたします。

2020/9/2

【「未来の教室」メディア掲載情報】

経済産業省の2020年度予算案の概算要求、中でも「未来の教室」関連の記載について、教育新聞に取り上げられましたので、ご紹介いたします。
※一部の内容は教育新聞の読者会員のみご覧いただけます。
本Facebookでは、教育メディアでも話題になっていることをお伝えするために、ご紹介いたします。
https://www.kyobun.co.jp/news/20190830_05/

2020/9/3

【「未来の教室」実証事業者プレスリリース】

2018年度、2019年度と2年連続「未来の教室」実証事業者として参画している株式会社COMPASSが、「未来の先生展」に出展するプレスリリースをご紹介します。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000043.000024557.html

2020/9/4

【「未来の教室」モデル校実証事業の動き】

2019年9月3日に、2019年度「モデル校事業」の１つとして選定された、長野県坂城高校に、「未来の教室」事業を担当する経産省教育産業室の浅野室長をはじめとした経産省メン
バーと、一般社団法人ICT CONNECT 21（ https://ictconnect21.jp/ ）が選定した「教育コーチ」（ICT教育を学校現場へ導入する際の助言役）である三浦隆志氏（前林野高校校
長）、稲垣忠氏（東北学院大学教授）、BCG（ https://www.bcg.com/ja-jp/default.aspx ）およびICT CONNECT 21担当者、そして坂城高校の校長・教頭・教諭他が一斉に集い、10
時から17時まで、授業見学や打合せを行いました。

学びの個別最適化および社会とつながる学びについて、学校関係者がどのように関係していけば、子どもたちのよりよい学びにつながるか、熱い議論が交わされました。

今後の坂城高校の展開に注目してください！
https://www.nagano-c.ed.jp/sakakihs/

2020/9/5

【「未来の教室」関係者登壇情報】

上越教育大学附属中学校で2019年10 月11日（金）に実施される教育研究協議会において、「未来の教室」事業を担当する経産省教育産業室の浅野大介室長が講演します。

「AI 時代を主体的・共創的に生き抜く生徒の育成」
～ 自己調整、創造性、人間性に着目して ～
http://fsportal.jhs.juen.ac.jp/%E7%A0%94%E7%A9%B6%E7%B4%B9%E4%BB%8B/

2020/9/6

【「未来の教室」メディア掲載情報】

「未来の教室」の動きがベネッセ教育情報サイトに掲載されました。
https://benesse.jp/kyouiku/201909/20190905-1.html

2020/9/7

2020/9/8

2020/9/9

【2019年度「未来の教室」実証事業始動！】

2019年度「未来の教室」事業における「STEAM Library」構築に向け、実証事業に参画しているIGS株式会社（ https://www.i-globalsociety.com/ ）からのレポートが届きましたの
で、ご紹介します。

～以下、レポート～

IGS株式会社では、全国の中学、高校で汎用可能な「MaaSを題材としたSTEAM教育コンテンツ」を３つ作成しています。
三重県の宇治山田商業高等学校、四日市工業高等学校、武蔵野大学中学校の生徒さんが10月から授業を受ける予定なので目下準備中です。

このコンテンツの授業を受けることで、どう成長するのか？については弊社のAi GROWで測定します。
写真はコンテンツについてディスカッションしている様子と生徒がAi GROWを受検している様子です。



2020/9/10

【2019年度「未来の教室」実証事業始動！】

2019年度「未来の教室」事業における「STEAM Library」構築に向け、実証事業に参画している株式会社学研プラス（ https://gakken-plus.co.jp/ ）からのレポートが届きましたの
で、ご紹介します。

～以下、レポート～

株式会社学研プラスでは、前年度の「未来の教室」で開発したMusic Blocks（MB）と授業案を小学校で使っていただき、STEAM教育を普及する活動を行っています。今年度の「未
来の教室」では、MBを使った「STEAMライブラリー」用教育コンテンツの構築を行います。

具体的には、岐阜市教育委員会との連携により、岐阜市立徹明さくら小学校の先生方の全面的な協力を得て、いつでもどこでもMBの操作が学べる動画教材、創造性と課題発見力・解
決力を育む単元計画・授業案・評価教材等を整備します。

8月28日には岐阜市の先生方とワークショップを実施し、今後の方向性について意見交換を行いました。

また、学研グループの学習塾「学研教室」と連携し、アフタースクールにおいてもMBを使ったSTEAM教育を受けられる環境を整備していきます。これにより公民両面から、一貫し
た学びの土壌を醸成することを目指します。

2020/9/11

【「未来の教室」メディア掲載情報】

「未来の教室」プラットフォームを率いる経産省教育産業室の浅野大介室長の記事が、ママスタセレクトに掲載されましたので、ご紹介します。
https://select.mamastar.jp/324508

2020/9/12

【2019年度「未来の教室」実証事業始動！】

2019年度「未来の教室」事業における「モデル校」事業として、武蔵野大学中学校（ https://www.musashino-u.ed.jp/ ）の実証事業に参画しているＺ会グループ（
https://www.zkai-gr.co.jp/ ）からのレポートが届きましたので、ご紹介します。

～以下、レポート～

武蔵野大学中学校 × Ｚ会グループ の「未来の教室」実証事業がスタートです。
同校教員 と Ｚ会からの派遣サポーターが一緒になって、AI技術を駆使した最先端の教材「atama＋」（ https://www.atama.plus/ ）を活用。数学の指導を「人×AI」の力で効率化
し、138名の中学1年生全員に個別最適化された学びの提供を目指します。
写真は、8/28、教員とサポーター合同での「模擬授業」の様子。和気藹々とした雰囲気の中、学びの革新に向けて着々と準備中です。

2020/9/13

【STEAM教育の議論がHOT！】

文科省が9月4日に開催した教育課程部会（112回）において、STEAM教育が議題に取り上げられました。
文科・経産の両省庁が、STEAM教育の導入を目指す方向で一致していることがわかります。

当日の資料については、下記の資料5-1～5-4をご参照ください。
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/004/siryo/1420968.htm

2020/9/14

【「未来の教室」実証事業レポート】

2018年度の「未来の教室」に参加したライフイズテック株式会社（ https://life-is-tech.com/ ）が実証事業での取り組みをレポートにまとめ公開しました。「未来の教室」事業を担
当する経産省教育産業室の浅野大介室長からも声が寄せられています。
地域の中高生が地域課題を自ら発見し、ITを用いて地域課題を実際に解決するアプリ・web・映像などを開発した創造的なプロジェクトです。ぜひご覧ください！
▼地元の中高生が地域課題をITで解決（「未来の教室」実証事業）
https://life-is-tech.com/docs/tech_for_local_report_iiduka.pdf
※福岡県飯塚市・嘉麻市・桂川町での取り組み

また、未来の教室以外でもライフイズテック株式会社が取り組む、各地域でのIT人材育成の取り組みのレポートも公開されています。
全国の自治体の関係者の方は、参考にされてみてはいかがでしょうか？

【概要】
★「オンライン」と「オフライン」でトップIT人材を育成（茨城県教育庁）
https://life-is-tech.com/docs/tech_for_local_report_ibaraki.pdf

★地域内IT人材育成エコシステムづくり（高知県産業創造課）
https://life-is-tech.com/docs/tech_for_local_report_kouchi.pdf

2020/9/15

【「未来の教室」メディア掲載情報】

「未来の教室」事業を担当する経産省教育産業室の浅野大介室長の記事がママスタセレクトに掲載されました。
https://select.mamastar.jp/324517

2020/9/16

【2019年度「未来の教室」実証事業始動！】

2019年度「未来の教室」事業における「リカレント向けSTEAM人材育成プログラム」として、実証事業に参画しているキャプラン株式会社（ http://www.caplan.jp/ ）からのレポー
トが届きましたので、ご紹介します。

～以下、レポート～

「未来の教室in徳島」では、「地方創生×SDGs」イノベーションプロジェクトと題し、参加説明会をパソナTRAVEL-HUB-MIXで4回開催いたしました。企業人・デザイナー・エンジ
ニア等、多種多様なバックグラウンドの方々にご参加いただきました。また、会終了後も、プログラム内容やSDGsに関するご質問・ご要望なども多数いただき、地方創生やSDGsに
関する関心の高まりを実感いたしました。
▼「地方創生×SDGs」イノベーションプロジェクト
https://future-academy-tokushima.jimdosite.com



2020/9/17

【「いいね！」が2,900に達しました！】

本Facebookページの「いいね！」が2,900に達しました。
2019年度の実証事業が8月に入り本格化、「モデル校事業」「STEAM Library事業」等、動いている様子を本Facebookで届けていきます。

是非これからも１つ１つの記事に共感していただけたら、「いいね！」やシェアをしていただき、未来を創る当事者（チェンジ・メイカー）になるための教育環境づくりに取り組む
「未来の教室」プロジェクトを応援していただければ幸いです！

これからもどうぞよろしくお願いいたします！

【「未来の教室」Facebook担当一同】

2020/9/17

2019年度「未来の教室」事業における「モデル校」事業として、長野県坂城高校（ https://www.nagano-c.ed.jp/sakakihs/ ）の実証事業に参画している株式会社すららネット（
https://surala.jp/home/ ）からのレポートが届きましたので、ご紹介します。

～以下、レポート～

すらら導入校の島根県開星高等学校（ http://www.kaisei.matsue.shimane.jp/ ）の副校長村本克先生をゲストにお呼びし、長野坂城高校の先生方に対して、すららのデモ授業を行っ
ていただきました。
授業内での有効な活用方法についてのノウハウをお伝えいただき、先生方も熱心に聞いておられます。まだ明るくないICTの効果的運用方法をつかもうと、先生方から多くの質問がで
ました。
今後具体的な方法について検討・決定・改善を進めていきます。

2020/9/18

【2019年度「未来の教室」実証事業始動！】

2019年度「未来の教室」事業における「STEAM Library」構築に向け、実証事業に参画しているベジタリア株式会社（ http://www.vegetalia.co.jp/
）からのレポートが届きましたので、ご紹介します。

～以下、レポート～

ベジタリア株式会社では、複数の企業や専門家と連携して、専門学校が地域のSTEAM学習拠点となるような、STEAM学習プログラムの開発・実施に取り組んでいます。
今年度は、東京都立園芸高等学校（ http://www.engei-h.metro.tokyo.jp/ ）を舞台に、IT・センサー、ロボットの最新技術を使ったスマート農業を題材にしながら、身近な課題の見
つけ方や課題を解決する方法を考えるプログラムを実施します。
初回は、9月21日にプログラムガイダンスを開催予定。
8月には、園芸高校に関係者が集まり、プログラムの開始に向けたキックオフMTGを開催しました。

2020/9/19

【「未来の教室」メディア掲載情報】

「未来の教室」事業を担当する経産省教育産業室の浅野大介室長の記事がママスタセレクトに掲載されました。

▼日本は「落ちこぼれ」も「吹きこぼれ」も作らない教育が求められる【経済産業省・浅野大介さん】
https://select.mamastar.jp/328103

2020/9/20

【2019年度「未来の教室」実証事業始動！】

2019年度「未来の教室」事業における「リカレント向けSTEAM人材育成プログラム」として、実証事業に参画している一般社団法人RCF（ https://rcf311.com/ ）からのレポートが
届きましたので、ご紹介します。

～以下、レポート～

RCFでは福島県南相馬市、愛媛県宇和島市の２地域で大手企業の若手リーダー、大学生合同での研修プログラムを予定しています。
若手社会人と学生約40人がそれぞれの地域を来訪し、復興の課題や地域事業者の声を聞いた上でこれからの地域の産業発展に向けた提案を行います。
STEAM人材の育成は日本の産業を牽引する大手企業にとって喫緊の課題となっています。地域の複雑な課題に取り組むことで、課題の構造化、文理融合した解決策立案に挑みます。
※写真は南相馬ツアー視察想定場所です。
「南相馬のそばには未だに時間が止まっている被災地がある」

2020/9/21

「未来の教室」実証事業についての東京学芸大学からのプレスリリースをご紹介します。

▼『「未来の教室」実証事業』MaaSを題材としたSTEAM教育のプログラム構築をInstitution for a Global Society 株式会社から受託し共同開発
http://www.u-gakugei.ac.jp/pickup-news/2019/09/maassteaminstitution-for-a-global-society.html

2020/9/22

【「未来の教室」メディア掲載情報】

2019年8月21日、「日本の教育はICT活用でどう変わっていくのか ～目指すべき次世代の教育現場を考える～」と題したセミナーが名古屋コンベンションホールで開催され、「次世代
の教育現場とは？　「柴山プラン」「未来の教室ビジョン」が目指すもの」というタイトルにてITmediaに紹介されました。
https://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1909/17/news004.html

2020/9/23

【2019年度「未来の教室」実証事業始動！】

2019年度「未来の教室」事業における「STEAM Library」構築に向け、実証事業に参画している株式会社JTB（ https://www.jtbcorp.jp/jp/
）からのレポートが届きましたので、ご紹介します。
※なお、本事業は、「モデル校事業」において参画している千代田区立麹町中学校（ https://www.fureai-cloud.jp/kojimachi-j/ ）でも実証されます。

～以下、レポート～

『観光』とは、その地域に特有の気象条件、地形、自然、歴史、伝統･文化、料理などが特徴的であることで成り立っています。わが国では、地域それぞれに固有の特性があり、ゆえ
に『観光』について学ぶことは、その『地域』について学ぶことであり、発達期である小・中・高校生の高い関心を抱かせることが期待できます。
本事業では、観光をきっかけに、社会だけでなく、理科、数学、地理など多様な探求型の学習を促すことのできるアプリの開発、学習プログラムを構築し、全国どこでもできる学習
環境を整えることを目指しています。



2020/9/24

【2019年度「未来の教室」実証事業始動！】

2019年度「未来の教室」事業における「STEAM Library」構築に向け、実証事業に参画しているSTEAM Sports Laboratory（ http://steams-jp.com/ ）からのレポートが届きました
ので、ご紹介します。
※なお、本事業は、「モデル校事業」において参画している袋井市立浅羽北小学校（ http://www4.tokai.or.jp/asanorth/ ）でも実証されます。

～以下、レポート～

8月8～9日に、教員向けの「タグラグビー× STEAM（算数・プログラミング）」ワークショップを実施しました。
小学校の体育への導入を想定し、昨年度開発したカリキュラムを（45分授業×6回）で展開。

初日は、生徒として受講していただき、受講生の立場から内容そのものの有効性や有用性等を検討していただきました。
翌日は、初日を振り返りながら、先生の立場から実際の導入に際しての課題やニーズを洗い出していただきました。

先生方の反応は、概ねポジティブで「授業でやってみたい」や「やれそうだ」というコメントを頂戴しました。
現在、教員向けの指導教本、副読本の製作を進めており、今回いただいた課題やニーズをしっかり反映し、ひとりでも多くの子ども達に届けていきたいと思っています。

2020/9/24
7月に行った実証事業の公募について、採択事業者が決定しましたので、お知らせいたします。
https://www.meti.go.jp/press/2019/09/20190924002/20190924002.html

2020/9/25

【2019年度「未来の教室」実証事業始動！】

2019年度「未来の教室」事業における「STEAM Library」構築に向け、実証事業に参画している株式会社マイナビ（ https://www.mynavi.jp/ ）からのレポートが届きましたので、ご
紹介します。
※なお、本事業は、「モデル校事業」において参画している長野県坂城高校（ https://www.nagano-c.ed.jp/sakakihs/ ）でも実証されます。

～以下、レポート～

長野県坂城高校での“モデル校”実証では、企業について情報収集をする「視点」を身につけた上で
●地域の企業が、地域や社会の課題を解決していることに気づくこと
●自分の言葉で質問できるようになること
●いろいろな人と協力しながら活動ができること
●かつ、未来を自分ごととして考えることができること
を目指し、坂城町の企業がどのように地域・社会の課題を解決しているのかを明らかにし、坂高生が考える「企業の未来予想図」を作成することを最終ゴールとしてプログラムを検
討中。
トモノカイ（ https://www.tomonokai-corp.com/ ）のメンターによるサポートについては、プログラムに合わせて人員配置を検討中。

2020/9/25

【「未来の教室」実証事業者プレスリリース】

Music Blocksを使った「STEAMライブラリー」用教育コンテンツの構築として実証事業に採択された、株式会社学研プラスのプレスリリースをご紹介します。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002402.000002535.html

2020/9/26

【「未来の教室」関係者登壇情報】

年に１度のe-learningの祭典「eラーニングアワード2019フォーラム」に、「未来の教室」を担当する経済産業省教育産業室の浅野大介室長が登壇します。

「なぜ経済産業省が教育の施策を行っているのか。
日本の産業・経済を担う人材の育成は学校での教育からすでに始まっていること、また、今後の社会で必要になる力とそれを実現するEdTechについてメッセージを出します。」

▼現在傍聴受付中です。
https://www.elearningawards.jp/program2detailx.html#9

2020/9/26

【「未来の教室」関連プレスリリース】

「未来の教室」の事業におけるPBL支援経験も活用し、国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合機構（NEDO）が実施する「Connected Industries推進のための協調領域データ
共有・AIシステム開発促進事業／AI Quest（課題解決型AI人材育成事業）に関する調査事業」をボストン・コンサルティング・グループ（BCG）が受託、7月より初期設定フェーズに
入っている旨のプレスリリースをご紹介します。

10月から実証実験を開始するにあたり、キックオフイベントを開催します。

日時：10月11日（金）　14時00分～16時45分
場所：株式会社内田洋行　本社ビルユビキタス協創広場 CANVAS

詳細はプレスリリースをご覧ください。
https://www.bcg.com/ja-jp/d/press/25september2019-BCG-AI-Quest-PBL-Program-230394

2020/9/26

【「未来の教室」関係者メディア登場情報】

本日（2019年9月26日）午後10時から、TV東京系で放映される「カンブリア宮殿」に、2019年「未来の教室」実証事業モデル校として参画している千代田区立麹町中学校の工藤勇一
校長がご出演されます。
https://www.tv-tokyo.co.jp/cambria/backnumber/2019/0926/

出演にあたり、工藤校長がご自身のFacebookに想いを綴られていますので、あわせてご覧いただければ幸いです。
https://www.facebook.com/yuichi.kudo.90/posts/2446927468733073



2020/9/27

【2019年度「未来の教室」実証事業始動！】

2019年度「未来の教室」事業における「モデル校」事業として、千代田区立麹町中学校（ https://www.fureai-cloud.jp/kojimachi-j/ ）の実証事業に参画している株式会社COMPASS
（ https://qubena.com/ ）からのレポートが届きましたので、ご紹介します。
※麹町中学校の工藤勇一校長は昨日（9月26日）のテレビ東京系「カンブリア宮殿」に出演されました（ https://www.tv-tokyo.co.jp/cambria/backnumber/2019/0926/ ）。

～以下、レポート～

COMPASSの本年度の実証では、教科学習にて、昨年度の実証から継続している数学に英語を加えた複数教科での「アダプティブラーニングによる知識・技能の習得」の個別最適化と
効率化を図ります。
また、それにより創出された時間で、探求学習として、昨年度と同様に「STEAM教育」を行います。

昨年度は数学を実践的に活用しながら最先端テクノロジーを使い課題に取り組むことで、実社会における数学の重要性を学びましたが、今年度は実際に存在する具体的な社会課題に
まで踏み込み、それを通して数学・英語の複数教科の重要性を学びます。

2020/9/28

【「未来の教室」実証事業者プレスリリース】

2019年度「未来の教室」実証事業「教職員向け研修サービス」として採択された株式会社Barbara Poolからのプレスリリースをご紹介します。
https://www.atpress.ne.jp/news/194359

2020/9/29

【広がる「未来の教室」プラットフォーム】

「未来の教室」武蔵野大学中学の実証事業に「教育コーチ」として教育的な助言をしてくださっている、京都橘大学池田修教授が、自身が代表を務める「明日の教室」のイベントと
して、「未来の教室 in 明日の教室」を11/30（土）京都橘大学で開催することになりました。
「未来の教室」を担当する経産省教育産業室の浅野大介室長の基調講演も行われます。

詳細は別途本Facebook等でご紹介します。とくに関西の方におかれましては是非日程を空けてお待ちいただければ幸いです。
※池田教授のツイートをご紹介します。
https://twitter.com/ikedaosamu/status/1177475407475380231

「明日の教室」ではこれまでも著名な方にご講演していただいた、教員および教員を目指す大学生等の「学びの場」です。
http://sogogakushu.gr.jp/asunokyoshitsu/dvd_1.htm

2020/9/30

【「未来の教室」実証事業者プレスリリース】

2019年度「未来の教室」実証事業）「新しい「教職員向け研修サービス」の実証」として採択した、株式会社教育と探究社のの、 「先生と企業人の交換留学プログラム『Exchange
For Education（仮）』」についてのプレスリリースをご紹介します。

”「Exchange For Education（仮）」は、先生が企業に、企業人が学校にインターンシップする機会を通じて次世代型のリーダーシップを育む研修プログラムです。”（プレスリリース
より引用）
http://eduq.jp/mirainokyoshitsu2019/

2020/9/30

【「未来の教室」メディア掲載情報】

2019年9月24日に発表した「未来の教室」2019年度実証事業について、受験や進路・進学情報の教育ニュースサイト「リセマム」に掲載されました。
https://resemom.jp/article/2019/09/30/52681.html

2020/9/30

【「未来の教室」メディア掲載情報】

2019年9月24日に発表した「未来の教室」2019年度実証事業について、受験や進路・進学情報の教育ニュースサイト「リセマム」に掲載された記事が、Yahoo!ニュースに転載し紹介
されました。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190930-00000009-resemom-life

以上、2019年9月の投稿履歴



2019年8月分の投稿

日付 投稿内容

2020/8/1

【「未来の教室」関係者登壇情報】

9月14日（土）、15日（日）の２日間、明治大学駿河台キャンパスリバティータワーで開催される「未来の先生展2019」に、「「未来の教室」とEdTech研究会」で委員を務めた、麹
町中学校の工藤勇一校長が開催記念鼎談に登場します。

明治大学土屋恵一郎学長と、立命館大学アジア太平洋大学出口治明学長との注目鼎談です！
http://www.mirai-sensei.org/

2020/8/2

【広がる「未来の教室」プラットフォーム】

2018年度の実証事業に携わった事業者が、実証で得られた知見を活かし、よりよいものにして、2019年度も継続していく動きが様々なところで見られます。

その１つとして、立命館東京キャンパスの「チェンジ・メイカー育成プログラム」第２期の募集が始まっています。
http://www.ritsumei.ac.jp/tokyocampus/course_guide/detail/?course_id=03

「課題の本質を見極め、様々な分野の個人・組織の力を集めて試行錯誤を繰り返し、状況を変化させられることができる」チェンジ・メイカー育成プログラム。
是非多くの方からのご応募をお待ちしております。

※Facebookページはこちら。
https://www.facebook.com/r.change.maker/
※2018年度「未来の教室」実証事業で立命館東京キャンパスが取り組んだ事業はこちらになります。
https://www.learning-innovation.go.jp/verify/detail/z0043

2020/8/3

2020/8/4

2020/8/5

【2019年度「未来の教室」実証事業紹介】

2019年度「未来の教室」モデル校実証事業に取り組む長野県坂城高校。
AI教材で株式会社すららネット、地域を学ぶ探求・プロジェクト学習で株式会社マイナビ・株式会社トモノカイが関わります。

坂城高校の生徒に、より主体的な学びが生まれ、社会に出ても課題解決に向かえる力を身に着けるためのプログラムに取り組みます。

▼長野県坂城高校
http://www.nagano-c.ed.jp/sakakihs/

2020/8/6

【「未来の教室」2019年度実証事業 説明会開催！】

「地域課題を題材に、ビジネスとSTEAMを融合し、ソーシャルイノベーションを興せる人材の創出」を理念に掲げ、「リカレント向けSTEAM人材育成」に取り組む、キャプラン株式
会社のプログラム「「地方創生×SDGs」イノベーションプロジェクト（徳島県・にし阿波）」の説明会が都内で開催されます。

■日時
8月 9日（金）
8月14日（水）
8月19日（月）
8月22日（木）
いずれも19時30分～20時30分（開場19時～）

■場所
TRAVEL HUB MIX（東京都千代田区大手町2-6-2 JOB HUB SQUARE 1F）

詳しくは下記サイトをご覧ください。
https://future-academy-tokushima.jimdosite.com/

2020/8/7
8/7、8で開催する「経済産業省こどもデー」では、「未来の教室」で学ぼう！という企画もあります！！

https://www.facebook.com/Education.Industry.METI/photos/a.1159955857536482/1159946874204047/?type=1&theater

2020/8/8

【「未来の教室」実証事業者プレスリリース】

「未来の教室」2019年度実証事業「地域創生×SDGsイノベーションプロジェクト」に取り組む株式会社キャプランからのプレスリリースをご紹介します。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000639.000016751.html
株式会社パソナグループのプレスリリース（2019年8月5日 16時24分）地域創生×SDGsイノベーションプロジェクト 徳島県西部にて『未来の教室in徳島』10／19開始

2020/8/8
「未来の教室」公式サイトが新しくなりました！
https://www.learning-innovation.go.jp/

2020/8/9

【「未来の教室」メディア掲載情報】

2019年度「未来の教室」実証事業が本格的に始動しました！

2019年度「未来の教室」モデル校実証事業として採択された武蔵野大学中学校にて、8月7日（水）に開催されたキックオフ集会の様子が教育新聞に掲載されました。
※購読会員限定の記事内容もありますが、「未来の教室」2019年度の始動がわかる記事として、ご紹介します。
https://www.kyobun.co.jp/news/20190807_06/

2020/8/10

2020/8/11



2020/8/12

【「未来の教室」メディア掲載情報】

8月7日、8日に開催された「子ども霞ヶ関見学デー」において、経産省では「未来の教室で学ぼう！」というテーマの下、各種企業と連携し、先端技術を活用した新しい学びを体験で
きるコーナーを設置しました。

そのときの様子が教育新聞に掲載されましたので、ご紹介します。
https://www.kyobun.co.jp/news/20190808_03/

2020/8/13

【2019年度「未来の教室」実証事業紹介】

2019年度「未来の教室」では、"STEAM Library"構築を目指した実証事業に取り組みます。

本プログラムの１つとして、株式会社JTBは「観光予報プラットフォーム × 教育 」と冠し、全国のどこでも学べる観光ビックデータから学ぶ観光マーケティングとSTEAM教育の実
践と確立を目指します。

2018年度実証事業で開発した社会科（観光学習）用アプリを拡充するとともに、新規に 数学（統計学）、 理科（気象学）、地理学習用アプリを開発、STEAM学習につながるプログ
ラムを作成し実証します。
作成された教材・アプリは公開し、全国の学校で利用できるようになることを目指します！

2020/8/14

【2019年度「未来の教室」実証事業紹介】

2019年度「未来の教室」モデル校実証事業に取り組む袋井市立浅羽北小学校。
「学びの個別最適化（教科学習系EdTechによる生産性向上）」の取り組みに凸版印刷の「やるkey」で臨みつつ、“遊び”かつ“ゲーム”であるスポーツのワクワク感（うまくなりたい、
勝ちたい、憧れ）を活用し、子ども・学生の多様な学びに繋げるプログラム（教材、学び方）の開発に株式会社FIELD OF DREAMSが取り組み、「知る」「創る」の循環を生みだす
ことに調整します。

▼袋井市立浅羽北小学校
http://www4.tokai.or.jp/asanorth/

2020/8/15

こちらのFacebookでもご紹介した「経産省こどもデー」。
2日間で3,500人を超える方にいらっしゃっていただけました！

「未来の教室」のプラットフォームが広がり、多くの「ワクワク」を社会に生み出していることが実感できる2日間となりました。
これもFacebook等をご覧いただいているみなさまに、記事の「いいね」やシェアをしていただき、みなさまの近しい方に「未来の教室」の動向を届けていただけているおかげと、深
く感謝いたします。

今後とも「未来の教室」の活動にご注目ください！
https://www.facebook.com/Education.Industry.METI/photos/a.1159955857536482/1166085753590159/?type=3&theater

2020/8/16

【2019年度「未来の教室」実証事業紹介】

2019年度「未来の教室」では、"STEAM Library"構築を目指した実証事業に取り組みます。

本プログラムの１つとして、ベジタリア株式会社は、「農業高校で取り組むスマート農業×STEAM学習プログラム」として、専門高校が地域のSTEAM学習拠点となるようなSTEAM
学習プログラムを開発・実施します。
また、"STEAM Library"への収載を見据え、実施内容をコンテンツ化します。

東京都立園芸高校での本取り組みにご注目ください！
2020/8/17

2020/8/18

2020/8/19

【広がる「未来の教室」プラットフォーム】

2018年度実証事業に採択されたHLABは、共同生活を通じてお互いの違いから学びあう、日本初の「レジデンシャル・カレッジ」（全寮制教育機関）を2021年に都区内で開校いたし
ます。

プレスリリースをご紹介いたします。
https://www.asahi.com/and_M/pressrelease/pre_4676743/

2020/8/20

【「未来の教室」関係者メディア掲載情報】

「「未来の教室」とEdTech研究会」の中島委員が、「STEAM教育」の文脈で、教育新聞にクローズアップされました。
※読者限定記事ですが、メディア掲載情報として、Facebookにてご紹介いたします。
（上）
https://www.kyobun.co.jp/close-up/cu20190814/
（中）
https://www.kyobun.co.jp/close-up/cu20190819/

2020/8/21

【広がる「未来の教室」プラットフォーム】

8月24日（土）に仙台で開催される学校・教育関係者向けセミナー「アダプティブ・ラーニングは算数/数学の教え方をどう変えるのか？」に、2018年度の経済産業省「未来の教室」
実証事業で採択されたサービス「やるKey」と「Qubena」が同時登場します！

https://www.value-press.com/pressrelease/226063

2020/8/22

【「未来の教室」メディア掲載情報】

愛知県で開催された「プログラミング教育フェア」にて、「未来の教室」PJを引っ張る経済産業省教育産業室の浅野大介室長がセミナーに登壇した情報が掲載されました。

「これまでの知ることを中心としてきた教育に、創ることを加えて、これからは知ると創るを一つのサイクルとして回していくべきだ」（記事より引用）
https://www.kyoiku-press.com/post-206054/

2020/8/23

【「未来の教室」関係者登壇情報】

一般財団法人クラスジャパン教育機構が主催し、文部科学省初等中等局から「ITを活用した在宅学習による学校の出席扱いについて」の説明が行われるイベントに、「「未来の教室」
とEdTech研究会」委員の公益財団法人全国学習塾協会長の安藤大作氏が出席します。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000032224.html



2020/8/23

【広がる「未来の教室」プラットフォーム】

「未来の教室」が大切にしてきている「探究的な学び」は、経済協力開発機構（OECD）も注目しています。

この度、2018年度「未来の教室」実証事業者である株式会社ベネッセコーポレーションが、OECDのシュライヒャー局長を招き、シンポジウムを開催いたします。
開催前には高校生による「探究的な学び」のポスター展示もあります！

「未来の教室」のビジョンが、日本に、世界に広がることを期して、下記、ご紹介します。

■OECDシュライヒャー局長出版記念シンポジウムのご案内
～教育のワールドクラス～２１世紀の学校システムをつくる～

▼お申し込みはこちら
https://enquete.benesse.ne.jp/forms/o/weed69e7d6/form.php

このたび株式会社ベネッセコーポレーションは、経済協力開発機構（OECD）教育・スキル局長のアンドレアス・シュライヒャー局長による初の単著「教育のワールドクラス～２１世
紀の学校システムをつくる」の出版を記念し、国際シンポジウムを開催いたします。（※同時通訳あり）

第１部では、シュライヒャー局長より、「教育のワールドクラス」の内容をもとに、同氏がOECD70以上の国や地域と共に「科学としての教育改革」に取り組んできた知見をお話しい
ただきます。
第２部では、世界の教育改革の潮流をふまえ、学力がどう変わるのか、学校や教員の役割がどのように変わるかについて、シュライヒャー氏と秋田喜代美氏（東京大学大学院教育学
研究科長・教育学部長 教授）による対談を行います。

また、開演前には、会場内にて高校生による探究的な学びのポスター展示を行います。開演前に会場にお越しいただきご覧いただけますと幸甚です。

【概要】
日時：2019年9月7日(土)14:30-16:30（開場：14:00）
会場：豊島岡女子学園 中学・高等学校　講堂　〒170-0013　東京都豊島区東池袋1-25-22

2020/8/24

【「未来の教室」とEdTech研究会委員 メディア掲載情報】

東京都の総合教育会議に、「「未来の教室」とEdTech研究会」佐藤昌宏座長代理が出席しました。

”テクノロジーはツールではなくインフラと考えるべきだ。”（記事より引用）

総合教育会議の様子は記事をご覧ください！
https://www.kyobun.co.jp/news/20190822_04/

2020/8/24

【2019年度「未来の教室」モデル校実証事業始動！】

2019年度「未来の教室」モデル校実証事業として採択された、武蔵野大学中学校にて、8月7日に開催されたキックオフの記事が「LoveTechMedia」に掲載されました。

本記事中に「未来の教室」ビジョン発表会へのリンクもあり、「未来の教室」の理念とその方向性を知るにはとても良い記事にまとまっています。
是非ご覧ください！
https://lovetech-media.com/eventreport/20190822musashinomirai/

2020/8/25

2020/8/26

「未来の教室」2019年度実証事業では、新しい「教職員向け研修サービス」の実証にも取り組みますが、この際、これまで様々に日本の教育で取り組んできた調査研究も参考にして
います。
その中で、学校の管理職や教員の皆さん等に参考になると思われるサイトをご紹介します。

独立行政法人教職員支援機構（NITS）は平成29年度より、教職員の資質向上に関する様々な調査研究を行ってきました。
その成果の普及を目的として、第一回成果報告会が今年の3月29日に開催され、その報告会の内容を学校の校内研修で使ってもらうために、個々の発表を、約20分の動画でまとめられ
たサイトがあります。
https://www.nits.go.jp/research/report/001.html

各都道府県における教員の資質に関する育成指標をテキストマイニングすることで、指標の類型化と特長を明確化し、その活用と課題および改善の方向性を明らかにする調査研究
や、『主体的・対話的で深い学び』を見取るための調査研究は、参考になるところがたくさんあります。
20分で見れる動画は、多くの方にご覧いただければと思います。

これからの教員等に求められる資質についての先行研究で得られた知見を参考にしながら、「未来の教室」のビジョンに沿った形での「教職員向け研修サービス」を2019年度実証事
業では取り組みます！

2020/8/27

【「未来の教室」実証事業者プレスリリース】

2019年度「未来の教室」実証事業に採択された、株式会社マイナビのプレスリリースを紹介いたします。

地方や地域の経済圏を“リアルな教材”とし、学びの題材として“地域企業が抱える課題”に焦点を当てたインターンシッププログラムです。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001056.000002955.html

2020/8/28

【広がる「未来の教室」プラットフォーム】

「未来の教室」に参画した事業者が、実証事業で得られた知見を活かし、EdTechによる「「創る」ことによる学び」をどんどん社会に広げる活動につなげてくれています。

株式会社ライフイズテックは、2018年度、「地域課題をICTを用いて解決する」実証事業に取り組みました。

その成果を活かし、富山県氷見市にて、「地元の未来をITで切り開くリーダー育成プログラム in 氷見市」を開催することが、氷見市のホームページで取り上げられましたので、ご紹
介いたします。
https://www.city.himi.toyama.jp/hp/departmentTop/kyouiku-i/kyouikusoumu/gakusyu/node_53671

申込締切は8月31日（土）。研修参加費は無料です。
とくに富山県内の方、北陸にお住まいの大学生・高専生（４年生以上）、専門学校生、社会人の方、是非ご参加ください。



2020/8/29

【「未来の教室」メディア掲載情報】

世界で起きているテクノロジーを活用した教育改革について、経済産業省教育産業室の浅野大介室長が、保護者の方にもわかりやすく解説した記事が「ママスタセレクト」に掲載さ
れました。
https://select.mamastar.jp/324495

2020/8/30

【「未来の教室」メディア掲載情報】

「未来の教室」2019年度の「モデル校」実証事業が、8月26日の日本教育新聞「1面記事」として取り上げられました。
※内容は日本教育新聞電子版の会員のみご覧いただけます。
本Facebookでは、教育メディアでも話題になっていることをお伝えするために、ご紹介いたします。

▼民間と連携し授業開発「未来の教室」４モデル校選定
https://www.kyoiku-press.com/post-206375/

2020/8/30

【学校におけるICT環境整備についての重要資料が公開されました】

「未来の教室」ビジョンでは、３つの方向性の１つとして「新しい学習基盤づくり」を掲げています。
その中のアクションの１つ「ICT環境整備」について、学校の現状を把握するために大切な資料の１つである「学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果（速報値）が文科
省より公表されましたので、ご紹介します。

今回の公表から、自治体ごとの整備率が地図上で図示され、より整備率の差がわかりやすくなっています。
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/31/08/1420659.htm

2020/8/31

以上、2019年8月の投稿履歴



2019年7月分の投稿

日付 投稿内容

2019/7/1

【「未来の教室」EdTechデータベースからのご紹介】

「未来の教室」公式Webサイトでは、「EdTechデータベース」にて、様々なEdTechをご紹介しています。
https://www.learning-innovation.go.jp/db

第８回「「未来の教室」とEdTech研究会」においてゲストスピーカーとして発表された学校法人角川ドワンゴ学園N高等学校において、課外授業（アドバンストプログラム）として
利用されている「N予備校」もデータベースにありますので、是非ご参照ください。
https://www.learning-innovation.go.jp/db/detail/0058

2019/7/2

【「未来の教室」実証事業者からの情報】

「未来の教室」2018年度の実証事業者である株式会社COMPASSに、経済産業省「未来の教室ビジョン」および文部科学省「新時代の学びを支える先端技術活用推進方策（最終まと
め）」をご紹介いただけました。

両省の資料をまとめてご覧いただけます。是非ご参照ください。
https://qubena.com/blog/news-20190701/

2019/7/3

【地域に広がるEdTech】

滋賀県の長浜青年会議所が開催する中学生対象のイベントで、EdTechがテーマでとりあげられます。7月14日（日）開催です。

http://www.nagahama-jc.jp/enterprise/vision16_20190714.html

2019/7/4

【「未来の教室」EdTechデータベースからのご紹介】

「未来の教室」公式Webサイトでは、「EdTechデータベース」にて、様々なEdTechをご紹介しています。
https://www.learning-innovation.go.jp/db

すべての授業で使える「思考力」「プレゼン力」「英語４技能」育成ツール、「ロイロノート・スクール」は、大変多くの先生方に利用されています。
https://www.learning-innovation.go.jp/db/detail/0059

ユーザー会は毎回大盛況。教育熱心な皆さんとのつながりを生みだしています。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000024975.html

2019/7/5

【「未来の教室」EdTechデータベースからのご紹介】

「未来の教室」公式Webサイトでは、「EdTechデータベース」にて、様々なEdTechをご紹介しています。
https://www.learning-innovation.go.jp/db

授業ですべて無料で活用いただけるオープン・エデュケーション・コンテンツ、「Asuka Academy」は、MITなど海外のトップ大学によるSTEM教育やプログラミング、SDGsや環境
などの動画教材に日本語字幕をつけて配信しています。
https://www.learning-innovation.go.jp/db/detail/0078

2019/7/6

2019/7/7

2019/7/8

【総務省のクラウド活用推進について】

6月25日に公表した「未来の教室ビジョン」では、クラウド活用の方向性を打ち出し、「学校の ICT 環境について、安全なクラウドを活用することを原則とし、サーバーの導入・メン
テナンス費用負担の削減につなげることを目指」す、とあります。

この方向性は各省でも推進しており、総務省では、教育現場におけるクラウドの導入を進めるため、教育委員会が少ない負担でクラウドを導入することができる望ましい在り方を検
証し、教育の情報化を推進することを目的として、「教育現場におけるクラウド活用の推進に関する有識者会合」を開催してきました。

この有識者会議の報告書が7月5日に公表されましたのでご紹介します。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu05_02000129.html

2019/7/9

【「未来の教室」実証事業者プレスリリース】

2018年度「未来の教室」実証事業者である株式会社Ridiloverが、現実の社会課題をテーマとした多業種合同型人材育成プログラム「Field Academy」を実施するプレスリリースをご
紹介します。

2018年度の「未来の教室」実証事業をベースとしながら、企業・団体様にご提供する人材育成プログラムとして再構築。多業種の次世代リーダー人材が4～5名程度のチームを組み、
グループワークを通して課題解決に挑みます。

詳しくはプレスリリースをご覧ください！
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000046389.html

2019/7/10

【「未来の教室」メディア掲載情報】

LoveTechMediaに「未来の教室ビジョン」発表会の様子が掲載されました。
５ページに渡り、当日の様子が詳しく掲載されており、「未来の教室ビジョン」を理解するにはとても参考になる記事です。
是非ご覧ください。
https://lovetech-media.com/eventreport/20190630edtechmirai/

2019/7/11

【広がる「未来の教室」プラットフォーム】

「未来の教室」プロジェクトは海外でも注目されています。

広東省深セン市に本社を置く企業が、「未来の教室」実証事業でSTEAM教育プログラムに関わった事業者と協力しながら、ロボットプログラミング教育カリキュラムを教育機関向け
に開発している記事が、日本貿易振興機構（JETRO）の記事として掲載されました。
https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/07/1dd5c075e328dce3.html



2019/7/12

【「未来の教室」EdTechデータベースからのご紹介】

「未来の教室」公式Webサイトでは、「EdTechデータベース」にて、様々なEdTechをご紹介しています。
https://www.learning-innovation.go.jp/db

体育・部活動顧問の先生や生徒が、スマートフォンやタブレット、パソコンで、動画を活用したオンラインプライベートレッスンが受けられる「スマートコーチ」のプラットフォー
ムを利用して、知識や経験が豊富な専門のコーチからオンラインによる遠隔指導を受けることができるサービス、「ICT部活動支援」はこちらです。
https://www.learning-innovation.go.jp/db/detail/0039

2019/7/13

【「未来の教室」メディア掲載情報】

「「未来の教室」とEdTech研究会」について、日経クロストレンドでご紹介されました。文科省「柴山・学びの革新プラン」にも触れられています。

※全文をご覧いただくには会員登録が必要ですが、「「未来の教室」とEdTech研究会」が紹介されている冒頭文はご覧いただけます。
https://trend.nikkeibp.co.jp/atcl/contents/18/00109/00044/

2019/7/14

2019/7/15

【「未来の教室」メディア掲載情報】

「「未来の教室」とEdTech研究会」について、日経クロストレンドでご紹介されました。文科省「柴山・学びの革新プラン」にも触れられています。

※全文をご覧いただくには会員登録が必要ですが、「「未来の教室」とEdTech研究会」が紹介されている冒頭文はご覧いただけます。
https://trend.nikkeibp.co.jp/atcl/contents/18/00109/00044/

2019/7/16

【「未来の教室」メディア掲載情報】

私塾界Webに「未来の教室ビジョン」発表会の様子が取り上げられました。
https://www.shijyukukai.jp/2019/07/16841

2019/7/16

【「未来の教室」ニュースリリース】

「未来の教室」実証事業の公募を開始します。

【公募テーマ】

１．学校教育での「個別最適化・到達度主義の学び」を可能にする教育サービスの実証
２．将来的に公認可能な「学校外教育サービス（オルタナティブ教育）」の実証
３．新しい「部活動・放課後サービス」の実証
４．新しい「教職員向け研修サービス」の実証

詳しくは下記リリースをご覧ください。
https://www.meti.go.jp/press/2019/07/20190716009/20190716009.html

2019/7/17

【2019年度「未来の教室」実証事業について】

昨日（7/16）の投稿では、経産省のニュースリリースにてご紹介しましたが、2019年度の「未来の教室」実証事業については、下記サイトにて全体像や公募要項などがまとまってい
ます。
https://www.learning-innovation.go.jp/verification_project/

全体像の概要は下記PDF（２枚）で表現していますので、是非ご覧ください。
https://www.learning-innovation.go.jp/cms/wp-content/uploads/2019/07/verification_project_190716.pdf

2019/7/18

【「未来の教室」実証事業者プレスリリース】

2019年度「未来の教室」実証事業におけるモデル校事業として採択された、武蔵野大学中学校・高等学校での実証内容として、タブレット型AI教材「atama＋（アタマプラス）」を
用いた授業環境の構築を目指し、株式会社Ｚ会がサポートする旨のプレスリリースが出ましたので、ご紹介します。
http://www.news2u.net/releases/166435

2019/7/18

【「未来の教室」メディア掲載】

2019年度「未来の教室」実証事業の公募開始について、EdTechZineに掲載されました。
https://edtechzine.jp/article/detail/2404

2019/7/19

【「未来の教室」実証事業者プレスリリース】

2019年度「未来の教室」実証事業におけるモデル校事業として採択された、麹町中学校の実証内容として、アダプティブラーニングによる知識・技能の習得とSTEAM教育の実践を目
指す旨のプレスリリースが、株式会社COMPASSより出ましたので、ご紹介します。

https://qubena.com/blog/pr-20190717/
2019/7/20

2019/7/21

2019/7/22

【2019年度「未来の教室」実証事業紹介】

7月16日に、2019年度「未来の教室」実証事業について発表しました。
https://www.learning-innovation.go.jp/verification_project/

"STEAM Library"構築に向けた実証事業の中で「リカレント向けSTEAM人材育成プログラム」として採択された株式会社Ridilover。
目の前に迫る社会課題の解決を担う人材として、文理の壁を超えて横断的・総合的に思考しながらイシュードリブンに行動できる「STEAM人材」の育成に取り組みます。

2019/7/23

【「未来の教室」メディア掲載情報】

2019年度「未来の教室」実証事業の公募について、7月21日付の教育家庭新聞Web版に掲載されました。

https://www.kknews.co.jp/news/2019%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%80%8C%E3%80%8C%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E3%81%AE%E6%95%99%E5%AE%A4%E3%80%8D%E5%AE
%9F%E8%A8%BC%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%80%8D%E3%81%AE%E5%85%AC%E5%8B%9F%EF%BD%9E%E7%B5%8C%E6%B8%88



2019/7/24

【広がる「未来の教室」プラットフォーム】

2018年度「未来の教室」実証事業で、女性復職支援事業として株式会社Warisが実施した「ワークアゲイン・キャリアスクール」をキッカケに再就職を果たした参加者の記事が、読売
新聞「大手小町」に掲載されました。
https://otekomachi.yomiuri.co.jp/skill/20190719-OKT8T162778/

2019/7/25

【2019年度「未来の教室」実証事業紹介】

7月16日に、2019年度「未来の教室」実証事業について発表しました。
https://www.learning-innovation.go.jp/verification_project/

"STEAM Library"構築に向けた実証事業の中で「リカレント向けSTEAM人材育成プログラム」として採択された一般社団法人RCFは、大手企業に共通するSTEAM人材育成の課題を解
決するプログラムを開発・実施します。

2019/7/25

【「未来の教室」関連プレスリリース】

「未来の教室」事業において事務局を務めるボストン コンサルティング グループ（以下、BCG）が、芝浦工業大学と共同開発した「LINEを活用した学生支援ツール『SIT-bot』」に
関するプレスリリースが、芝浦工業大学・BCGより出ましたので、ご紹介します。

このツールは学生の「利便性向上」と大学職員の「働き方改革」の実現を目指す取り組みの中で開発されたものです。

※尚、BCGは「未来の教室」の事務局を務めるとともに「EdTechを活用した学校現場の業務改善等検討事業（学校等BPR調査）」にも取り組んでいます。

<芝浦工業大学>
https://www.shibaura-it.ac.jp/news/2019/40190075.html

<BCG>
https://www.bcg.com/ja-jp/d/press/25-july2019-shibaura-institute-of-technology-224785

2019/7/26

【2019年度「未来の教室」実証事業紹介】

2019年度「未来の教室」実証事業
https://www.learning-innovation.go.jp/verification_project/
では、"STEAM Library"構築を目指し、「リカレント向けSTEAM人材育成プログラム」を実証事業として取り組みます。

本プログラムの１つで、キャプラン株式会社は、
①STEAMスキル開発
②企業向け育成プログラムの開発
や個人向け旅行市場 や個人向け旅行市場 や個人向け旅行市場 や個人向け旅行市場での商品化を中心に取り組みます。

ビジョンとして「地域課題を題材に、ビジネスとSTEAMを融合し、ソーシャルイノベーションを興せる人材の創出」を掲げます。

2019/7/26

【「未来の教室」関係者登壇情報】

県立高校職業学科（農業、工業、商業、福祉等）と県内事業者（農業者等）が連携した「未来の教育モデル」について、「宮崎県立日南振徳高等学校」と「神奈川県教育委員会」の
事例を基に今後の「教育」と「野遊び」についてパネリストが語るセミナーに、「未来の教室」を担当する経済産業省教育産業室柴田寛文室長補佐が登壇します。

日時：7月26日（金）18:00-19:15
会場：Snow Peak Tokyo HQ3（東京都渋谷区神宮前１丁目５−８ 神宮前タワービルディング 23階）

詳細は下記をご覧ください。
https://peatix.com/event/833950

2019/7/27

【「未来の教室」関係者登壇情報】

国内最大規模の社会課題カンファレンス「R-SIC2019」が本日7月27日（土）から２日間にわたり開催されます。
http://r-sic.com/

セッション”「リカレント教育」最前線「社会人は、何を、どう学べばいいのか？」”に、経済産業省 サービス政策課長 兼 教育産業室長の浅野大介氏が登壇し、「未来の教室」で取り
組んでいるリカレント教育について語る予定です。

R-SIC（アールシック）は社会課題をテーマにした日本最大規模のカンファレンスです。6回目を迎える今年は、教育・自治体・NPO・企業など各分野の最前線で課題解決に取り組む
方々100名超をお呼びし、5ステージ同時開催に.....

2019/7/28

【「未来の教室」メディア掲載】

教育界のノーベル賞「グローバルティーチャー賞」報告会のパネルディスカッションにて、「「未来の教室」とEdTech研究会」座長代理を務めた佐藤昌宏デジタルハリウッド大学大
学院教授と、経済産業省教育産業室の浅野大介室長が登壇しました。
https://edtechzine.jp/article/detail/2280

2019/7/29

【「未来の教室」メディア掲載情報】

日本観光ホスピタリティ教育学会が「観光ホスピタリティ教育のイノベーションに向けて」をテーマに講演会とパネルディスカッションを開き、経済産業省商務・サービスグループ
課長の浅野大介氏が「未来の教室」について語ったことが「旅行新聞」に掲載されました。

「仕事直結の学び」は、「未来の教室」プロジェクト全体を包括する考え方で、今後の実証事業でもさらに検証・開発を続けていきます。
http://www.ryoko-net.co.jp/?p=59437

2019/7/29

【「未来の教室」実証事業者登壇情報】

「未来の教室」2018年度実証事業において、「地域のチェンジメイカーを育成するエコシステムづくり～ITを使った中・高・大の一貫のCreative PBL～」に取り組んだライフイズ
テック株式会社が、事業に参加した福岡県 飯塚市・嘉麻市・桂川町の中学生と共に本日（7/29）Adobe Education Forumに登壇します！
https://www.adobe-education.com/jp/aef2019/

※2018年度にライフイズテック株式会社が取り組んだ実証事業詳細は下記をご参照ください。
https://www.learning-innovation.go.jp/verify/detail/a0004



2019/7/30

【「未来の教室」2019年度“モデル校”実証事業　関係者メディア掲載情報】

「未来の教室」2019年度“モデル校”実証事業に取り組む武蔵野大学中学校の日野田直彦校長のインタビューがTech＆Device TV「教育とテクノロジー」に掲載されました。

”基本的には、「学校が教えてあげます」というスタンスでは、子どものモチベーションを下げるだけだと思っています。「新しいデジタルデバイスを使ってみたい」「テクノロジー
を使って実現したいことがある」と、自らワクワクしている子どもたちは、勝手にテクノロジーを味方につけますから。”（インタビュー記事より引用）

と語る日野田校長の姿勢は、「ワクワク」を起点に「創る」と「知る」の循環を自ら作ることを狙う「未来の教室ビジョン」と見事なまでに一致しています！
https://www.techdevicetv.com/education/musashino_hinoda/

2019/7/30

【広がる「未来の教室」プラットフォーム】

Society5.0時代、一人ひとりが「チェンジメーカー」になり、50cm革命を興せるように、とのメッセージを「未来の教室」から継続的に発してきました。

そのメッセージを受け、株式会社富士通総研と大阪工業大学ロボティクス＆デザイン工学部システムデザイン工学科 井上 明教授が新たな人材育成手法「ReBaLe」を開発し、「情報
システム教育コンテスト2018」で最優秀賞を獲得しました。

プレスリリースをご紹介します。是非ご覧ください。
https://kyodonewsprwire.jp/release/201907309234

2019/7/31

【「未来の教室」関係者登壇情報】

一社）日本教育情報化振興会（JAPET&CEC）、一財）大阪国際経済振興センター（インテックス大阪）、テレビ大阪（株）、（株）テレビ大阪エクスプロの２社２団体が主催する
「関西教育ICT展」が、8月1日（木）、2日（金）の２日間で、インテックス大阪にて開催されます。

「特別パネルディスカッション」に、「未来の教室」とEdTech研究会委員を務めた、一社）ICT CONNECT 21の赤堀侃司会長が登壇します。
また、セミナーには、同じく委員の麹町中学校の工藤勇一校長、そして「未来の教室」プロジェクトに関わる経済産業省商務・サービスグループサービス政策課長補佐（併）教育産
業室長補佐の柴田寛文氏が登壇します。

関西教育ICT展公式サイトは下記です。
http://kyouikuict.jp/

2019/7/31

【「未来の教室」2019年度実証事業者プレスリリース】

「未来の教室」2019年度“モデル校”実証事業として採択された長野県立坂城高校において
（１）学習生産性・学習効果向上
（２）教員の指導生産性向上
（３）生徒の学習意欲向上
（４）生徒の自主性向上
（５）学習情報の三者共有
の実現に向けた取り組みを進める事業者、株式会社すららネットのプレスリリースをご紹介します。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000225.000003287.html

株式会社　すららネットのプレスリリース（2019年7月29日 11時00分）すららネット×長野県坂城高等学校　経済産業省[未来の教室]実証事業に選定

以上、2019年7月の投稿履歴



2019年６月分の投稿

日付 投稿内容

2019/6/1

【「未来の教室」メディア掲載情報】

日本教育新聞において、STEAM教育の記事が掲載されました。
その中で、文部科学省の教育政策と共に、「未来の教室」実証事業についての言及がありました。
https://www.kyoiku-press.com/post-202462/

2019/6/2

【「未来の教室」メディア掲載情報】

2018年度「未来の教室」実証事業に採択された、株式会社学研プラスの「Music Blocks」について、開発者のインタビューがEdTechZineに掲載されました。
https://edtechzine.jp/article/detail/1767

2019/6/3

【「未来の教室」2018年度　各実証事業成果報告】

大日本印刷株式会社は、公教育と民間教育の連携による、個別最適化された学びの未来の形をつくる実証事業に取り組みました。
https://www.learning-innovation.go.jp/verify/detail/z0049

日常のテストをＡＩ的に分析し、その結果（スタディ・ログ）から児童一人ひとりに適した復習教材を提供した成果について、報告書は下記PDFにてご覧いただけます。
https://www.learning-innovation.go.jp/themes/edtechdb/assets/pdf/verify/verify_z0049_achievementreport.pdf

2019/6/4

【「未来の教室」2018年度　各実証事業成果報告】

一般社団法人クマヒラセキュリティ財団は、チェンジメイカーを育む上で重要と考えられている「システム思考」教育を就学前段階から導入している米国の先進事例を参考にICTを活
用して提供できるプログラムを開発・実践し、国内就学前チェンジ・メイカー育成プログラムの確立に取り組みました。
https://www.learning-innovation.go.jp/verify/detail/z0056

米国の先行事例研究及び学習プログラムの決定に始まり、時系列変化パターングラフ学習の到達目標とルーブリックの範囲の決定を行ったうえで実施した事業。
成果報告書は下記PDFにてご覧いただけます。
https://www.learning-innovation.go.jp/themes/edtechdb/assets/pdf/verify/verify_z0056_achievementreport.pdf

2019/6/5

【第10回「未来の教室」とEdTech研究会　明日傍聴申し込み締切です！】

第９回までの議論を踏まえ、「「未来の教室」とEdTech研究会」第２次提言に向けた意見交換を活発に交わす、注目の第10回研究会、申込締切は明日6/6（木）、18時です。

「未来の教室」のイメージを多くの方で共有するために、是非傍聴にいらっしゃってください。
https://www.meti.go.jp/press/2019/05/20190531006/20190531006.html

2019/6/6

【「未来の教室」2018年度　各実証事業成果報告】

立命館東京キャンパスは、地域の強みを生かした産業振興・企業としてのレジリエンス向上を実現する「チェンジ・メイカー」の継続的な育成と活躍実現に取り組みました。
https://www.learning-innovation.go.jp/verify/detail/z0043

広島県・廿日市市にある中国醸造株式会社さまの協力を得て、東京での事前ワークと現地でのフィールドワークを通して、企業や地域の課題の発見と解決を行なう人材育成プログラ
ム、成果報告書（下記PDF）を是非ご覧ください。
https://www.learning-innovation.go.jp/themes/edtechdb/assets/pdf/verify/verify_z0043_achievementreport.pdf

2019/6/7

【「未来の教室」2018年度　各実証事業成果報告】

株式会社エイチラボは、EdTech時代に必要な、居住型教育機関としての寮 「レジデンシャル・カレッジ」を日本で実現し、根付かせるための基礎づくりを行いました。
https://www.learning-innovation.go.jp/verify/detail/z0055

既存の学校が持つ学内の寮を、限られた学内のリソースのみで教育的機能を有する「カレッジ」として運営するため、何が必要となるかのボトルネックの可視化と手法を開発した本
事業の成果報告書は、下記（PDF）からご覧いただけます。
https://www.learning-innovation.go.jp/themes/edtechdb/assets/pdf/verify/verify_z0055_achievementreport.pdf

2019/6/8

2019/6/9

2019/6/10 （未来の教室とEdTech研究会 本日開催！のような内容を予定しています）

2019/6/11

【「未来の教室」2018年度　各実証事業成果報告】

株式会社ＪＴＢは、小学校から高校まで、観光産業の知識や構造に関する知識を習得し、仮想旅行や観光政策の検討など、観光への取組みが経済効果をもたらすのか、「気づき」か
ら楽しみを「発見」しながら学ぶことのできる教育環境の実現を目指しました。
https://www.learning-innovation.go.jp/verify/detail/z0045

学習指導要領の見地から、観光産業の面から実現する学習内容を検討することから始まり、統計等の基礎資料やＰＣ環境を使いこなす能力を醸成すべく、観光予報プラットフォーム
（統計データ）と、これと連動した環境教育用アプリを利用した学習スキームを構築した事業の成果は、下記（PDF）よりご覧いただけます。
https://www.learning-innovation.go.jp/themes/edtechdb/assets/pdf/verify/verify_z0045_achievementreport.pdf

2019/6/12

【「未来の教室」メディア掲載情報】

教育関係者向けセミナー＆展示会「NEW EDUCATION EXPO 2019（NEE2019）」にて「教育の情報化の最新動向」と題して紹介された、文部科学省と総務省、経済産業省の各省の
施策について、教育情報サイト「リセマム」に掲載されました。
https://resemom.jp/article/2019/06/10/50931.html



2019/6/13

【「未来の教室」2018年度　各実証事業成果報告】

UWC ISAKジャパンは、教育セクターにおけるチェンジメーカー/アントレプレナーの支援プログラムの開発に取り組みました。
https://www.learning-innovation.go.jp/verify/detail/z0052

「トップダウンで決められたコンテンツを一斉に追いかけるのではなく、現場のリアルかつ多様なニーズに根ざした変化の実現を支援できないか？」という「問い」から始まり、そ
のような変化の実現を支援するものとして、「教員研修」モデルとは異なるプログラムとコミュニティがあるとよいのでは？と考えた背景から
● 「研修」のフォーマットではなく、「変化の起こし方を教える」のでもなく、実際に変化を起こすこと自体を支援するプログラム
● 年次での輪切りモデルで大量に一斉研修するのではなく、「教員だけ」ということでもなく、「多様かつ少数精鋭の参加者」で成立したコミュニティでの学びの追求
を目指した成果は、下記（PDF）よりご覧いただけます。
https://www.learning-innovation.go.jp/themes/edtechdb/assets/pdf/verify/verify_z0052_achievementreport.pdf

2019/6/14

【「未来の教室」実証事業者プレスリリース】

2018年度「未来の教室」実証事業に採択され、麹町中学校にて「AI教材を用いての基礎学習」＋「STEAM教育」のサイクルを創ることを試みた株式会社COMPASSが、2019年6月19
日(水)～21日(金) に開催される「教育ITソリューションEXPO」に出展します。
プレスリリースをご紹介します。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000033.000024557.html

※株式会社COMPASSの実証事業については下記をご参照ください。
https://www.learning-innovation.go.jp/verify/detail/a0015

2019/6/14

【「未来の教室」メディア掲載情報】

月刊『高校教育』7月号に、2018年度「未来の教室」実証事業者である一般社団法人国際STEM学習協会の取り組みが紹介されています。

月刊『高校教育』は、全国の高校の校長先生等に幅広く読まれている冊子です。
「未来の教室」がどんどん広がっている様子がわかります！

※国際STEM学習協会のFacebook投稿を紹介する形で、掲載情報をお届けします。国際STEM学習協会、および『高校教育』出版元（学事出版）の許諾を得ています。
https://www.facebook.com/globalstem/posts/2567128396644182

2019/6/15

【ページ「いいね！」2,400、フォロワー3,000超えました！】

本Facebookの「いいね！」が、今週2,400を超えました。
また、フォロワーは3,000を超えました！

2018年7月26日のキックオフイベントからもうすぐ1年。
イベント動画（下記リンク参照）再生回数12,000回を超えた盛り上がりと、その後の実証事業の真剣な取り組みのFacebookからの発信、そして成果報告と、注目度はどんどん高ま
り、少しずつではありますが、毎日のように「いいね！」もフォロワーも増えています。

「「未来の教室」とEdTech研究会」第２次提言も今後発表の予定です。
約1年かけて創ってきた「未来の教室」プラットフォームがさらに広がるよう、今後ともFacebookをご覧になっている皆様のご支援、どうぞよろしくお願いいたします。

一番の支援は、記事への「いいね！」やシェアです！
https://www.facebook.com/METI.learninginnovation/videos/253941282070426/

2019/6/16

2019/6/17

【「未来の教室」メディア掲載情報】

「「未来の教室」とEdTech研究会」安藤大作委員が幹事長を務める民間教育団体連絡協議会が、「未来の教室」プラットフォームを引っ張る経済産業省教育産業室の浅野大介室長を
オブザーバーに迎え開催した令和元年度定時総会について、月刊私塾界のニュースに掲載されました。

「民間教育と学校教育の間にはまだまだ隔たりがある。しかし、多様化する社会において、学校教育だけの学びだけでは時代の変化に対応することは難しい。民間教育のジャンルを
超えた新しい教育サービスが推進されることは、学校教育、また子供たちにとっても学びの可能性を広げることに繋がる。」（記事より）

詳細は下記をご参照ください。
https://www.shijyukukai.jp/2019/06/16763

2019/6/18

【「未来の教室」2018年度　各実証事業成果報告】

一般社団法人RCFは、地域の水産事業者の課題解決を通して、都市部人材の成長をフォローし、課題設定力、課題解決力、コミュニケーション能力を兼ね備えたチェンジメイカーを
育成に取り組みました。
https://www.learning-innovation.go.jp/verify/detail/b0026

「参加者のチェンジメーカーへの変容には、受入先事業者(orメンター)のコミットが効果的」とわかった一方で、受入先事業者自身の行動変容は小さい、等の結果が得られた成果報告
書については、下記PDFにてご覧いただけます。
https://www.learning-innovation.go.jp/themes/edtechdb/assets/pdf/verify/verify_b0026_achievementreport.pdf

2019/6/19

【「未来の教室」2018年度　各実証事業成果報告】

株式会社スプリックスは、公教育と民間教育の連携実証 ～「自立学習RED」の公教育導入実証～に取り組みました。
https://www.learning-innovation.go.jp/verify/detail/z0047

実証にあたっては、実現性の高いフィードバックを得るべく、学校の先生にも協力を得、ワークショップ等を通じて公教育における「eフォレスタ」活用体系の開発を目指しました本
事業の成果報告書は、下記PDFにてご覧いただけます。
https://www.learning-innovation.go.jp/themes/edtechdb/assets/pdf/verify/verify_z0047_achievementreport_v2.pdf



2019/6/20

【「未来の教室」2018年度　各実証事業成果報告】

NPO法人クロスフィールズは、２つの実証事業を担当しました。その１つでは、日本経済を牽引する大企業役員・役員候補を社会課題の前線で活動するNPOに派遣し、企業役員には
実践を通じたリカレント学習、NPOには経営改善の機会を提供しました。
https://www.learning-innovation.go.jp/verify/detail/b0021

企業の役員または役員候補者が、日本国内のNPOに3-6ヶ月間にわたってアドバイザー/専門家として携わり（本業は行いながら副業として）、本業で培ったスキル・経験・ネット
ワークを総動員して団体の成長加速にコミットした注目の成果報告書は、下記PDFにてご覧いただけます。
https://www.learning-innovation.go.jp/themes/edtechdb/assets/pdf/verify/verify_b0021_achievementreport.pdf

2019/6/21

【「未来の教室」メディア掲載情報】

本日21日（金）まで開催されている「第10回学校・教育総合展（EDIX2019）」の初日の講演のひとつ、学びNEXT特別講演「Society5.0と『未来の教室』」に登壇した、経済産業省
教育産業室の浅野大介室長の記事が、教育情報サイト「リセマム」に掲載されました。

「今まで取り残されてきた子どもたちも取り残されることなく、ひとりひとりが未来を創る当事者になれる未来。」を目指す「未来の教室」PJの想いが伝わる記事を是非ご覧くださ
い。
https://resemom.jp/article/2019/06/20/51125.html

2019/6/21

【「未来の教室」2018年度　各実証事業成果報告】

株式会社キャリアリンクは、２つの実証事業を担当しました。その１つでは、これまでの一社一プログラム・教科単元連動型の教育支援から、産官学連携・専門性を有する複数企業
協働による分野横断型・探究型の学びの場の提供へと、産業界による新たな教育支援のアプローチを試行しました。
https://www.learning-innovation.go.jp/verify/detail/z0053

高校生×企業人を対象としたインテンシブ・ワークショップ（2泊3日）を実施し、チェンジメイカーに求められるマインド醸成と、これからの産官学コラボの在り方について検討し
た成果報告書は、下記PDFにてご覧いただけます。
https://www.learning-innovation.go.jp/themes/edtechdb/assets/pdf/verify/verify_z0053_achievementreport.pdf

2019/6/22

2019/6/23

2019/6/24

【「未来の教室」関係者登壇レポート】

九州ICT教育支援協議会2019の公開研修会にて、「未来の教室」PJを引っ張る経済産業省教育産業室の浅野大介室長、2018年度「未来の教室」の教育コーチを担当した熊本大学の前
田康裕准教授、九州ICT教育支援協議会２代目会長の田中康大氏の両名が熊本大学にて登壇しました。

元大分県教育庁指導主事であり、九州ICT教育支援協議会3代目会長に就任された土井敏裕氏のブログで当日の様子がレポートされていますので、ご紹介します。

（ブログより引用）
”熊本市はiPadの整備を順次進めており、2020年度までに全134校合計23,460台のLTEのiPadが子どもたちが自由に使える状態で渡される。これはこれからの日本の教育ICTを支えるモ
デルケースとなるはずだ。”
https://www.d-
oita.com/blog/%E4%B9%9D%E5%B7%9Eict%E6%95%99%E8%82%B2%E6%94%AF%E6%8F%B4%E5%8D%94%E8%AD%B0%E4%BC%9A2019?fbclid=IwAR0TRCjU_sJUcIllZhcnYk8
p1txSHs7yq0b06l93V9ivBN_gjcVL5eYAezI

2019/6/25

【「未来の教室」関係者登壇情報】

キャリア教育プログラム開発推進コンソーシアム（事務局 株式会社キャリアリンク）が、2019年7月11日（木）に一橋大学 一橋講堂（東京都千代田区）において開催する『教育ＣＳ
Ｒフォーラム2019』にて、「未来の教室」を引っ張る経済産業省教育産業室の浅野大介室長が、文部科学省 国際統括官付 国際戦略企画官 （併）日本ユネスコ国内委員会の大杉住子
事務局次長と対談いたします。

文科省と経産省が「協育」で創る日本の未来像を是非肌で感じてください。
https://www.value-press.com/pressrelease/223359

2019/6/25

【文部科学省から「新時代の学びを支える先端技術活用推進方策（最終まとめ）」が公表】

「未来の教室」関連情報としてご紹介します。

文部科学省から、「新時代の学びを支える先端技術活用推進方策（最終まとめ）」が公表されました。

■「新時代の学びを支える先端技術活用推進方策（最終まとめ）」について（文部科学省Webサイト）
http://www.mext.go.jp/a_menu/other/1411332.htm

メディアで記事にもなっています。

■２５年度「端末１人１台」目標に＝先端技術活用の教育環境整備で−文科省（時事通信）
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019062500419

■学力底上げへビッグデータ駆使　文科省が工程表（日本経済新聞）
https://r.nikkei.com/article/DGXMZO46527100V20C19A6MM0000…

■児童1人にPC1台、学習履歴のビッグデータ活用　文科省、25年度までに（毎日新聞）
https://mainichi.jp/articles/20190625/k00/00m/040/096000c

2019/6/25
「未来の教室」ビジョン のリリースです。
※現在森田座長の記者会見が経済産業省にて開催されています。
https://www.meti.go.jp/press/2019/06/20190625002/20190625002.html



2019/6/25

2019年6月発表

「未来の教室」ビジョン
～経済産業省 「未来の教室」と EdTech 研究会 第２次提言～
https://www.meti.go.jp/press/2019/06/20190625002/20190625002_01.pdf
“EdTech の力で、一人ひとりに最適な学びをSTEAM の学びで、一人ひとりの未来を創る当事者(チェンジ・メイカー)に”

2019年6月25日16時から開催された記者会見が、同日17時30分に終了。
熱気にあふれた会見でした！

2019/6/26

【「未来の教室」メディア掲載情報】

6月25日に発表した「未来の教室ビジョン」について、教育情報メディア「リセマム」でご紹介いただきました。

https://resemom.jp/article/2019/06/26/51205.html

2019/6/27

【「未来の教室」関係者登壇情報】

7月6日（土）に開催される「多様な学び保障法を実現する会 第9回総会&公開イベント」に、「未来の教室」PJを引っ張る経済産業省教育産業室の浅野大介室長が登壇します。

https://kokucheese.com/event/index/569609/

2019/6/28

【「学びのSTEAM化」に向けた取り組みのご紹介】

6月25日に発表した「未来の教室ビジョン」では、”クラウド・ファンディング等を通じた寄付マッチングの仕組み”について検討することを提案しています。

その一つの例として、放課後NPOアフタースクールが行っているSTEAM教育の場づくりのクラウド・ファンディングをご紹介します。

“子どもたちが「好き！」「やってみたい！」を納得いくまで探究し、社会や仲間との多様な関りの中で想像力や創造力を発揮しながら安心して挑戦できる場”

そんな場づくりを応援してくださる方を募集中！
https://camp-fire.jp/projects/view/168425

2019/6/28

【「学びの個別最適化」に向けた取り組みのご紹介】

一人ひとりにとって一番よい学びを生み出すために、テクノロジーをフルに活用しながら、人間にしかできない学びのサポートを最大化しようとする「学びの個別最適化」に向け、
国が一丸となって取り組んでいます。

文部科学省では、『「多様な子供たちを誰一人取り残すことのない、公正で個別最適化された学び」を実現するために』「先端技術・教育ビッグデータ利活用推進本部」を設置しま
した。
第一回会議の様子が文部科学省Facebookに取り上げられていますので、ご紹介いたします。

https://www.facebook.com/mextjapan/videos/1150195475185390/

※「新時代の学びを支える先端技術活用推進方策（最終とりまとめ）」はこちらからご覧いただけます。
http://www.mext.go.jp/a_menu/other/1411332.htm

2019/6/29

【「未来の教室」メディア掲載情報】

「未来の教室ビジョン」発表会の様子がEdTechZineに掲載されました。

“「未来の教室」に向けた改革の柱を「学びのSTEAM化」「学びの自律化、個別最適化」「新しい環境づくり」の3つに整理し、その実現に向けて乗り越えるべき9つの課題とそれに
対応するアクションについて提言された。”

是非下記サイトをご覧ください。
https://edtechzine.jp/article/detail/2323

2019/6/29

【「いいね！」が2,500に達しました】

「未来の教室」Facebookページの「いいね！」が2,500に達しました。

6月25日の「未来の教室」ビジョンの発表が、文科省「新時代の学びを支える先端技術活用推進方策（最終まとめ）」の発表日と同日だったこともあり注目を集め、その後多くの方に
このFacebookページにきていただき、そして「いいね！」をしていただきました。
（「いいね！」の増加数の変化が写真でわかるかと思います。最大値が25日です！）

「未来の教室」プロジェクトに注目し、教育改革を期待してくださっている皆さんの気持ちに応えるため、これからも「未来の教室」関連情報をどんどん届けていきたいと思いま
す。
ページに「いいね！」してくださった皆さんには、今後も、「いいね！」と思った投稿を是非シェアして、社会全体に、「未来の教室」を広めるご協力をお願いいたします。

2019/6/30

【「未来の教室」メディア掲載情報】

文科省・経産省がICTを用いた学びを推進していることが、上毛新聞のサイトに掲載されました。

”昨年、ある教育イベントにて、経産省の浅野大介氏が「ホームスクールを進めていくための最後の壁、最後のピースは何か？」と登壇者に問うた。日本ホームスクール支援協会理事
の北本貴子氏は「一人一人の意識だ」と答えた。”
https://www.jomo-news.co.jp/feature/shiten/142406

以上、2019年6月の投稿履歴



2019年5月分の投稿

日付 投稿内容

2019/5/1

【令和時代に求められる能力・スキル開発（２）～ロボットシステムエンジニア～】

2018年度「未来の教室」実証事業では「産業界が抱える社会課題を解決するための能力・スキル開発」を７つの事業において行いました。

みずほ情報総研株式会社は、ロボットシステム全体の設計を統括する「ロボットシステムエンジニア」のスキル標準を策定するとともに、ロボットシステムエンジニアの早期育成が
可能な環境を整備する講座の開発に取り組みました。
https://www.learning-innovation.go.jp/verify/detail/c0035

成果報告書は下記（PDF）でご覧いただけます。
https://www.learning-innovation.go.jp/themes/edtechdb/assets/pdf/verify/verify_c0035_achievementreport.pdf

2019/5/2

【令和時代に求められる能力・スキル開発（３）～産業界横断的なバイオ分野データサイエンス関連人材～】

2018年度「未来の教室」実証事業では「産業界が抱える社会課題を解決するための能力・スキル開発」を７つの事業において行いました。

一般社団法人バイオ産業情報化コンソーシアムは、近年バイオ分野においても格段に重要性が増しつつあるビッグデータやAIシステムなどを実践的に扱うことができるバイオ関連産業
ニーズに合致したデータサイエンティストの人材を育成する講座を開発しました。
https://www.learning-innovation.go.jp/verify/detail/c0037

成果報告書は下記（PDF）でご覧いただけます。
https://www.learning-innovation.go.jp/themes/edtechdb/assets/pdf/verify/verify_c0037_achievementreport.pdf

2019/5/3

【令和時代に求められる能力・スキル開発（４）～人事プロフェッショナル～】

2018年度「未来の教室」実証事業では「産業界が抱える社会課題を解決するための能力・スキル開発」を７つの事業において行いました。

一般社団法人日本能率協会は、経営環境変化に対応して、事業構造や組織を変革を、人材や組織の面から推進できる「人事プロフェッショナル（人や組織に専門性をもったビジネス
リーダー）」の要件定義とその育成プログラムの開発に取り組みました。
https://www.learning-innovation.go.jp/verify/detail/c0033

成果報告書は下記（PDF）でご覧いただけます。
https://www.learning-innovation.go.jp/themes/edtechdb/assets/pdf/verify/verify_c0034_achievementreport.pdf

2019/5/4

【令和時代に求められる能力・スキル開発（５）～化学分野におけるデジタル人材～】

2018年度「未来の教室」実証事業では「産業界が抱える社会課題を解決するための能力・スキル開発」を７つの事業において行いました。

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社は、化学分野を担う産官学関係者が本事業を通じて、化学の専門性に加え「データ科学」を活用し、情報とのインターフェースを担
う人材を育成する講座の開発に取り組みました。
https://www.learning-innovation.go.jp/verify/detail/c0032

成果報告書は下記（PDF）でご覧いただけます。
https://www.learning-innovation.go.jp/themes/edtechdb/assets/pdf/verify/verify_c0032_achievementreport.pdf

2019/5/5

【令和時代に求められる能力・スキル開発（６）～「復職を希望する女性人材」に必要なスキル～】

2018年度「未来の教室」実証事業では「産業界が抱える社会課題を解決するための能力・スキル開発」を７つの事業において行いました。

PwCコンサルティング合同会社は、女性が復職時に必要なスキル標準や学びなおしプログラム、ビジネスベースでの実施体制を検討し開発。女性復職支援事業がビジネスとして自走
し社会に定着する事により、意欲はあるが就労できない女性のいない社会を目指しました。
https://www.learning-innovation.go.jp/verify/detail/c0036

成果報告書は下記（PDF）でご覧いただけます。
https://www.learning-innovation.go.jp/themes/edtechdb/assets/pdf/verify/verify_c0036_achievementreport.pdf

2019/5/6

【令和時代に求められる能力・スキル開発（７）～顧客の「横断的体験」を生み出せる「システムデザイン人材」～】

2018年度「未来の教室」実証事業では「産業界が抱える社会課題を解決するための能力・スキル開発」を７つの事業において行いました。

イノベーティブ・デザイン合同会社は、産業構造の大きな変化の中で求められる横断的な体験を作り出すための”システムとしてデザインする”という新しいスキルについて定義し、こ
れを習得するために必要なスキル標準や講座体系を整備することに取り組みました。
https://www.learning-innovation.go.jp/verify/detail/c0038

成果報告書は下記（PDF）でご覧いただけます。
https://www.learning-innovation.go.jp/themes/edtechdb/assets/pdf/verify/verify_c0036_achievementreport.pdf



2019/5/7

【「未来の教室」2018年度　各実証事業成果報告】

株式会社パソナは、震災復興からのSDGｓ＠釜石を題材にした人材育成プログラムの開発と実証に取り組みました。
https://www.learning-innovation.go.jp/verify/detail/b0023

参加者が最も習得できた力として「多様性の中で協働する力（コラボレーション）」を挙げたアンケート結果など、詳しくは成果報告書でご覧ください。
https://www.learning-innovation.go.jp/themes/edtechdb/assets/pdf/verify/verify_b0023_achievementreport.pdf

2019/5/8

【「未来の教室」2018年度　各実証事業成果報告】

株式会社マイナビは、地域社会・産業界と教育現場を繋ぎ、高校生が自身のキャリアを考えながら地域産業や社会を知ることができる「フィールドスタディプログラム」の構築に取
り組みました。
https://www.learning-innovation.go.jp/verify/detail/z0050

将来的な地域経済の担い手の育成のほか、Uターン就職といった地域企業への人材還流なども期待できる本事業。
成果報告書は下記（PDF）でご覧いただけます。
https://www.learning-innovation.go.jp/themes/edtechdb/assets/pdf/verify/verify_z0050_achievementreport.pdf

2019/5/9

【「未来の教室」2018年度　各実証事業成果報告】

Institution for a Global Society株式会社は、自動車産業をモデルとし、次世代の自動車産業で必要とされる資質・能力を育成するためPBLの要件定義と講座、評価システムの構築に取
り組みました。
https://www.learning-innovation.go.jp/verify/detail/a0009

本実証を起点に、目指す姿は「ＡＩ×データにより個別化されたエビデンスベースでのPBL×STEAM教育」。
成果報告書は下記（PDF）でご覧いただけます。
https://www.learning-innovation.go.jp/themes/edtechdb/assets/pdf/verify/verify_a0009_achievementreport.pdf

2019/5/10

【「未来の教室」2018年度　各実証事業成果報告】

株式会社学研プラスは、steAm株式会社と共同で、音楽×算数×プログラミングの横断的学習プログラム（Music Blocksの公教育導入実証）の開発に取り組みました。
https://www.learning-innovation.go.jp/verify/detail/a0003

本実証事業の発案者は、音楽家・数学者・教育者の中島さち子氏。Music Blocksを開発した、MITメディアラボの元所長であるワルター・ベンダー氏、ニューイングランド音楽院ギ
ター科長であるデビン・ウリバリ氏にも多大なる協力を得て実証事業が進められました。

音楽や算数の学習効果は果たしてあったのか…？
注目の成果報告書は、下記（PDF）でご覧いただけます。
https://www.learning-innovation.go.jp/themes/edtechdb/assets/pdf/verify/verify_a0003_achievementreport.pdf

2019/5/11

2019/5/12

2019/5/13

【「未来の教室」2018年度　各実証事業成果報告】

お茶の水女子大学・文京区立お茶の水女子大学こども園は、STEAM実践を通した探究型プロジェクトを開発し、日本の就学前教育変革のハブとして機能するこども園ラボを目指しま
した。
https://www.learning-innovation.go.jp/verify/detail/z0051

実践者と研究者の協働により実践型ラボを構築し、サイエンスとアートが融合したSTEAM探求型プロジェクトを開発することにより、未来に向けた幼児教育の学びのデザインを行っ
た注目の成果報告書（PDF）は下記でご覧いただけます。
https://www.learning-innovation.go.jp/themes/edtechdb/assets/pdf/verify/verify_z0051_achievementreport.pdf

2019/5/14

【「未来の教室」2018年度　各実証事業成果報告】

株式会社ベネッセコーポレーションは、「専門外」「想定外」「学校外」の学びを実現する ミドルマネジャー研修・学校改革プログラム開発事業に取り組みました。
https://www.learning-innovation.go.jp/verify/detail/z0046

「未来の教室」を実現し支えていくための「未来の職員室」を構想し、学校内で「50cm革命」を起こす教員チームはどのように生まれ、自己増殖をするのかをテーマに各学校のミド
ルマネジャーを対象としたマインドセット変革研修を実施した注目の成果報告書は、下記PDFでご覧いただけます。
https://www.learning-innovation.go.jp/themes/edtechdb/assets/pdf/verify/verify_z0046_achievementreport.pdf

2019/5/14

【第９回「未来の教室」とEdTech研究会　資料事前公開のお知らせ】

5月15日（水）9時～12時において、第9回「未来の教室」とEdTech研究会を開催いたします。
開催に先立ち、資料を公開しましたので、お知らせいたします。
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/mirai_kyoshitsu/009.html
第9回となる今回は、ギフテッド（異才）を育む学習環境、特に環境への不適応などで支援ニーズを十分に満たすことができていない２E（twice-exceptional）の児童生徒への支援に
ついてプレゼンをいただき議論したのち、第2次提言に向けた議論を行う予定です。

2019/5/15

【第９回「未来の教室」とEdTech研究会を開催いたしました】

5月15日（水）9時～12時において、第9回「未来の教室」とEdTech研究会を開催いたしました。
今回も、たくさんの方に傍聴にいらっしゃっていただき、ありがとうございました。

資料はこちらでご覧いただけます。
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/mirai_kyoshitsu/009.html



2019/5/16

2019/5/17

【「未来の教室」2018年度　各実証事業成果報告】

一般社団法人国際STEM学習協会は、下記に取り組みました。
https://www.learning-innovation.go.jp/verify/detail/a0002

１．高等学校の情報科目での授業カリキュラム構築と実証
２．学生サポーター育成のための集中研修(FAB CAMP)プログラム開発と実証
３．チェンジ・メイカーが制作を進めるための創作空間FAB SPACE (リアル / クラウド制作空間)の設置と授業外での活動サポートの有効性の実証

質問紙により
・メタ認知的コントロール
・新しいアイデアによる意思決定バランス
・失敗に対する柔軟的態度
・思考過程の重視
・メタ認知のモニタリング力
の５点について、事前・事後の比較を行った結果は…？
成果報告書は下記からご覧いただけます。
https://www.learning-innovation.go.jp/themes/edtechdb/assets/pdf/verify/verify_a0002_achievementreport.pdf

2019/5/18

【「未来の教室」関係者登壇情報】

2018年度「未来の教室」実証事業として、「教員をグローバルリーダーに。」というミッションのもとに「Hero Makers」を展開した、タクトピア株式会社の白川寧々氏が、「英語
ネイティブ脳みそのつくりかた」出版記念講演（無料）を行います。

教育情報サイトリセマムの記事を紹介します。参加申込については下記サイトをご参照ください。
https://resemom.jp/article/2019/05/13/50487.html

2019/5/19

2019/5/20

【「未来の教室」2018年度　各実証事業成果報告】

社会福祉法人伸こう福祉会は、リビングラボ化された介護施設を、新たな学び場として活用することで、企業（作り手）と現場スタッフ（使い手）とが、価値創造と技術開発力（技
術開発支援力）を涵養する人材教育プログラム（共進化型教育プログラム）を開発する実証事業に取り組みました。
https://www.learning-innovation.go.jp/verify/detail/b0028

学習対象者（企業、施設スタッフ）が、SDGsや社会インパクトの基本的考え方、認知症など変化していく人の科学的見方やQoLの考え方、行動ライブラリを用いたデータ駆動型開発
などの基本講座に加え、リビングラボを活用した実践的ワークショップに参加することで、社会インパクトとリンクした具体的課題の設定力、多職種を巻き込む力、個人のQoLを中心
とした生活機能レジリエントサービスの開発力を育むことができるようになる事を目指した本事業、成果報告書は下記（PDF）にてご覧いただけます。
https://www.learning-innovation.go.jp/themes/edtechdb/assets/pdf/verify/verify_b0028_achievementreport.pdf

2019/5/21

【「未来の教室」2018年度　各実証事業成果報告】

株式会社キャタルは、世界の名門大学出身者やバイリンガルなど高い英語力を持つ教師による質の高い添削と、学校の教員によるコーチングを組み合わせる実証事業に取り組みまし
た。
https://www.learning-innovation.go.jp/verify/detail/z0048

学校の教師の働き方を変え、生徒ひとりひとりに合った英語学習を可能にした成果報告書は下記（PDF）にてご覧いただけます。
https://www.learning-innovation.go.jp/themes/edtechdb/assets/pdf/verify/verify_z0048_achievementreport.pdf

2019/5/22

【「未来の教室」2018年度　各実証事業成果報告】

株式会社a.schoolは、探究学習を普及・促進させるための、全国各地の様々な学びの場における探究学習プログラムの導入実証、及び導入に向けたニーズ・課題の把握・分析に取り組
みました。
https://www.learning-innovation.go.jp/verify/detail/z0058

様々な学びの場の運営者へのヒアリングやプログラム試験導入、先進的な実践者や専門家から学ぶ研修会を通じて、学びの場のタイプ別の「探究学習」へのニーズと課題、及び解決
策の方向性の整理を試みた事業の成果報告書は下記（PDF）でご覧いただけます。
https://www.learning-innovation.go.jp/themes/edtechdb/assets/pdf/verify/verify_z0058_achievementreport.pdf

2019/5/23

【「未来の教室」2018年度　各実証事業成果報告】

株式会社Ridiloverは、人口減少・高齢化などにより「地域文化・地域コミュニティのサステナビリティ」が脅かされる地域が全国各地で出てくる中、新潟県・越後妻有で開催される
「大地の芸術祭」をテーマに、「チェンジメーカー」育成のためのプログラムを開発することに取り組みました。
https://www.learning-innovation.go.jp/verify/detail/b0024

主体性、課題設定能力、合意形成能力の向上のtippingポイントについて等に言及した成果報告書は下記（PDF）にてご覧いただけます。
https://www.learning-innovation.go.jp/themes/edtechdb/assets/pdf/verify/verify_b0024_achievementreport.pdf

2019/5/24



2019/5/25

【「未来の教室」2018年度　各実証事業成果報告】

株式会社COMPASSは、教科学習（授業）の効率化と応用とのサイクルの実証（AI教材「Qubena」の公教育への導入実証）に取り組みました。
https://www.learning-innovation.go.jp/verify/detail/a0015

実証校の麹町中学校の取り組みとともに話題になった本事業の成果報告書は、下記（PDF）でご覧いただけます。
https://www.learning-innovation.go.jp/themes/edtechdb/assets/pdf/verify/verify_a0015_achievementreport.pdf

2019/5/26

2019/5/27

【「未来の教室」2018年度実証事業の様子がYouTubeに！】

湘南学園中学校・高等学校のYouTubeにて、2018年度「未来の教室」実証事業に採択された、一般社団法人 国際STEM学習協会（https://www.globalstem.org/
） の高等学校情報科におけるチェンジ・メイカー育成授業の様子がupされました！

メディアルームにデジタル工作機器（3Dプリンター、レーザーカッターなど）を導入し、ものづくりを起点とした「課題設定」「課題解決」「情報伝達」「共創力」などの能力を育
むプログラムを構築、実証に取り組みました。

是非ご覧ください！
https://www.youtube.com/watch?v=V7UMnXjklxY

2019/5/27

【「未来の教室」2018年度　各実証事業成果報告】

株式会社Prima Pinguinoは、PBLの指導をできる教員を育成すること、また地域の企業人や大学生なども巻き込んだ地域ネットワークを構築することで、教員同士が学び合うネット
ワーク上のプラットフォームを構築し、教員の学びの機会を増やしていくことに取り組みました。
https://www.learning-innovation.go.jp/verify/detail/z0054

①教員・社会人・学生などの越境的協働を可能とする「チームビルディングプログラム」
②課題発見・解決に必要なリテラシーを獲得する「課題発見・解決力育成プログラム」
③地域の課題・解決策を見出し、学問につなげる「PBL（Problem Based Learning）」
④主体性・協働性・多様性の成長を支援する「リフレクション・プログラム」
⑤教員・地域の社会人が新入試方式を体感する「新大学入試模擬試験プログラム」

を提供した事業の成果報告書は、下記（PDF）にてご覧いただけます。
https://www.learning-innovation.go.jp/themes/edtechdb/assets/pdf/verify/verify_z0054_achievementreport.pdf

2019/5/28

【「未来の教室」関係者登壇情報】

来る6月22日（土）13時より、熊本大学にて開催されます「九州ICT支援協議会 2019 未来への学びに向けて、今何をすべきか」にて、「未来の教室」プロジェクトを引っ張る、経済
産業省サービス政策課浅野大介課長（兼教育産業室長）と、2018年度「未来の教室」実証事業において教育的知見からの助言役「教育コーチ」として関わった（株）NEL &M 田中康
平代表と熊本大学前田康裕准教授がそろい踏みで登壇します。
また、冒頭では、熊本市の教育改革をリードする、熊本市の遠藤教育長からのご挨拶なども予定されています。

九州で「未来の教室」を感じるにはまたとない機会です。九州の皆様におかれましては是非ご参加ください。

参加申込などは下記サイトをご参照ください。
https://www.kokuchpro.com/event/9b456f7f3c61d3d8e9c575b783daf993/

2019/5/29

【「未来の教室」2018年度　各実証事業成果報告】

NPO法人ドットファイブトーキョー（大牟田リビングラボ）は、チェンジメイクを業務目的とする担当社員に対して、大牟田リビングラボを舞台にサービス開発の実践を通じ、
Marketing4.0を超える人間観、コミュニケーション、 アプローチを学ぶプログラムを開発し、効果を検証しました。
https://www.learning-innovation.go.jp/verify/detail/b0030

大牟田が培ってきたMarketing4.0を超える全く新しい人間観（パーソンセンタード）、コミュニケーション、アプローチを学ぶ機会を提供したその成果は、下記（PDF）からご覧い
ただけます。
https://www.learning-innovation.go.jp/themes/edtechdb/assets/pdf/verify/verify_b0030_achievementreport.pdf

2019/5/30

【「未来の教室」関係者登壇情報】

株式会社日本計画研究所主催のセミナーに、「未来の教室」プロジェクトに関わる経済産業省商務・サービスグループ　サービス政策課　教育産業室の坂本和也室長補佐が登壇いた
します。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000123.000042328.html

2019/5/31

【「未来の教室」メディア掲載情報】

2018年度「未来の教室」実証事業に取り組み、AI教材や麹町中学校の学校改革等と一緒に話題になった株式会社COMPASSの学校関係者向けセミナーの様子が、「教育ICTリサーチブ
ログ」に取り上げられました。

なぜCOMPASSがいまのような取り組みに向かっていったか、その背景もわかるセミナーの報告。是非ご覧ください。
http://blog.ict-in-education.jp/entry/2019/05/30/040000



2019/5/31

【「未来の教室」とEdTech研究会　開催のお知らせ】
6月10日（月）に第10回「未来の教室」とEdTech研究会を開催いたします。

第10回となる今回は、第9回までの議論を踏まえ第2次提言案について委員と意見交換を行います。

詳細・お申し込みは下記をご参照下さい。

開催概要
日時：2019年6月10日（月曜日）16時00分～19時00分
場所：ベルサール東京日本橋　Room4＋5
　　 東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー5F
※「日本橋駅」B6番出口直結（銀座線・東西線・浅草線）
※日本橋エリアには「ベルサール」が2つございますので、御注意ください。

傍聴のお申し込みはこちらからご登録下さい。
https://pro.form-mailer.jp/fms/28a7323b168839

*傍聴を希望される方は、6月6日（木曜日）18:00までにお申込みください
*希望者多数の場合は厳選な抽選の上、落選の方にのみメールにてご連絡しますので、あらかじめご了承ください。

詳細については下記をご参照ください。
https://www.meti.go.jp/press/2019/05/20190531006/20190531006.html

以上、2019年5月の投稿履歴



2019年4月分の投稿

日付 投稿内容

2019/4/1

【お知らせ】
「未来の教室」ポータルサイトのメンテナンスが終了し、再公開いたしました。

2019年度も「未来の教室」の活動にご期待ください！
https://www.learning-innovation.go.jp/

2019/4/2

【「未来の教室」メディア掲載】

「未来の教室」プロジェクトを引っ張る、経済産業省商務・サービスグループ サービス政策課長（兼）教育産業室長の浅野大介氏と、2018年度「未来の教室」実証事業に参画した株
式会社COMPASS 代表取締役CEOの神野元基氏との対談が、小学館「ハグカム」に掲載されました。

https://hugkum.sho.jp/41005

2019/4/3

【「未来の教室」2018年度　各実証事業成果報告】

「未来の教室」2018年度各実証事業の成果報告書が「未来の教室」公式Webサイトに掲載されていますので、ご紹介します。

ライフイズテック株式会社は「地域のチェンジメイカーを育成するエコシステムづくり～ITを使った中・高・大の一貫のCreative PBL～」を実証しました。
https://www.learning-innovation.go.jp/verify/detail/a0004

成果報告書では、成果だけではなく、課題も挙げられています。
「役場以外の関係者への事前交渉（JRへの撮影許可依頼等）も必要だった。」など、なかなか気づきにくい点も課題に明記されていますので、是非、下記成果報告書をご覧くださ
い。
https://www.learning-innovation.go.jp/themes/edtechdb/assets/pdf/verify/verify_a0004_achievementreport.pdf

2019/4/4

「未来の教室」2018年度各実証事業の成果報告書が「未来の教室」公式Webサイトに掲載されていますので、ご紹介します。

学校法人角川ドワンゴ学園は「幅広く多様な生徒層へのよりよく生きる力を育むことができる「21世紀型ライフスキルプログラム」」を実証しました。
https://www.learning-innovation.go.jp/verify/detail/a0012

1. 評価尺度とアセスメントの開発
2. 21世紀型ライフスキルプログラムの開発
3. 学力との連携に向けたリフクレクションと
コーチングのマニュアル（プロトタイプ)を整備

に取り組んだことがわかる成果報告書です。
詳細は下記をご覧ください。
https://www.learning-innovation.go.jp/themes/edtechdb/assets/pdf/verify/verify_a0012_achievementreport.pdf

2019/4/5

【「未来の教室」2018年度　各実証事業成果報告】

一般社団法人場所文化フォーラムは、「女性活躍＠高崎市、原発問題＠大熊町を題材にしたチェンジ・メイカー育成プログラム」の実証に取り組みました。
https://www.learning-innovation.go.jp/verify/detail/b0027

「、課題を与えずに、探求してもらうことに重きをおき、学習者の受入側の問題意識や課題設定、その解決策（活動手法等）に対しても、問題意識をもってもらい、学習者が当事者
として、自分だったらどうするのかを考える」という、難易度の高いプログラム開発の成果。
報告書は下記よりご覧いただけます。
https://www.learning-innovation.go.jp/themes/edtechdb/assets/pdf/verify/verify_a0027_achievementreport.pdf

2019/4/6

★「未来の教室」Facebookページ「いいね！」2,100を超えました（新規「いいね！」136日間連続増加中！）

本「未来の教室」Facebookページへの「いいね！」が2,100を超えました。
2018年11月21日から続いている新規「いいね！」も2019年4月5日まで136日連続で増加中です。

これまで「未来の教室」に関わってきたすべての方が、「未来の教室」の情報を周りに広げてくださっている結果だと感謝しています。

今後、2018年度の実証事業成果報告をご紹介すると共に、2019年度の動きがありましたらいち早くお届けしようと思います。
2019年度も「未来の教室」の動向、および本Facebookページ投稿のシェアなどによる拡散をどうぞよろしくお願いいたします！（「未来の教室」Facebook担当者より）

2019/4/8

「未来の教室」2018年度　各実証事業成果報告】

株式会社FIELD OF DREAMSは、「スポーツのワクワクから学び（数学・理科・プログラミング）への連結プログラム」の開発に取り組みました。
https://www.learning-innovation.go.jp/verify/detail/a0005

「タグラグビー×数学・プログラミング」ワークショップを学校の授業向けにアレンジしたプログラム等により、問題解決・情報収集・自己統制・対人関係等のライフスキルがどれ
くらい向上したか…？
成果の詳細については下記（PDF）をご覧ください。
https://www.learning-innovation.go.jp/themes/edtechdb/assets/pdf/verify/verify_a0005_achievementreport.pdf



2019/4/9

【「未来の教室」2018年度　各実証事業成果報告】

SEEDx地域未来大学院連携事業共同体は「高齢化したニュータウン（リビングラボ）を学び場とした人材育成プログラム」に取り組みました。
https://www.learning-innovation.go.jp/verify/detail/b0031

企業、行政、市民活動団体など、多様な価値観や行動原理を持つ様々なステイクホルダーどうしが、ビジョンや課題を共有し、効率的・効果的に合意形成を図る過程で、参加者にど
のような変化があったか…？
「当事者意識」についての上昇が目立った成果報告書、下記（PDF）でご覧いただけます。
https://www.learning-innovation.go.jp/themes/edtechdb/assets/pdf/verify/verify_a0031_achievementreport.pdf

2019/4/10

【「未来の教室」2018年度　各実証事業成果報告】

“「未来の教室」に必要なのは「未来の先生」”
そんな想いから、タクトピア株式会社は「Hero Makers 「未来の先生」へ至るEMBA型共創プログラム」の開発に取り組みました。
https://www.learning-innovation.go.jp/verify/detail/z0042

成果報告書では、「Hero Makersは教師の自己肯定感が高まる場所」とする一方で、様々な失敗も挙げられており、課題に取り組みながら成長した先生の姿が想像できます。
下記（PDF）より是非ご覧ください。
https://www.learning-innovation.go.jp/themes/edtechdb/assets/pdf/verify/verify_a0042_achievementreport.pdf

2019/4/11

「未来の教室」2018年度　各実証事業成果報告】

株式会社教育と探求社は、「自ら課題を発見・設定するPBLの開発とその実証～地域企業価値最大化プログラム～」の開発に取り組みました。
https://www.learning-innovation.go.jp/verify/detail/a0013

教員向け研修と共に、参画する企業の方への研修も取り入れ、生徒の学習効果の最大化を図りました。
結果、プログラム受講者への事前事後のアンケートにおいて、「自分の将来や明るく楽しいものであると思う」という項目のポイントがかなり上がったことがわかりました！

その他、成果の詳細については下記（PDF）をご覧ください。
https://www.learning-innovation.go.jp/themes/edtechdb/assets/pdf/verify/verify_a0013_achievementreport.pdf

2019/4/11

【「未来の教室」メディア掲載情報】

ベネッセ教育情報サイトで「未来の教室」の動きが取り上げられました。
https://benesse.jp/kyouiku/201904/20190409-1.html

2019/4/12

【「未来の教室」2018年度　各実証事業成果報告】

特定非営利活動法人鴻鵠塾は、「スポーツ興行＠徳島／伝統工芸＠佐賀を題材にしたチェンジ・メイカー育成プログラム」に取り組みました。
https://www.learning-innovation.go.jp/verify/detail/b0022

プロスポーツビジネスの興行を1試合運営することで、チェンジメーカー足り得る人材の育成を目指すとともに、大学生チームと連携して進める中でヒトを巻き込んで物事を進める経
験を得ることを目指しました。
成果報告書は下記（PDF）でご覧いただけます。
https://www.learning-innovation.go.jp/themes/edtechdb/assets/pdf/verify/verify_a0022_achievementreport.pdf

2019/4/13

【広がる「未来の教室」プラットフォーム】

「未来の教室」は、実証事業に関わった事業者等が、実証事業で得られた成果を継続的にその後の事業活動等につなげていくことで、「未来の教室」プラットフォームを形成し、
「50センチ革命」（＝一人一人が目の前のちょっとした課題を解決していく意識と行動）の輪を広げていこうと取り組んでいます。

2018年度の「未来の教室」実証事業で、福岡県の飯塚市・嘉麻市・桂川町と連携し、社会課題をプログラミングで解決することに取り組んだ、ライフイズテック株式会社。
実証事業の成果を活かし、今度は早速、伊豆にて、課題解決型のプログラミングワークショップを開催します。

全国に「50センチ革命」を起こせる若者が増えるといいですね！
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000047.000019771.html

2019/4/14

【広がる「未来の教室」プラットフォーム】

「未来の教室」は、実証事業に関わった事業者等が、実証事業で得られた成果を継続的にその後の事業活動等につなげていくことで、「未来の教室」プラットフォームを形成し、
「50センチ革命」（＝一人一人が目の前のちょっとした課題を解決していく意識と行動）の輪を広げていこうと取り組んでいます。

2018年度の「未来の教室」実証事業で、麹町中学校において、AI教材Qubenaの活用により教科学習時間の短縮化に取り組んだ、株式会社COMPASS。
取り組みで学んだことも活かし、集団授業でもQubenaが使いやすいように、学習管理機能が強化された新機能がリリースされたようです。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000026.000024557.html

2019/4/15

【「未来の教室」2018年度　各実証事業成果報告】

株式会社Ｚ会は、「探求学習と教科学習のサイクルを回す「知のナビゲーター」」の実証事業に取り組みました。
https://www.learning-innovation.go.jp/verify/detail/a0006

Ｚ会の強みである「教科指導」や「教材」とEdTechをフル活用した「Ｚ会Asteira」を活用し、探究学習から教科学習へと効果的に誘導をする「知のナビゲーター」の在り方を検証し
た注目の成果報告書が下記（PDF）です。
是非ご覧ください。
https://www.learning-innovation.go.jp/themes/edtechdb/assets/pdf/verify/verify_a0006_achievementreport.pdf



2019/4/16

【「未来の教室」2018年度　各実証事業成果報告】

農業高等学校に適したSTEAM学習プログラムを構築することで、農業高等学校からチェンジメーカーを輩出するとともに、農業高等学校が地域のSTEAM学習のハブとなることを目指
した、ベジタリア株式会社。
https://www.learning-innovation.go.jp/verify/detail/z0044

実証前後で、「農業にICTは必要ですか？」の問いに「必要」と回答した生徒が、47%から86％と大幅にup！
他の質問項目よりも変化が見られたことから、普段の学校の授業ではなかなか農業へのICT利用の価値に気づきにくいのかもしれませんね。

是非下記（PDF）から成果報告書をご覧ください。
https://www.learning-innovation.go.jp/themes/edtechdb/assets/pdf/verify/verify_z0044_achievementreport.pdf

2019/4/17

【「未来の教室」2018年度　各実証事業成果報告】

一般社団法人小布施まちイノベーションHUBが取り組んだ「チェンジメイカー」育成プログラム。
https://www.learning-innovation.go.jp/verify/detail/b0025

対象地域の小布施町の協力を得、小布施町が実現すべき地域の未来像（社会テーマ）として

①すべての子どもが輝く町（主に引きこもり・自殺対策に関するイシューを取り上げる）
②未来の行政に出会える町（行政組織に関するイシューを取り上げる）

の２テーマを設定して取り組んだプログラムそのものが参考になるかと思います。
成果報告書（下記PDF）を是非ご覧ください。
https://www.learning-innovation.go.jp/themes/edtechdb/assets/pdf/verify/verify_b0025_achievementreport.pdf

2019/4/18

【「未来の教室」2018年度　各実証事業成果報告】

株式会社リバネスは「学びへの意欲を引き出す科学のワクワクコンテンツプラットフォーム開発」に取り組みました。
https://www.learning-innovation.go.jp/verify/detail/a0001

ワクワクさせる動画にはどのような要素が必要であるのかを、制作した動画を用いて実験検証。『世界初』、『失敗』の要素は不要であることがわかった、など、意外な結果も出て
います。

報告書は下記（PDF）よりご覧いただけます。
https://www.learning-innovation.go.jp/themes/edtechdb/assets/pdf/verify/verify_a0001_achievementreport.pdf

2019/4/19

【「未来の教室」2018年度　各実証事業成果報告】

NPO法人クロスフィールズは２つの実証事業を担当しました。
その１つでは、ハイポテンシャルな若手（学生・社会人）が新興国での社会課題解決に取り組むことで、現地社会の課題解決に貢献すると同時に、参加者が志あるチェンジメイカー
に成長していくことを目指しました。
https://www.learning-innovation.go.jp/verify/detail/b0020

プログラム事前事後の比較、および、クロスフィールズのこれまで実施してきた企業派遣者平均と比較し、社会の未来や組織の未来を切り拓く力において大きな力を得られたようで
す。
一方で、プログラム自体が難易度が高いものだったことから、本プログラムを広げる際の課題等を参加者が語っています。
詳細は成果報告書（下記PDF）をご覧ください。
https://www.learning-innovation.go.jp/themes/edtechdb/assets/pdf/verify/verify_b0020_achievementreport.pdf

2019/4/19
「未来の教室」プロジェクトの一環で、ボストン・コンサルティング・グループが行った、学校現場のレポートに関する記事が、Yahoo!個人ブログに取り上げられました。
https://news.yahoo.co.jp/byline/hiraiwakuniyasu/20190418-00122723/

2019/4/20

【「未来の教室」メディア掲載】

月刊『私塾界』（ https://www.shijyukukai.jp/
 ）4月号の「論点」に、「未来の教室」の動きが詳しく掲載されました。
記事をご紹介いたします（掲載許諾済）。

2019/4/21

【広がる「未来の教室」プラットフォーム】

2018年度「未来の教室」実証事業に参画した、一般社団法人国際STEM学習協会（ファブラボ鎌倉）が、5月5日(日) に『Most Likely to succeed』上映会にあわせて、「未来の教室」
実証事業報告会を開催します（申込は締め切っています）。
https://peatix.com/event/632112/view

今回の申し込みは締め切りましたが、次回6月16日（日）に予定されているようです。
申し込み開始等の情報は、ファブラボ鎌倉のFacebookに「いいね」する等でキャッチしましょう。
https://www.facebook.com/FabLabKamakura/



2019/4/22

【「未来の教室」2018年度　各実証事業成果報告】

株式会社キャリアリンクは２つの実証事業に取り組みました。
その１つでは、学習指導要領に紐づいた体験型授業「ABSL（Active Based Subject Learning）」の開発・実証を行いました。
https://www.learning-innovation.go.jp/verify/detail/a0010

児童生徒がわくわくしながら体験的に学べるコンテンツを開発するだけではなく、学習指導要領を意識し、教科の学びに紐づくシステムの構築を目指しました。
そのために、今回実証事業に参加した企業を含め、他社との連携案を報告書であげています。
同じ土俵で競争する教育事業者であっても、共創領域を見つけていこうという企業姿勢が素晴らしいと思います！

成果報告書は下記（PDF）でご覧いただけます。
https://www.learning-innovation.go.jp/themes/edtechdb/assets/pdf/verify/verify_a0010_achievementreport.pdf

2019/4/23

【「未来の教室」2018年度　各実証事業成果報告】

湯野浜１００年株式会社は、全国にある温泉旅館街に展開可能な人材教育プログラムとして、温泉旅館街をリビングラボ化し、「旅館の労働者の高齢化への対応（効率化、生産性向
上）、旅行スタイルの新しいカタチ「湯治、長期滞在化」」という具体的な課題を題材としたイノベーション人材教育プログラムに取り組みました。
https://www.learning-innovation.go.jp/verify/detail/b0029

ある問題を解決するために、問題の原因や変えたいモノを直接変えるのではなく、問題構造の中で「変えられないモノ・コト」と「変えられるモノ・コト」に整理し、「変えられる
モノ・コト」を使って「変えたいモノ・コト」を変えてみよう、という、地域問題の可変化理論（ABC理論）を用いて、グループディスカッションで解決法を開発、その前後の変容
を見た成果は…！？

成果報告書は下記PDFよりご覧いただけます。
https://www.learning-innovation.go.jp/themes/edtechdb/assets/pdf/verify/verify_b0029_achievementreport.pdf

2019/4/24

【「未来の教室」2018年度　各実証事業成果報告】

NPO法人TOKUSHIMA雪花菜工房は、徳島県立徳島商業高等学校専門高校において、PBLのSTEAMS化とフォーマット化に取り組みました。
https://www.learning-innovation.go.jp/verify/detail/a0011

STEAMSを取り入れた良質なPBLを継続的に実施していくには、教員への指導や研修を含めたフォローが大切である一方で、そこに踏み出すのはなかなか難しい、などの課題も明ら
かになった事業の成果報告書は、下記（PDF）でご覧いただけます。
https://www.learning-innovation.go.jp/themes/edtechdb/assets/pdf/verify/verify_a0011_achievementreport.pdf

2019/4/25

【「未来の教室」2018年度　各実証事業成果報告】

凸版印刷株式会社は、静岡県袋井市と協働で、EdTech教科書・ドリル「新やるKey」の公教育導入実証に取り組みました。
https://www.learning-innovation.go.jp/verify/detail/a0014

非認知能力である「自己効力感の向上」に関し、内向性、勤勉性、情緒安定性の高い児童には優位な傾向が見られた一方で、外向的、情緒安定性の低い児童には劣位になるという結
果も見られました。

成果報告書は下記（PDF）でご覧いただけます。
https://www.learning-innovation.go.jp/themes/edtechdb/assets/pdf/verify/verify_a0014_achievementreport.pdf

2019/4/26

【「未来の教室」2018年度　各実証事業成果報告】

Mistletoe株式会社、一社) FutureEdu、一社)こたえのない学校コンソーシアムは、米国High Tech Highと共に、STEAM / PBL 教員研修プログラム の開発し、実行しました。
https://www.learning-innovation.go.jp/verify/detail/z0041

視察・研修を通じて、参加者にマインドセットの変容が起こることにより、課題の解像度が上がり、PBL実践のためのアクションプラン・それを実施する体制・キャパシティビルディ
ングができる状態になっているか？を明らかにしようとした成果報告書（PDF）は、下記でご覧いただけます。
https://www.learning-innovation.go.jp/themes/edtechdb/assets/pdf/verify/verify_z0041_achievementreport.pdf

2019/4/30

令和時代に求められる能力・スキル開発（１）～プラント業界における「IoT人材」～】

2018年度「未来の教室」実証事業では「産業界が抱える社会課題を解決するための能力・スキル開発」を７つの事業において行いました。

一般社団法人日本能率協会は、プラントの運転や保安などにおける課題に対し、広義のIoT、システムを利活用して解決に取り組む人材を育成する講座の開発に取り組みました。
https://www.learning-innovation.go.jp/verify/detail/c0034

成果報告書は下記（PDF）でご覧いただけます。
https://www.learning-innovation.go.jp/themes/edtechdb/assets/pdf/verify/verify_c0034_achievementreport.pdf

以上、2019年4月の投稿履歴
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