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1. 「STEAMライブラリー」事業の概要















「未来の教室」とEdTech研究会
木村健太委員（広尾学園中高）提出資料

経済産業省「STEAMライブラリー」はデジタルアーカイブにとどまらない。
学校の壁を越えた生徒の協働的で深い学びを助け、教師も研究者も企業人も交わる、
双方向的な「プラットフォーム」を目指したい。
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「STEAMライブラリー」コンテンツの採択結果について
（第1期：2020年度開発分）











角川ドワンゴ学園 「AI機械学習を通じた課題解決型/価値創造プロジェクト学習」

• 機械学習のもつ「バイアス（データの偏り）」という側面にも触れながら、基礎的な技術や活用方法・事例を探究
• 機械学習を活用し、「誰かの困りごとを解決」や「魅力を具体化する」ためのプロジェクト学習教材の開発・実証

概要 コンテンツ詳細（予定）

協力 / 連携先（予定）

取扱うSDGsの項目

取扱う教科 / 単元
• 技術×社会×国語…

⇒ 機械学習を理解したうえで、
それをどのように身近な課題
解決や魅力の具体化に
に生かすか？を探究
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画像認識

音声認識

×

×

課題解決

デザイン思考

アート思考/
意味のイノベーション

価値創造
×

テーマ例

中山間/離島
の小中学校の
困りごとを解決

自宅での
遊びをつくる

テーマ例

テーマイメージ（現時点案）



国際大学GLOCOM 「デジタル時代の著作権 - クリエイティブな文化を支える制度とは」
• デジタル時代の豊かな文化を考え、クリエイターとコンテンツ産業が直面している課題を探究
• 音楽・美術から著作権、クリエイターについて学び、情報・公民から情報社会から市場経済まで学べる教科横断な学び

概要 コンテンツ詳細（予定）

取扱うSDGsの項目

取扱う教科 / 単元
• 音楽×美術×公民×情報

⇒ 著作権制度の骨格と、
それを通じた文化の振興に
ついての批判的な理解

⇒ 文化・芸術の価値に
ついての多様な考え方の
理解

⇒ 文化・芸術の振興にとっての
市場の役割の批判的な
理解
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画像：unsplash

身近なテーマと大きな制度を架橋する学びの体験：
• 音楽、動画、ゲーム、マンガ、小説、などの豊かさ、それをもたらしている
クリエーターを振り返る

• 豊かな文化を実現するための制度を考える
（表彰によって栄誉を称える、生計を支援する、創作・表現活動を支援する、
排他的財産権を付与する、氏名を表示される権利を付与する、教育によって
鑑賞眼や芸術・表現文化を支える態度をはぐくむ、等）

• デジタル時代を迎え、クリエイターとコンテンツ産業が直面している収益面の
課題に触れる

• 政府が支援対象を取捨選択することに伴う困難に直面する

教科を横断しながらの学び：
• 音楽・美術の単元として、著作権ついて学びつつ、クリエイターの収入について調べる
• 公民の単元として、クリエイターや文化を支援する社会制度がどうあるべきかを調べ、
個々人が考えをまとめる

• 情報の単元として、情報社会について考え、他の考えと併せて、
グループごとの議論と発表資料を作成

• 公民の単元として、クラス全体への発表と質疑を通じて文化にとっての法や
市場経済の役割について考える





東京理科大学 「知ろう! つくろう! みらいのエネルギー」

• 「発電」の科学的原理を入り口に、エネルギーを作る手段とそれにまつわる現状・利点・課題を探究
• 考えうる発電手段を認識したうえで、どのような観点から、何を重視してエネルギーミックスを組み立てるかを自身で考察

概要 コンテンツ詳細（予定）

協力 / 連携先（予定）
• 監修：山下宏文（京都教育大）
• 統括：川村康文（東京理科大）
• 制作：金原克範（トーフナ映像）
• 契約・執行支援：名久井恒司
（東京理科大学）

• 構成・原案等
– 山口順之（東京理科大）
– 糸瀬則浩（九州電力）
– 大磯眞一（INSS）

• 教案・ワークシート作成
– 葛生伸（福井大）
– 前田譲治（東京理科大）
– 興治文子（東京理科大）
– 林壮一（福岡大）

取扱うSDGsの項目

取扱う教科 / 単元
• 理科×公民×…
⇒ 「発電」とは何か？各発電
方式ごとの社会的影響も
含めた特徴は何か？…
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【発電を体感しよう】
実験器具を用い発電体験を行う

【発電所の仕組みと
様々な発電方法】

発電機の構造を知りエネルギー変
換と資源となる一次エネルギーに

ついて調べる

【日本の一次エネルギー事情】
日本の消費する全エネルギー量を
把握しそれを満たす一次エネル

ギー量を推定する

エネルギーの原理的理解

【水力発電】
現状・利点・課題を調べる

【石炭（石油）火力発電】
現状・利点・課題を調べる

【LNG火力発電】
現状・利点・課題を調べる

【原子力発電】
現状・利点・課題を調べる

【再生可能エネルギー発電】
現状・利点・課題を調べる

各発電方式について

【グリーンなエネルギーとは何か】
国際的な温室効果ガス排出量削減の取
り組み，資源の環境影響などを考える

【私の考えるエネルギーミックス】
安定・経済・環境・安全の視点で

総合的に検討する

【一次エネルギーの安全確保】
地政学的リスク問題や将来のエネル
ギー資源確保に向けての取組を考える

【賢い消費者が未来を拓く】
電力小売自由化や家庭での

省エネルギー等，どのようにエネル
ギーを使いたいのか考える

エネルギーミックスの実際





ブリタニカ 「最先端研究のSTEAM教材化」

• 産総研、NEDO、東大生産研における最先端の研究を、中高の教科科目に分解しながら学際的な教材/コンテンツ化
• 技術要素のみならず、それに含まれる社会的課題（ロボットによるケアの是非、等）までをカバー

概要 コンテンツ詳細（予定）

協力 / 連携先

取扱うSDGsの項目

取扱う教科 / 単元
• 生物×数学×社会×
美術×情報×・・・

⇒ 最先端の理系研究テーマを
取り上げながら、背景としての
歴史・社会も学際的に学習

・・・

モビリティの現在と未来
• 各モビリティ手段における技術進化と課題
• パーソナルモビリティや自動運転のメリットと導入に際した社会的な課題

予測医療とバイオハイブリッド
• バイオハイブリットシステムとはなにか？
人間の生活をどのように向上できるか？

• 匂いセンサ、分子モーター、人工細胞、
神経インターフェースなどの研究開発を、
予測医療にどのように生かせるか？

廃棄物処理における微生物の役割
• ゴミ処理はどのように
発達してきたのか？

• 浄水処理に役立つ微生物とは？
• 排水施設が地域社会に
受け入れられるには？

ロボットによるケアの是非
• これから私たちが直面する人口動態上の課題は何か？
• 「ロボットによるケア」vs「人/家族によるケア」の
賛成意見・反対意見はどのようなものか？

• 長期ケアのニーズとロボットソリューションをどのように伝えればいいか？

水素燃料電池の最前線
• 水素燃料電池の特徴は何か？
どのような活用が期待されているか？

• 実用化・普及に向けた課題はなにか？

「働かないアリの働き」とは？
• あえて効率の悪い仕組みに
しているのはなぜ？

• なぜ働きアリの多くは子どもを
産まないのか？

• 人間社会と「社会生生物」
の違いは？
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JMOOC 「AIの理論から企業における実践的な活用までを網羅したAI講座」

• 東大松尾研を始めとした国内最先端の研究者による、理論から実践までを網羅した包括的なAI学習講座
• 高校生のみならず、社会人のリカレント教育も見据えた活用が可能

概要 コンテンツ詳細（予定）

協力 / 連携先（予定）

取扱うSDGsの項目

取扱う教科 / 単元
• 情報×数学×現代社会

⇒ 機械学習・深層学習といった
AIの最前線テーマに関する
理論を習得

⇒ それらが実際の社会・ビジネス
でどのように活用されるかを、
具体事例と共に探究
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講座テーマ

1
AI/データ
サイエンス
概観

AIがもたらす新しい世界

データサイエンスがもたらす新しい世界

スマートシステムへの期待

0（基礎）
AI/データ
サイエンス
の基礎

データとモデルの基礎

機械学習のための数学の使い方

機械学習のための統計の使い方

機械学習・深層学習の基礎

コンピューティングの基礎

2
AI導入の

アウトライン

プロジェクトリーダーとして
知っておくべきAI構築の基礎
テキスト・音声を扱うAI導入
（時系列・テキストマイニング）
画像・映像、３次元データを扱うAI導入

ロボティクスとAI（産業分野事例を含む）

社会的データとAI（IoTを含む）

3
AIの導入と
実践的知識

AIプロジェクト推進者として
知っておくべき運営・実装の基礎
自然言語処理とテキストマイニング

音声認識と機械翻訳

画像理解と深層学習

自律制御と機械学習

予測・診断・最適化技法

講座分類 講義テーマ

業務/領域別
に見るAI活用

バックオフィス
で活用できるAI

経理・人事・広報

企画・マーケティング

営業・販売・サービス
で活用できるAI

EC

営業,サービス支援・
新サービス

製造・生産
で活用できるAI

品質管理・品質向上

新規商品開発

設備・インフラ
で活用できるAI

維持管理・保守

交通・物流

AI活用が
注目される業界

マテリアルインフォマティクス

金融

医療

農林水産業

データ
サイエンティスト
という職能

マーケティングデータからの顧客行動分析

企業会計データからの不正発見

人の心理とデータ解析

文書データからの知識発見

社会・経営のモデリングとシミュレーション

「理論講座」 「活用講座」



株式会社和える 「伝統工芸から先人の知恵を学び、未来に活かそう！
漆・陶磁器・染織の科学的・社会的探求」
• 一見アナログな伝統産業について、その技や成り立ちにおける化学や地学の知見を学際的な学びに接続
• 科学・社会的な背景を学んだうえで、伝統産業をどのように発展させ、海外に打ち出していけるかを探究

概要 コンテンツ詳細（予定）

協力 / 連携先（予定）

取扱うSDGsの項目

取扱う教科 / 単元
• 化学基礎×家庭科×美術

⇒ 漆の特性・仕組みは？それは
どのように活かされているのか？

• 日本史・世界史×化学基礎
⇒ 陶磁器はどのように普及したか？
活用されている技術は？

兵庫県・姫路市
江藤漆美術工芸
江藤 雄造氏

酸化還元で彩る焼き物の科学

陶磁器にガラス状の膜をつける
ために使われる釉薬（うわぐす
り）。

釉薬を塗って1000度を超える窯
で焼くと、酸化・還元反応が起
こり、全く違う色やツヤに変化
する。

写真（左）窯で焼く前、（右）
焼いた後

漆は湿度で「硬化」させる

漆は、空気中の水分から酸素を取
り込み、漆が酸化重合することに
より硬化する。

そのため、温度と湿度を調節した
「風呂」と呼ばれる機材の中で硬
化させる。

また、固まっていない漆が垂れな
いよう、機材は回転する仕様に
なっており、エンジニアリングの
知見も活かされている。

織物の機械はプログラミング

1801年に誕生したジャカード織
機は、プログラミングの原型に
なった。

それまで、縦糸横糸を交互に組
み合わせるシンプルな織物だっ
たが、自由自在に糸の色や織り
方を変え、様々な模様を描ける
ように。

コードの指示によって、織のパ
ターンを布の模様としてアウト
プットできる。
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編集工学研究所×順天堂大学 「医学をめぐる学際探究」

• 中・高では扱えていない「医学」を、生物や歴史、読書/国語の観点から情報編集の技法を通して探究
• 「ウイルスの感染と免疫機構」、「技術発展と医学の関係性」、「医師の仕事における読み書き」などをカバー

概要 コンテンツ詳細（予定）

取扱うSDGsの項目

取扱う教科 / 単元

• 生物×公民
⇒ ウイルスが感染する仕組み
とは？それに類似する
社会現象はなにか？

• 世界史×国語
⇒ 「名付ける」とは何か？
（病名と唯名論） …
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http://www.mif.sys.okayama-u.ac.jp/~kamegawa/

ベネッセ 「テクノロジーを通じた災害の課題解決」

• 災害に対する技術的アプローチ（防災・減災、災害現場での課題解決）に着目し、最新の事例や研究も交え探究
• 自身の地域における情報も踏まえ、具体的な地域課題に対する解決策を企画書・設計書としてアウトプット

概要 コンテンツ詳細（予定）

協力 / 連携先（予定）

取扱うSDGsの項目

取扱う教科 / 単元
• 数学×情報

⇒ハザードマップや統計情報をもとに、
地域の防災を探究

• 地理×地学×生物
⇒日本や世界で起きている災害を、

様々な科学的角度から理解
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日本・世界に視野を広げる -
日本・世界の災害の課題分析と解決策

• 地域で考えたことを起点に、次の観点から日本→世
界と視野を広げて国際的な観点から起きている災害
と課題を理解し、その解決策を考える。

自分ごとに防災・減災を引き付ける -
自分が住む地域の課題分析と解決策立案

• ハザードマップの読み込み、地域にまつわる災害に

関するデータ・事例、歴史的な経緯（過去の災害自
己）などの情報を収集・整理分析

• 地域の防災・減災に関する課題を明らかにし、その
解決策を考える

テクノロジーの観点から防災を考える
• 災害における課題解決策として、テクノロジーとい

う観点から考えを深める。
• 「AI」「ビックデータ」「ロボット」など複数の観

点から幅広くテクノロジー活用事例を紹介し、解決
策としてのテクノロジーの特徴・有効性、そしてリ
スク・デメリットを考える

技術の観点から解決策を考える -
ロボットについて理解

• ロボットという観点から防災・減災・災害が起きて
しまったときの解決を考え、深めていく

• そのために、ロボットの解決手段例を理解し、ロ
ボットの特徴、必要な技術を理解する

技術の観点から解決策を考える -
大学・企業・地域自治体との連携と課題解決

• 実際に自分たちが考える災害の課題に対して、
解決策となるロボットを考える

• 考えをカタチにする企画書・設計書として
アウトプットする

※構成案より抜粋

亀川哲志准教授

■平成30年７月豪雨（西日本豪雨）で
倒壊した家屋を調査する蛇型ロボット

■レスキューロボットの
デモンストレーション















参考 - 本年度採択事業者一覧（STEAMライブラリー – 1/4）

• STEAMライブラリー事業においては、計25事業者を採択（コンテンツ制作24社、ライブラリー構築1社）

想定テーマ / 探究する「問い」（現時点案）事業者

・災害を歴史 / 科学から理解しながら、避難所/被災地での活動を体感する
・農業と生物多様性との関係性は？

機械学習ｘデザイン/アート思考を通じた課題解決

クリエイターや豊かな文化を支援する経済社会制度や、著作権の仕組みをどう考えるべきか？

産業史、イノベーション（生物模倣、テレビ開発）を通じ課題解決・モノづくりを検討・実践

エネルギーにまつわる様々なジレンマを多角的に学びながら、我が国のエネルギーミックスを探究

航空産業の歩みと、気候変動等を踏まえた今後の姿
・航空業界における脱炭素の取り組み等も含む（工学・化学等の観点から）

・東大生産研、産総研、NEDOの最先端研究をテーマにした探究
（モビリティ、スマートハウス、バイオハイブリッド、新エネルギー、等）
・筑附教員と提携した学際テーマの探求（「働かないアリの働きとは？」等）

海城中学高等学校

学校法人角川ドワンゴ学園

国際大学グローバル・コミュニケーション・センター

シャープ株式会社
（×a.school）

東京理科大学

日本航空株式会社

ブリタニカ・ジャパン株式会社
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参考 - 本年度採択事業者一覧（STEAMライブラリー – 2/4）

• STEAMライブラリー事業においては、計25事業者を採択（コンテンツ制作24社、ライブラリー構築1社）

想定テーマ / 探究する「問い」（現時点案）事業者

「チョコレート」や「首里城」といった身近なテーマにまつわる「シゴト」と、背後にある科学を探究

世の中のお金の流れを追い、貯蓄、投資、リスクについて探求。貯蓄や投資の意義とは？など

現場に没入することで社会課題を探究（カンボジア街中の映像から、現地の生活を直視、等）

どうやったら宇宙に行けるのか？宇宙で暮らすとしたらどうするか？を起点とした宇宙探求

人類は感染症とどうつきあってきたか？「科学的に正しい情報」ってなんだろう？

AIを基礎づける理論から、企業における実践的な活用までを網羅したAI講座
高校生も対象だが、主には社会人・リカレント向け。

未来の教室コンソーシアム
(㈱ ケイオーパートナーズ)

早稲田大学総合研究機構
システム競争力研究所（×みずほ証券）

NPO法人クロスフィールズ

(一社) 教育ソリューション研究協議会

(一社) 知識流動システム研究所
（×岡山大学）

(一社) 日本オープンオンライン教育
推進協議会（JMOOC）
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参考 - 本年度採択事業者一覧（STEAMライブラリー – 3/4）

• STEAMライブラリー事業においては、計25事業者を採択（コンテンツ制作24社、ライブラリー構築1社）

想定テーマ / 探究する「問い」（現時点案）事業者

伝統工芸はどのような社会・科学背景を持ち、受け継がれてきたのか？
それを次世代につなぎ、世界に広めていくためには何が必要か？

童話「ラプンツェル」を科学的に考え、解明する

新国立競技場を工学・まちづくりから探求し、次世代のまちづくりを考える

・「ウイルスとは何か」から始めるCOVID-19の探求
・医師のカルテ等を通じた「医者」の理解

地域の災害リスクを解決するロボット技術の探究

ベンチャー企業における最先端の技術やイノベーション事例をたどりながら、
学術研究・教科の学びも生かしたイノベーションの可能性を探究

㈱ 和える

㈱ 空想科学研究所

㈱ ナスピア

㈱ 編集工学研究所（×順天堂大学）

㈱ ベネッセコーポレーション

㈱ リバネス
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参考 - 本年度採択事業者一覧（STEAMライブラリー – 4/4）

• STEAMライブラリー事業においては、計25事業者を採択（コンテンツ制作24社、ライブラリー構築1社）

想定テーマ / 探究する「問い」（現時点案）事業者

難民キャンプにおける水問題や、日本の水技術といった具体事例を参照しながら、
身近な水問題への気づきと、その解決に向けた探求を促進

水産業・養殖を切り口に、「持続可能な資源活用」と「産業」の両立と、
そこにおけるテクノロジー活用の可能性を探究

・「スポーツを科学する」ための理論・実践紹介（スポーツでデータをどう活用するか？）
・"STEAMリテラシー"としてのComputation, AR/VR等
・社会と数理の関係を探究（保険、音楽、渋滞ｘ数学）

ライブラリー構築担当事業者

銀行 / 企業審査の観点から地域経済を分析し、課題解決を検討

・「食」をテーマに、食産業の不都合（肉の環境負荷、食習慣に伴う病気）から
調理ロボットなど次世代の食までを探究
・災害発生から避難所閉鎖に至るまでをシナリオで学ぶ

㈱ Barbara Pool

㈱ COMPASS

㈱ STEAM Sports Laboratory

㈱ Study Valley

㈱ YMFG ZONEプラニング

㈱ Ｚ会
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２．11月4日（水）Edvation×Summit2020 Online
におけるシンポジウムについて



「未来の教室」中間報告会について
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「未来の教室」中間報告会について – ご参加方法

44

以下URLよりお申し込みください

https://midreport2020.peatix.com

※参加費無料、要登録
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（参考） 「未来の教室」事業の全体像について











本年度実証事業者一覧

50

株式会社学研プラス×株式会社SPACE
株式会社クラスジャパン学園
株式会社城南進学研究社
株式会社デジタルハーツ
特定非営利活動法人ＳＯＭＡ
認定特定非営利活動法人カタリバ
ライフイズテック株式会社

株式会社キャリアリンク
株式会社すららネット
株式会社リバネス
株式会社Ｉｎｓｐｉｒｅ Ｈｉｇｈ
タクトピア株式会社
特定非営利活動法人ＴＯＫＵＳＨＩＭＡ雪花菜工房
ライフイズテック株式会社
Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ ｆｏｒ ａ Ｇｌｏｂａｌ Ｓｏｃｉｅｔｙ株式会社

株式会社スプリックス
株式会社ＣＯＭＰＡＳＳ
株式会社Ｒｉｄｉｌｏｖｅｒ
株式会社Ｚ会
一般社団法人ＲＣＦ
認定特定非営利活動法人カタリバ

学びの個別最適化
(不登校対策等)

学びのSTEAM化
(中高STEAM化)

その他


