
一人ひとりの創造性がひらき、
いのち輝く未来社会のデザイン

～Playful STEAM～

中島さち子
株式会社 steAm 代表取締役
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音楽x数学xSTEAM教育（自己紹介）

中島 さち子
ジャズピアニスト&作曲家・数学研究者・STEAMS 教育者・メディアアーティスト
（株）steAm代表取締役、（株）STEAM Sports Laboratory取締役
大阪・関西万博 テーマ事業プロデューサー「いのちを高める」（遊び・学び・芸術・スポーツ）
内閣府 STEM Girls Ambassador
四国大学特認教授，明治大学先端数理科学インスティテュート（MIMS）・東京理科大学研究員
文部科学省 中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会委員
文部科学省 特定分野に特異な才能のある児童生徒に対する学校における指導・支援の在り方等に関する有識者会議委員
経済産業省産業構造審議会臨時委員，教育イノベーション小委員会委員／デジタル関連部活に関する委員会委員
内閣府 総合科学技術・イノベーション会議教育・人材育成ワーキンググループ 委員
未来の教室実証プロジェクトに多数携わる（経済産業省），群馬県：新総合計画策定会議懇談会構成員

フルブライター（NYU Tisch School of the Arts, Interactive Telecommunications Program: ITP 修士）

米日財団 日米リーダーシッププログラムフェロー
国際数学オリンピック金・銀メダリスト（インド・アルゼンチン）／一児（15歳）の母
国際数学オリンピック日本大会2023実行委員，「算数・数学の自由研究」中央審査員



steAm活動：創造の喜びを世界へ

世界中の子どもたちや企業や大学とワークショップや探究を実施

創造性の民主化：万人万物にひそむいのちの創造性（の喜び）をひらく
すべての人は多様な創造性（生命力，才能）にあふれている



NYU，Tisch School of the Arts, ITP：Interactive Telecommunications Program （website 

世界中の，多様な背景（アーティスト・エンジニア・建築家
・音楽家・経営者・小説家・・・）の人が集まる，

創造性の民主化を信じ目指して生み出された場



アート・遊び・身体性，そして
多様な探究（自ら問いをたて解決や表現の形を創ろうとする）は

学校内外での多様な学びの喜びを
支える可能性が高い

価値創造の可能性と喜びと力



TOKUSHOデパート：アートや遊びの力

未来の教室実証事業2020

※経済産業省「未来の教室」実証事業

プログラミング初心者が，多様なアイディアを数学を用いて実現！多様な背景や性格の生徒が，
モチベーション高く，各々自分なりのペースで進めた．多様性や凸凹，コンセプトの醍醐味



大分県宇佐高校（大分STEAM）アートx数学xプログラミングx社会
160名のプログラミング初心者が思い思いの姿勢とペースとアイディアで
みんなが没頭！！！たった３−４時間で初心者が素晴らしい多様なクリエイターに！



五感や身体性の価値：スライム楽器で遊ぶ／を創る

@2019 ITP spring show

(Sound Studio / R. Luke Dubois)

Sachiko & Sou

@2020 Liberty Science Center “Engineering Week”@2019 Kioi Kids STEAM Workshop

Big Circuit with SLIME

Eight Sounds 

@2018 ITP winter show

(Into to PComp / Jeff Fedderson)

Sachiko & Chenhe Zhang & Sid Chou



あなたも数学者！母娘で体験する数理女子ワークショップ

【数学×デザイン/ゲーム/暗号】他 ＠数理女子 http://www.suri-joshi.jp/

撮影：河野裕昭、Change Waves（数理女子）

数学を発見する・数学で創る



答えは一つではない

自由で多様な発想が生かされる世界

あなたも数学者！

数学を発見する・数学で創る

五感で体験する

大人もこどもも・・・
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2021年2月6日発表内容：コンセプト（WHY・情熱）の重要性
＜メディアアート＞ 徳島商業高校（商業，徳島）
１）生コンクリート社のHP：高校生へ
２）成長していくネギ
３）会社の象徴を大切に

〜美馬グリーンサービス〜
４）グループワークのしやすい座席表を作る
５）雨と街

※経済産業省「未来の教室」実証事業

企業のために／企業理念の創出
誰かのために（席替えアプリ）：情熱・想い

専門家やメンターのサポート



Music x Math x Coding
数理で作曲！Music Blocks
（株）学研プラス・MIT Walter Bender 教授達と共に

※経済産業省「未来の教室」実証事業2018＆2019

徳島商業高校 x STEAM PBL：カンボジアの交通渋滞問題に挑む！

日本全国の農業高校 x STEAM：
ロボティクスやIOT
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北海道・沖縄・徳島の６専門高校とともに
ロボティクスSTEAMで社会課題解決！
＋仕様書でエンジニアと遠隔共創！

※経済産業省「未来の教室」実証事業2020

誰かのために：情熱・想い→問いを自ら生み出す・磨く
専門家やメンターのサポート→形にする・試行錯誤する
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2月6日発表内容一覧：北海道・徳島・沖縄・東京をつないで…

＜ロボティクス＞
旭川農業高校（農業，北海道）

１）農作物の間を自動で除草するロボット
２）キャタピラ車椅子 （農業農村・寒冷地仕様，大規模農場での高齢化問題）
３）農場案内ロボットカー

倶知安農業高校（農業，北海道）
１）育苗期をスマート化 （難しい苗の発芽をどうやってスマート化する？）
２）自給サイレージの製造 （ある男の子が牛舎までいくのを応援！）

徳島商業高校（商業，徳島）
１）風の力で進む自転車 （現状は実用性がない!?）
２）消毒を簡単にできる機械 （コロナ禍でバス消毒をする方々の健康を守る）
３）持ち運びができる脱臭・自動乾燥ハンガー （旅行などでの生乾き問題）

真和志高校（福祉，沖縄）
１）見た目を美しく保つ為に （介護される高齢者の方々のヘアケアの自走化）
２）福祉の視点から（終焉の燈に集いし炎の血族）（車椅子利用者は足元が見えない）

沖縄水産高校（水産，沖縄）
１）ドローン漁業～私たちの夢～ （漁業の人手不足・魚群データ不足・経験知の継承課題）

※経済産業省「未来の教室」実証事業2020
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※経済産業省「未来の教室」実証事業2020



最初は遊ぶ！→課題を探し，仕様書に落とし，調査・試作する

基本：１２時間＋𝛼，環境や状況により柔軟に

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．センサーを用い
た制御などを試行錯誤しながら学ぶ （教科との連携を意識）

● 身近な課題をロボットで解決できないかのアイディア出し
● 仕様書の書き方を学び、いろんなオリジナルなアイディアを徐々に「形」に！

＊研修や教材，大学生メンター，専門家メンター，学校コミュニティなど総合的な共創

自分の考えや想いが形にできる自由度がワクワクに！
五感・身体性を使う／動く点もワクワクになっていると思われる
学校の知も自然と連動し，体験的に理解・活用につながっていく

普段とは全く目つきが変わった・自分からどんどんやるように
明らかに喜びを感じて主体的に動くように
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高校生でもレゴで学んだ知を生かして実機に挑戦可能！：予算・技術・・・

使われなくなった
電動シニアカート
などを使い，
15万→2万へ！

最初はイメージを
段ボール模型に
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超音波センサーの取り付け 電源と小型ＰＣの同期作業 ＰＣ命令系統の仕組み作り

実物への知識・技術の転用と自動化実現への取り組み

自分の考えや想いが形にできる予感がワクワクに！
（多忙な専門家との共創の仕組み・バーチャルや仕様書の活用）

知の価値が体験的に伝わり，学ぶ意義の理解・学ぶ（創る）意欲へ： Authenticな学び



STEM・STEAMなどにおいては，「本物であること」が重要である．

「本物」にも2種類あり，
Personal Authentic と Professional Authentic がある．
つまり，
「個人としてその人にとって本物でワクワクする学び」と，
「専門的に，産業界や学術界で通用するレベルの学び」
の2種類であり，両方大切だが両立させるのは難しい．

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2021. Cultivating Interest and 
Competencies in Computing: Authentic Experiences and Design Factors. Washington, DC: The 

National Academies Press. https://doi.org/10.17226/25912.

AUTHENTIC



多様な空間・時間の使い方は
多様なあり方や仲間のあり方の可能性を開く

物理的にもバーチャルでも・・・



大学生メンターの育成と活躍！
県や大学の境界をこえたオンラインでの学び合いとコミュニティ醸成
大学間の垣根を超えた，アウトリーチ活動やメタ「大学」の可能性

四国大学・高知大学・東京大学
・福島大学他の共創勉強会
メンタリング・アウトリーチの仕組み
カンボジアや離島など遠隔地や
特別支援学校・こども園などとの共創

オンラインでの学び合いコミュニティは大学も県も国も超える
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特にプログラミング初心者のカンボジアの方々が
ものすごい成長を‼︎ 「多様性・心理的安全性・梯子」

四国大学が中心となって行われているp 5勉強会の中で，カンボジア山本日本語学校のカンボジア人やいろんな大学生たちから生まれてきた作品例
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未来の地球学校

EMANON(福島県)

川口高校(埼玉県)

関西学院千里国際高校，松原第三中学校(大阪府)

他、世界で約40か所

AkeruE(パナソニックセンター東京)

山本日本語学校
(カンボジア)

みらい価値共創センター
(奈良県，ダイワハウス)

旭川農業高校(北海道)

倶知安農業高校
(北海道)

女川小学校(宮城県)

鬼首小学校(宮城県)

こども園さくら(栃木県)尾瀬，吾妻中央高校，嬬恋高校，
伊勢崎興陽高校，長野原高校(群馬県)

ドルトン東京学園，新渡戸文化学園vivistop，
玉川学園，葛飾ろう学校，トキワ松高校(東京都)

ドミニカ教育大学
ドミニカ共和国

ニューヨーク大学
（米国）

吉野高校，王子工業高校 (奈良県)

加藤学園暁秀
小学校（静岡県）

本巣市立糸貫中学校(岐阜県)，ジャクエツ(福井県)

大分舞鶴高校，宇佐高校(大分県)

宮古島特別支援学校
(沖縄県)

八重山特別支援学校
(沖縄県)

北部農林高校，
沖縄水産高校(沖縄県)

徳島商業高校，四国大学，
あすたむらんど(徳島県)

数学体験館(東京理科大学，
理数教育センター)

2021年度経済産業省未来の教室実証事業公募A採択
2021年度EdTech補助金採択

群馬県，大分県，他
Google，パナソニック，ダイワハウス，アスタムランド他

いくつかの地方自治体や企業とも連携・協力あり

今分断されがちな多様な点と点を結び共創へ：STEAMの遊び場



いろんな掛け算のあり方を知ることは
潜在的な苦手意識や恐怖感を取り除き，

新たなモチベーション（動機・情熱）や
多様な多角的な楽しみ方・視点につながる

可能性が高い

また，目的が大きな情熱や想いに支えられている中でも，
STEAMのアプローチが多様な表現・関わり方を許容する場合，

仕切るのが上手い人・前に出て話すのが得意な人に限らず
絵を描くのが好きな人・歴史が好きな人・動くのが好きな人・

・ストーリーを考えるのが好きな人・動物が好きな人・
・じっと本質を考えるのが好きな人・コーディングが好きな人… … …

など多様な方が
自分を表現し活躍し，目的に貢献できるようになる



STEAM x Sports（こどもや大人とアスリートと研究者の連携）

身体性と感性と思考と… タグラグビー・バスケ・野球・陸上・・・
*大分：16高校、2中学校で導入 ※経済産業省「未来の教室」実証事業

スポーツ好きの男の子が算数・数学に夢中になり，
プログラミングで自信をつけた女の子がスポーツで活躍したり…



数学×〇〇講座／KIOI STEAM LAB＠東京ガーデンテラス紀尾井町
西武プロパティーズ主催/steAm総合企画・提供 (2021年度より KIOI STEAM LAB）



算数・数学の自由研究 多様な掛け算（一般社団法人理数教育研究所RIMSE）

走れよ，メロス！

https://www.rimse.or.jp/research/

過去の受賞作品より抜粋（上記サイト内で氏名・学校とともにPDFにて公開中）！
ぜひ見てみてください♫ こどもたちの自由な発想が爆発しています！





● 多様性の担保：遊びやアート（自分の声）の喜びと力
● 動機（情熱）の価値を伝え，引き出す（自分x誰かx社会x地球）
● 問い・コンセプトの醸成：待つ・問い続ける
● 誰かのため！という意識や形にしようとする試行錯誤：デザインの喜びと力
● 主体性を重視（手挙げ制）
● 緩やかなコミュニティ・仲間，刺激
● 空間・バーチャル空間・時間の（使い方含めた）多様性
● 専門家との共創：深堀りのワクワク，できそうな予感のワクワク
● 自分と近いメンターや相談相手の存在
● 貢献の仕方の多様性（自分の好きなものが目的とつながる）
● 自由な視点，意外な繋がり等（本物の研究にて）を魅せ，開く
● Low Floor，High Ceiling，Wide Wall（敷居は低く，天井は高く，生まれてくるも
のは一人ひとり異なる多様な「絵」が壁に）

● 専門家やメンターとの協働共創循環エコシステム（互いに無理なく刺激しあえる）
● 弱さや凹凸が受け入れられる文化・環境





・身近な女性数学者同士で議論して一致した，安心安全でワクワクする環境
（あくまでも傾向です）：

面白い数学がゆったり自分なりのペースで五感を用いてわかる
／数学が他のいろんな世界と結びついている様子がわかる
／数式や数字を殆ど用いず，絵などで本質を具体的に伝えようとする
／美味しいものを食べながら，ゆったり普通にお茶をして数学の話を楽しむ
／上記の心地よい空間をできれば守りたい（が男性がいると譲ってしまいがち）

＊ショー的・お笑い的・マニアックになりすぎると内容が十分わからなくなるため，

比較的平穏に，でも中身が躍動するものを求める

→   ジェンダーに限らず人と人にはいろんな違いがある．
多様な視点での企画・運営・空間時間設計必要
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STEAM Library：開いた学び遊びの場（物理的にもあると良い！）の可能性

「学びのSTEAM化」へ：教員やこどもたちを刺激し支援する，
デジタルSTEAMオープンプラットフォーム

→ 次は研修（人x活動x道具）や場の構築・コミュニティの醸成へ
多様な学びのワクワクや喜びをひらき，支える土壌が必要

SDGs

経済産業省「未来の教室」



21世紀のSTEAMリテラシー

Playful Coding (steAm, Inc.)
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21世紀のSTEAMリテラシー

Playful Physical Computing
Playful AI (steAm, Inc.)



日常の中に潜む数理
〜数学xデザイン・音楽・宇宙・・・〜
〜数学x保険〜 (steAm, Inc.)



学びの劇的な変化とGAP：
シフトを支える総合的なサポートと

共創ネットワークが必要

教員研修（遊び場）・専門家や大学生のメンタリング・コミュニティ醸成
・STEAM開発・開かれた場の構築・・・など

（人・活動・空間・道具）

Playful Coding / Playful Robotics / Playful AI / …

新しいリテラシーに絵筆のように馴染み遊びながらも，
それを用いたあなたが何をしたいのか（コンセプト）
そして何を実際にするのか（プロトタイプ）が重要

地域の魅力・課題などとの連携
その人・グループ・地域だからこそ見える視点：多様性の醍醐味



より参加型の、よりプレイフルな
ワクワクドキドキする

創造的な未来社会に向かって



Thank you!!!

CONTACT:  steAm, Inc. <info@steam21.com>


