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事業概要
第１章　

1.事業テーマ

「イノベーション創出に向けた教育」

2.事業名称

「STEM教育を通じた創造的問題解決能力の育成法と評価法の研究」

3.事業期間

2018年6月1日から2019年3月31日まで

4.事業の目的

平成28年5月に開催されたG7倉敷教育大臣会合で採択された「倉敷宣言」において、G7各国間での教育
に関する理念・課題の共有や国際協働の重要性が確認された。これを踏まえ、各国の豊かな経験を相互に学
び合い、教育分野におけるＧ7各国間の関係強化を図ることにより、多様化する教育課題に対する教育実践
の改善に資するため、文部科学省は本事業の実施者を公募した。
これを踏まえ、特定非営利活動法人 教育テスト研究センター（CRET）は、日本とアメリカの比較分析・
情報交換を通じて、①STEM教育のカリキュラムが科学・技術・工学・数学等を個別に学ぶカリキュラムと
どのように異なるのか、②STEM教育で育成される資質・能力のうち特に「創造的問題解決能力」がどのよ
うに育成・評価されるのか　の2点を調査・研究することを目指し、本事業を実施した。
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5.教員交流対象国・機関

本事業では、アメリカ合衆国を教員交流の対象国とした。アメリカでの交流対象機関は次表の通りである。

●Global STEM Alliance
●Tech Museum of Innovation
●Adobe
●Krause Center for Innovation
●P.A. Walsh STEAM Academy
●St. Raymond School

6.連携機関

本事業の実施にあたり、連携した機関は次表の通りである。

共同実施機関 ●日本STEM教育学会
●OECD日本イノベーション教育ネットワーク（ISN）

教員派遣 ●戸田市教育委員会
●福生市教育委員会
●さいたま市教育委員会
●戸田市立戸田第二小学校
●福井大学教育学部附属義務教育学校
●神奈川学園中学校・高等学校
●広尾学園中学校・高等学校
●岡山龍谷高等学校
●宮城県多賀城高等学校
●函館工業高等専門学校
●宮城教育大学

研究アドバイス ●東京学芸大こども未来研究所　大谷忠准教授
●筑波大学　長洲南海男名誉教授

海外の交流機関 ●Global STEM Alliance
●Tech Museum of Innovation
●Adobe
●Krause Center for Innovation
●P.A. Walsh STEAM Academy
●St. Raymond School
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実施組織
第２章　

1.組織概要

事業実施に係る運営体制及び役割分担

本事業はCRETが実施団体となり、日本STEM教育学会とISNが共同実施機関として実務面での支援をお
こなう体制で推進された。

関 連事業に関する実績

CRETは2006年の設立当初より，OECDのアンドレアス・シュライヒャー氏（現教育・スキル局長）氏
や海外の著名な研究者らと国際シンポジムを開催するなど、国際的な調査研究に先駆的に取り組んできた。
さらに、教育工学をベースとしたICT機器の教育活用、プログラミング教育の実践と研究にも、過去10
年以上にわたって継続的に取り組んでいる。2017年には、CRETの一組織として日本初のSTEM教育に関
する学会である「日本STEM教育学会」（幹事：東京工業大学名誉教授 赤堀侃司氏、日本学術振興会理事
長 安西祐一郎氏、東京大学教授 白水始氏、放送大学教授 中川一史氏、特定非営利活動法人CANVAS理事
長 石戸 奈々子氏）を発足。「これからのSTEM教育を考える」などをテーマとしたSIG（special interest 
group）を構成し、実践者と研究者の対話と協働を推進している。
また、昨年度「平成29年度新時代の教育のための国際協働プログラム」を受託した福島大学からの再委
託を受け、グローバル・コンピテンスに関する調査研究、および教員研修プログラムの企画など支援を行った。
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1.事 業実施の背景

事 業テーマに関する国内外における現在の状況、背景

STEM教育の源流は、世界に先駆けて米国で始まり、当初は博物館、工科大学を中心に、様々な取り組み
が行われた。
たとえば、The Lawrence Hall of Scienceは、1960年代から公共の科学教育の施設として、理科分野
の展示、カリキュラム開発、教員養成を実施してきた。またMIT Media Labは1985年の設立当初より、数
学と工学を融合した創造性を育む子どもの学びを開発してきた。世界中の学校や教育機関で使われているプ
ログラミング言語Scratchは2007年にMIT Media Labが開発したものであり、ハーバード大学教育大学
院と共同で創造性や協調性のためのカリキュラム開発や、教員支援のためのウェブサイトの開発と運営も行っ
ている。また、シリコンバレーのThe Tech Museum of Innovationは、発想力や起業家精神を養うため工
学・技術の発明を展示したり、教材やカリキュラムの開発、教員養成を行ってきた。
そして、2009年に当時のオバマ政権がSTEM教育を推進するようになり、アメリカにおけるSTEM領域
の教育プログラムやサービスは急速に普及を始めた。特に知識を獲得するだけでなく、実践を伴う社会と繋
がった学びが期待されるようになったのが特徴である。同時期より次世代科学スタンダード（NGSS: Next 
Generation Science Standard）が開発され、2013年に公開された。現在では19州が採用、21州が採用
を検討している。
一方、アメリカの科学アカデミーの中心であるNew York Academy of Scienceは、2014年にGlobal 
STEM Allianceを立ち上げた。このプロジェクトを通じて、中高生向けのオンライン国際コンテストの実
施や大学生メンター育成講座の提供、教材などのリソースを評価する基準の開発など、STEM教育の品質
向上を進めている。また、その他にもKrause Center for Innovation at Foothill Collegeのような大学、
NEXMAP のようなNPO法人団体もSTEM教育の拠点としてカリキュラムの開発、教員養成を実施している。
一方、日本では、自治体のリーダーシップや企業やNPO等と連携のもと、学校を中心にSTEM教育の取
り組みがみられる。
たとえば、広尾学園の医進・サイエンスコースは、第一線で活躍できる医師、研究者、先端エンジニアの
育成をめざしたクラスであり、教科の授業と連携しながら生物や数学等の分野で高校生が研究論文を読みこ
なし、自らの研究を推進する探究的な学びは国内外で高い評価を受けている。また、埼玉県戸田市立戸田東
小学校では、小学校6年生が、総合的な学習の時間の中で、戸田市の課題を解決するアプリを企画設計しプ
ロトタイプを作り、プレゼンテーション大会で発表する取り組みを行っている。
これらのようなSTEM教育の実践で育まれるコンピテンシーの一つが、「創造的問題解決能力」であろう。
この創造的問題解決能力は、人工知能よりも人間が得意とする資質・能力であり、VUCA1な社会において
活躍するために極めて重要な資質・能力だと言われている。G7倉敷教育大臣会合では「グローバル・コン
ピテンス」が議論され、2018年度のOECD PISA（生徒の学習到達度調査）で新領域として測定されたが、
2021年度のPISAでは創造的問題解決能力が新たな測定対象となる予定であり、その注目度は高まっている。

事 業内容
第３章　

1 VUCA: Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous 
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上記状況に対する問題意識と、それに対するアプローチ

前項で取り上げた日本型のSTEM教育の先進事例の特徴は、教科の優れた授業や総合的な学習の時間が連
携し、学際的・教科横断的な学びをめざしている点である。一方で、学際的で教科横断的であるがゆえに、
既存の個別教科と結びつけることが難しく、多くの地域や学校全体に広げることが難しいという課題がある。
また、創造的問題解決能力は、その定義も曖昧であり、育成・評価するための土台が整っていないのが現状
である。
そのため本事業では、STEM教育の発祥の地である米国の教育機関を訪問し、先進事例を収集するととも
に、日本で先進的な実践を行っている教員とディスカッションを行い、日本でSTEM教育をより普及させる
ための方法を考察した。また創造的問題解決能力については、その定義を作成し、有識者や海外教員派遣参
加者間で議論した上で、創造的問題解決能力を育成するための方法を考察することとした。

2.事業内容

本調査研究事業では、まずCRET内でSTEM教育および創造的問題解決力の定義を作成し、それを国内の
有識者や教員などと共有して意見をもらい、今回の事業におけるSTEM教育および創造的問題解決力の定義
を完成させた。
その上でアメリカへの教員短期派遣を実施し、アメリカにおけるSTEM教育の考え方や実践に触れるとと
もに、日本からの参加教員の取り組みを発表し訪問先の教育関係者からフィードバックを受けたり、参加教
員同士でディスカッションをするなどして、STEM教育および創造的問題解決力について議論を深めた。

比較研究・調査分析

海外教員派遣にさきがけて、CRET内でSTEM教育および創造的問題解決力の定義を作成した。この定義
を、筑波大学の長洲南海男名誉教授、東京学芸大学の大谷忠准教授、および海外教員派遣の参加教員に共有
して意見をもらい、ブラッシュアップさせた。
また、海外教員派遣の参加教員に対して、自身が教える教科で育成されるコンピテンシーと、STEM教育
で育成されるコンピテンシーを挙げるアンケートを実施した。このアンケートは教員派遣実施前と実施後の
２回行い、教員派遣での経験をもとに意識の変化があったかどうか考察した。
海外教員派遣の参加者はさらに、創造的問題解決能力を育成するためのラーニングプラン（授業案）を作
成し、参加者間で共有し、創造的問題解決能力の育成と評価について考察を深めた。
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教員派遣のための事前協議会・研修等

海外派遣に参加した教員は、派遣前の事前課題として「担当教科とSTEM教育で育成されるコンピテン
シーを比較する」、そして「創造的問題解決力の育成する、自身のSTEM教育の実践を整理する」という2
種類の事前課題に取り組んだ。また、海外派遣の準備のためにウェブ会議を2回開催し、参加者のSTEM教
育に対する考え方や自身の取り組み事例の共有、渡航先に関する資料の共有などをおこなった。さらに、
FutureEduTokyoの協力の下、ドキュメンタリー映画”Most Likely to Succeed” の上映会・意見交換会を
開催し、アメリカにおけるSTEM教育のあり方を踏まえ、学校における創造的問題解決能力の育成について
の考えを共有した。

教員派遣プログラムのスケジュール・派遣教員情報

海外教員派遣のスケジュール、派遣者の氏名と所属は次の２つの表の通りである。

教員派遣プログラムのスケジュール

旅 程 時 間

10/21( 日 )
渡航直前準備会 12時 ～ 15時

出発

10/22( 月 )
Global STEM Alliance 訪問 (1 日目 )
STEM教員育成WorkShop に参加 12時 ～ 18時

一日の活動の振り返り 18時 ～ 20時

10/23( 火 ) Global STEM Alliance 訪問 (2 日目 )
STEM教員育成WorkShop に参加  9 時 ～ 17時

ニューヨーク→サンノゼへ移動

10/24( 水 )

Adobe 社  訪問  9 時 ～ 11時

Krause Center for Innovation 訪問 13時 ～ 17時

Krause Center for Innovation での現地 STEM教員との交流会に
参加 17時 ～ 19時

二日間の活動の振り返り 20時 ～ 21時

10/25( 木 )

The Tech Museum訪問  9 時 ～ 12時

Data Science Workshop に参加 13時 ～ 17時

一日の活動の振り返り 19時 ～ 21時

10/26( 金 )

P.A. Walsh STEAM Academy 訪問  8 時 ～ 12時

St. Raymond School 訪問 13時 ～ 15時

活動全体の振り返り 19時 ～ 21時

10/27( 土 ) 帰国

※凡例：
視察・訪問など
参加者内での振り返り、ディスカッションなど
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海外派遣者一覧

氏 名 所 属 氏 名 所 属

安藤　明伸 宮城教育大学 野島　英樹 埼玉県戸田市立戸田第二小学
校

下郡　啓夫 函館工業高等専門学校 小林　君和 さいたま市教育委員会

木村　健太 広尾学園中学校・高等学校 酒見　裕子 福生市教育委員会

木下　慶之 福井大学教育学部附属義務教
育学校

小村　俊平 CRET

中野　真依 神奈川学園中学校・高等学校 神前　達哉 CRET

鈴木　正樹 宮城県多賀城高等学校

海外派遣中の活動

海外派遣中、次表のような調査研究活動をおこなった。

活 動 詳 細

Global STEM Allianceに
てSTEM教員ワークショッ
プに参加

The New York Academy of Scienceにある、Global STEM Allianceを訪問し、以下の活動を
おこなった。
● 教員研修プログラム（本事業のために特別に準備された内容）を受講し、Global STEM 
AllianceのSTEM教育に対する考え方などを学んだ。1日目は講義形式で調査研究事業から
得られたSTEM教育のカリキュラムや到達目標などの全体像を掴み、2日目はワークショッ
プ形式でSTEM教員に求められる姿勢やアプローチについて現地での実践者とともに学習
をおこなった。
● 日本のSTEM教育の実践事例についての意見交換

Adobe社訪問 San FranciscoにあるAdobe社を訪問し、創造的問題解決能力の育成に関する調査研究や企
業としての支援事例をヒアリングし、日本における実践事例の発表を通じた意見交換を実施
した。

Krause Center for 
Innovation　訪問

Krause Center for Innovationを訪問し、以下の活動をおこなった。
● 地域のcollegeがSTEM教員をどのように養成しているかについてのヒアリングとディスカッ
ション
● STEM教育に専門的に取り組む現地の先生方とのディスカッション
● Elisabeth Sylvan氏によるData Science Workshopへの参加

The Tech Museum
訪問

San JoseにあるThe Tech Museumを訪問し公共施設が地域のSTEM教育力の向上にどのよう
に寄与しているのかについての活動内容のヒアリングとディスカッション

P.A. Walsh STEAM 
Academy 訪問

San Jose郊外にある公立の小学校であるP.A. Walsh STEAM Academyと近接する中学校を訪
問し以下の活動をおこなった。
● 教育長によるSTEM教育に地域全体で取り組むための構想をヒアリング
● 校長、教員による学校紹介と活動内容のヒアリングとディスカッション
● 授業見学

St. Raymond School 訪問 San JoseにあるSt. Raymond Schoolを訪問し、STEMという教科に専門的に取り組む教員の
研究室見学や授業見学をおこなった。
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また、海外派遣中、以下の訪問先にて参加教員が各自の所属校・教育委員会での取り組みをプレゼンテー
ションして訪問先の教育関係者と知見を共有し、ディスカッションをおこなった。

各訪問先でのプレゼンテーション実施教員一覧

訪 問 先 プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 実 施 教 員

Global STEM Alliance 木下　慶之（福井大学教育学部附属義務教育学校）

Adobe社 中野　真依（神奈川学園中学校・高等学校）

Krause Center for 
Innovation

鈴木　正樹（宮城県多賀城高等学校）
木村　健太（広尾学園中学校・高等学校）

The Tech Museum 小林　君和（さいたま市教育委員会）

P.A. Walsh STEAM 
Academy

酒見　裕子（福生市教育委員会）
野島　英樹（埼玉県戸田市立戸田第二小学校）
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1.STEM教育の定義

STEM教育は理工系人材の育成という目的から始まったものの、現代においてはArtを追加した
STEAM、さらにRoboticsを追加したSTREAM、ethicsあるいはenvironmentを追加したeSTEMなど、
その概念は理工系という枠にとどまらず拡張を続けている。このような現状にあって、STEM教育を単一の
定義で表すことは困難だが、本事業を進めるにあたり、関係者間で統一した見解を持つために、以下のよう
に定義した。

本事業では、STEM教育とは
●理数系分野を中核とした学際的・教科横断的な学び
●知識を統合的に活用しながら実社会の問題解決をめざす学び
●知識・技能だけでなく関心・意欲・態度も高まる学び
　の3要素を満たす学びのことをいう。なお、STEAM、STREAMなどの派生的な概念も包含する。

まず、１点目の「理数系分野を中核とした学際的・教科横断的な学び」については、理数系分野を中核と
なるだけでなく、学際的・教科横断的であることがポイントである。特に、数学だけ、理科だけを使うので
はなく、国語や社会なども含めた教科横断的な学びであることが重要である。
次に、２点目の「知識を統合的に活用しながら実社会の問題解決をめざす学び」については、「実社会の
問題解決をめざす」という部分を強調したい。これはプロジェクト学習や探究学習でも重視されるポイント
であり、これらの学習活動とSTEM教育を関連させることで、日本に「馴染む」STEM教育を推進できると
思われる。
３点目の「知識・技能だけでなく関心・意欲・態度も高まる学び」については、次期学習指導要領で重視
されている点を定義に取り入れた。２点目と同様、日本の教育に沿った形でSTEM教育を定義することによ
り、日本でのSTEM教育普及を促進できると思われる。

2.創造的問題解決能力の定義

STEM教育の定義と同様、創造的問題解決能力についても、国内外で統一した定義や見解が存在するわけ
ではない。そのため、本事業では以下のように定義した。

社会が複雑化・多様化している現代では、あらかじめ決められた正解を学んでいく従来の学習だけでなく、正解が定まらず、
解法から自ら考える問いに取り組むことが必要である。
本事業では、「問題の構造を把握し、従来の考え方にとらわれずに、問題を解決する力」を、「創造的問題解決力」と定義する。

創造的問題解決能力とSTEM教育の関係については、STEMの視点・観点で事象を見ることで、新たに解
決すべき問題・解決方法が見えてくると考えられる。

 事業成果
第４章　
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3.STEM教育で育成されるコンピテンシー

海外教員派遣に参加する教員が、教科教育とSTEM教育の差異をどう捉えているのかを探るため、自身が
教える教科とSTEM教育で育成されるコンピテンシーをそれぞれ挙げるアンケートを行った。このアンケー
トは、海外教員派遣の実施前（事前）と実施後（事後）の２回行い、海外教員派遣での経験が教員の認識に
どのような影響を与えたのかも探ることとした。
なお、コンピテンシーの一覧として、OECD日本イノべーション教育ネットワークの協力により、OECD
がEducation 2030事業で整理しているフレームワーク2を使用した。コンピテンシーは29個あり、５つの
カテゴリーに分けられている。
海外派遣参加教員は、
「Q1. 自身の担当教科（専門）で育成されるコンピテンシーとは？」
「Q2. STEM教育で育成されるコンピテンシーとは？」
という２つの質問に対し、29個のコンピテンシーから当てはまると思うものを個数の制限なく選んだ。
29個のコンピテンシーごとの選択数の合計一覧を次表に示す。

カ テ ゴ リ ー N o . コ ン ピ テ ン シ ー

事 前 事 後

Q1. Q2. Q1.
→
Q2.
増減

Q1. Q2. Q1.
→
Q2.
増減

Foundational 
Literacies

1 Literacy 2 2 ±0 2 2 ±0

2 Numeracy 4 3 －1 4 2 -2

3 ICT literacy; Digital literacy 0 1 ＋1 1 2 ＋1

4 Data Literacy 2 2 ±0 3 2 -1

5 Physical/health Literacy 1 1 ±0 1 2 ＋1

Knowledge, Skills, 
Attitudes & Values 
for 2030

6 Cooperation/Collaboration 3 4 ＋1 4 4 ±0

7 Critical Thinking 4 4 ±0 4 4 ±0

8 Problem Solving 4 4 ±0 5 5 ±0

9 Creative thinking 3 5 ＋2 2 5 ＋3

10 Self-regulation/ self-control 0 1 ＋1 0 1 ＋1

11 Empathy 1 2 ＋1 1 2 ＋1

12 Respect 0 1 ＋1 0 1 ＋1

13 Persistence / resilience 0 2 ＋2 0 2 ＋2

14 Trust 0 1 ＋1 0 1 ＋1

15 Learning to Learn 2 4 ＋2 2 3 ＋1

2 OECD Education 2030 CCM Draft Competencies Framework for Field Trial
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Key Concepts of 
the 2030 Learning 
Framework

16
Student Agency 
(e.g. motivation, purposefulness, growth 
mindset, self-directed learning, self-efficacy)

3 4 ＋1 3 4 ＋1

17

Co-agency 
(e.g. student-teachers; student-peers; 
student-parents; student-community outside 
of school)

0 2 ＋2 1 3 ＋2

18 Responsibility 0 2 ＋2 1 2 ＋1

19 Conflict resolution 0 2 ＋2 0 2 ＋2

Competency 
Development Cycle 
for 2030

20 Anticipation 0 1 ＋1 0 1 ＋1

21 Action 0 1 ＋1 0 1 ＋1

22 Reflection 0 1 ＋1 0 1 ＋1

23
AAR as a cycle (identifiable as a cycle in 
curricula)

0 4 ＋4 0 5 ＋5

Compound 
Competencies for 
2030

24 Global Competency 0 1 ＋1 0 2 ＋2

25 Media literacy 0 1 ＋1 0 2 ＋2

26 Literacy for Sustainable Development 0 1 ＋1 0 2 ＋2

27
Computational thinking/programming/ 
coding

1 2 ＋1 1 2 ＋1

28 Financial literacy 0 1 ＋1 0 2 ＋2

29 Entrepreneurship 0 1 ＋1 0 2 ＋2

まず、事前・事後で共通していることとして、ほとんどのコンピテンシーが、Q2で増加している。教科
教育よりもSTEM教育の方が、幅広いコンピテンシーを育成できるという認識には変化がなかったようだ。
次に、2票以上増加したコンピテンシーに注目すると、以下のようになる。事前と事後の両方にあるコン
ピテンシーには下線を付している。

事 前 事 後

Creative thinking、Persistence / resilience、Learning to 
Learn、Co-agency、Responsibility、Conflict resolution、
AAR as a cycle

Creative thinking、Persistence / resilience、Co-
agency、Conflict resolution、AAR as a cycle、Global 
Competency、Media literacy、Literacy for Sustainable 
Development、Financial literacy、Entrepreneurship

事前と事後で共通したコンピテンシーについては、参加教員が教科教育の中では育成しづらいと考えてお
り、海外研修を経てもSTEM教育についてのイメージが変化しなかった部分である。Creative thinking、
Persistence / resilienceは21世紀型スキルとしてもよく挙げられるものであるが、教科教育ではこういっ
たスキルの育成ができていないという認識があるようだ。またCo-agency、Conflict resolutionについて
は他者との協働の際に重要となるコンピテンシーであり、必然的に他者との協働が発生するプロジェクト
学習の形で行われることが多いSTEM教育で特に育成されると考えたものと思われる。最後にAAR as a 
cycleについては学びのプロセスであり、これも能動的な学習態度が必要となるプロジェクト学習で欠かせ
ないものであるため、挙げられたものと思われる。
事後でのみ2票以上増加したコンピテンシーについては、すべて“Compound Competencies for 2030”
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のカテゴリーに含まれるものであり、従来の教科に属さない領域のコンピテンシーであった。海外研修で様々
なSTEM教育の形に触れることで、従来の教科の隙間を埋めるようなコンピテンシーも育成できるという認
識を得た教員が多かったと思われる。
今回は海外教員派遣に参加した教員のみを調査したが、今後、国内外の教員を幅広く対象にして同様の調
査を行うことも検討したい。

4.海外教員短期派遣参加教員による報告

海外派遣終了後、参加した教員７名は、事後レポートとして以下の3つの課題に取り組んだ。

Q1. 今回の研修で学んだことは何ですか。
Q2. STEM教育と各教科を個別に学ぶことにおける違いやつながりは何ですか。
Q3.  今回の研修で得たことを日々の実践にどのように活かしていきますか（創造的問題解決の育

成についても言及してください）

本節では、各教員の事後レポートを掲載する。
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野島　英樹（埼玉県戸田市立戸田第二小学校）
担当教科：全科　　分掌：生徒指導主任

Q1. 今回の研修で学んだことは何ですか。

一番感じたことは、「日本の教育は、もっと自信をもつべきである。」ということだ。
一つ一つの活動に意味をもたせ、何を考えさせ、どうさせたいかを研究しているのが日本である。

アメリカは、お金があり、大きな枠組みはできているが、実際にそれを行わせて何を学ばせ、どう
いう力を付けさせたいかを明確にしていないように思えた。それは、STEMの学習で、「小さな豚を
守るために、狼に壊されない家を建てる」という目標で、子供達が異年齢グループで活動している
授業だった。たくさんの材料(ストロー・アイスを食べるときに使う木のスプーンのようなもの・レゴ・
テープ等)がある中、異年齢で相談しながら家を建てていた。３種類の材料を使って、どれが頑丈
に作れるか。子供達と気付きを共有しながら進める授業であった。しかし、指導の流れとしてこの
ときに何を気付かせるのか、これは先ほどの学習とどうつながってくるのか、という辺りに意図が
ないように感じた。日本であれば、子供達の活動のつながりにもっと焦点化して意味づけをしてい
るであろう。しかし、見学した際の授業ではそのような印象をもてなかった。よって、この授業を
見学し、STEM教育のことだけではなく、日本の教育は、研究授業や授業を行うに当たっての質の
高さに自信をもつべきだと感じた。特に小学校では、研修が盛んに行われている所が多い。まずは、
日本の先生が自己肯定感を高くもち、子供達に指導していくことが大切であると感じた。
次に、日本とアメリカの大きな違いは、Maker space があるか、ないかということだ。「何か も

のづくりをしたい!!」と思ったときに、必要なことは「時間・もの・場所」が考えられるが、アメリ
カのサンフランシスコには、学校に「Maker space」があり、大きな机、豊富な材料・高額な機材
がそろっている。私でもその部屋に行けば、何かを生み出せると感じるほどであった。この「時間・
もの・場所」が日本には圧倒的に足りないように感じる。カリキュラムの問題、時間やお金の問題、
等まだまだ解決しなくてはならない壁が多くあるように感じたが、STEM教育を考えるにあたり、
「Maker space」は重要な要素かもしれない。

また、Tech ミュージアムの中に、先生を教えるチームがあり、技術者が先生を育てるというサポー
ト体制もできているようだ。地域との連携が正に密に行われていると感じた。
アメリカで「Innovation Curriculum」の学習をしたとき、「A 10-Step Process」を学び、アメ

リカの探究学習の方法を知った。1)Research 2)Brainstorm 3)Design 4)Plan 5)Build 6)Test 7)
Analyze 8)Iterate 9)Ref ine 10)Presentである。この学習方法は、今日本で行われている「総合
的な学習の時間」に行っている探究活動に大変類似しているものである。しかし、この10ステップ
から学ぶことが非常に多いようにも感じた。この内容をかみ砕き、日本でも実践していくことが、
子供達の資質・能力の向上につながるはずである。学習過程を考えるときに、このステップを踏み、
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学習活動をこの流れに当てはまっているかを考えながら練っていくと大変効果的であると感じた。
個人学習について、PCを活用し、それぞれの知識にあった学習を進めていた。それぞれの個人の

アカウントがあり、児童はイヤホンをして一人一人違う学習をしていた。その課題が終わったら次
はこれをするという紙が一人一人に渡され、それぞれが自分のペースで学習を進め、ゴールを目指
していた。PCの学習もゲーム感覚で学習を進め、問題をクリアできると自分のキャラクターが強くなっ
ていくというRPGの要素を取り入れているものであった。

プログラミング学習において、サンフランシスコのある学校でのカリキュラムは、低学年でPC操作に
慣れ、3年生でタイピングのテストがある。その時点で、ブラインドタッチができるようになるまで練習し、
ブラインドタッチをマスターさせるそうだ。そして、中学年で、スクラッチを教材にし、高学年では、マ
インクラフトを教材に使っている。日本の高学年はスクラッチでの学習が多いように感じるので、小学校
段階から、日本と比べると一つ上のレベルを取り扱っていることが分かった。これからの日本の教育を考
える際に、このプログラミング教育からPCスキル（タイピングスキル）をどこまで求めるかは、意見が
分かれる所かもしれないが、小学校段階で日本とアメリカでは、大きな差が生じていることが分かった。

Q2. STEM教育と各教科を個別に学ぶことにおける違いやつながりは何ですか。

教科の中でSTEM教育を行う際に、小学校段階では、単元のまとめとなる段階で「その課題を解
決する際に、どんなテクノロジーが必要か」を考えることで、STEMの(T)につなげることができる。
この流れが、STEM教育への取りかかりとしてはやりやすいであろう。STEM教育の専門的な(S)(E)
(M)の要素を小学校で取り入れることは、難しいと感じる。エンジニアリングで、何かを作り上げ
るということは可能であるが、高学年である程度図工や家庭科の学習を進めてから(E)を考える流
れがよいと考える。
それぞれを、別物として考え個別に学ぶこととするとPCの学習・プログラミング学習とつながり
があるのだろうか。各教科でSTEM教育をつなげていくとするとPBLのような学習過程が適切であ
るように感じる。

Q3. 今回の研修で得たことを日々の実践にどのように活かしていきますか。

小学校でできるSTEM教育は、PBLの学習を進めていくことであると感じた。STEMというと、
どうも理系という意識が働きがちであるがそんなことはない。もしも、理系であると定義した場合、
小学校教育でできるSTEM教育はかなり限られたものになってしまう。そうではなく、P3(project 
problem place)　のどれが学校・学級の実態に即しているかを考え、子供達とPBLの学習を進めてい
くことが資質・能力を育てることにつながる。従来の先生は教えて、子供達は枠の中で考えるという
学習スタイルであったが、それだけではなく、「子供達がどうしたいか？」ということに重きを置いた
学習過程を考えていくことが教員のやるべき仕事に変わっていくのかもしれない。PBLの学習は、主
に「総合的な学習の時間」として位置づけ、探究的な学びを進めていくことが創造的問題解決の育成
につながると考える。1サイクルの学習ではなく、2サイクル、3サイクルとサイクルを回していくため
には、時間がかかる。よって、カリキュラム・マネジメントをしながら、総合的な学習の時間で創造
的問題解決を進めていくことがよいであろう。アメリカで「Innovation Curriculum」の「A 10-Step 
Process」を学び、アメリカの探究学習の方法を知った。その時に、リサーチの大切さや、体験から生
まれる気付きが、創造的問題解決の育成に重要であると教わった。PBLの活動の流れも、探究的な学
びの中で、サイクルを回していく学習過程を考えるが大切である。これからの実践でその内容に取り
組んでいきたい。
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酒見　裕子（福生市教育委員会）
担当教科：小学校全科（国語）　　分掌：統括指導主事（教育施策担当）

Q1. 今回の研修で学んだことは何ですか。

今回の研修の中での一番の学びは、P.A.Walsh STEAM Academyで
の子供たちの学んでいる様子や教室環境が、日本と大きく違う点を見
られたことである。
平成30年６月に文部科学省は「Society5.0に向けた人材育成に係る

大臣懇談会」のまとめとして、「Society5.0に向けた人材育成～社会が
変わる、学びが変わる～」を発表した。このまとめには、AIが本格的に
普及していく中、これからの学校教育の在り方として、「Society5.0に
おける学校は、一斉一律の授業スタイルの限界から抜け出し、読解力等
の基盤的学力を確実に習得させつつ、個人の進度や能力、関心に応じた
学びの場となることが可能となる。また、同一学年での学習に加えて、
学習履歴や学習到達度、学習課題に応じた異年齢・異学年集団での協働
学習も広げていくことができるだろう。」と述べている。
日本では、全員が黒板のある前を向き、先生の話を聞いて学ぶ環境が
多いが、見学させていただいた学校では、自分の学びの場を自分で選ん
でいるようだった。具体的には、グループになっている机で学ぶ（図１）、
壁に向かって置いてある机で学ぶ（図2）、床に座って学ぶ（図３）、一
人で静かに学ぶ、先生と一緒に学ぶ（図４）……など、それぞれ自分に
合う場を選んで学習していた。様々な環境を試し、自分に合った環境で
学んでいるようであった。
今後、日本でも教室とはこうあるものであるという先入観を取り払い、

学習者にとって学びやすい環境とはどのような教室なのか、柔軟に考え
ていく必要があると感じた。

Q2. STEM教育と各教科を個別に学ぶことにおける違いやつながり
は何ですか。

現在の学校教育は、キャリア教育や消費者教育、国際教育……等と
教育課題が多岐に渡り、学校現場はその対応に追われている現状であ
る。その中でSTEM教育と関わりのあるものは、情報教育やプログラ
ミング教育、理数教育などがある。STEM教育という概念については
様々な捉え方ができ、このことはアメリカでも同様であった。しかし、
この様々な捉え方のまま、学校現場に取り入れると、教員の負担感が
増すとともに、他の多様な教育課題と同じように○○教育の一つとな
る恐れがある。
また、今と同じ教育課程の枠組みで考えていくと、各教科における育成を目指す資質・能力を明
確にしながら指導できる人材がいること、そしてそれらの教科の人材がチームで指導することがで
きないと、STEM教育を実践することは難しいと考える。
ただし、小学校の教員は一人で全教科を指導しているため、他教科とのつながりを意識して指導
することが可能である。これからの変化の激しい社会を生き抜く力を育むためは、教科等の学習を
通じて身に付けた力を統合的に活用して、教育課程全体を見渡して育んでいくことが、今よりも増
して重要になる。そのような点からも、各教科を個別で学ぶだけでなく、統合して指導していくと
いうことは必要となってくるのではないかと考える。

図１　グループで学ぶ

図2　壁に向かっている机で学ぶ

図３　床に座って学ぶ

図４　先生と一緒に学ぶ
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Q3. 今回の研修で得たことを日々の実践にどのように活かしていきますか（創造的問題解決の育成 
　　 についても言及してください）

P.A.Walsh STEAM Academyでは、児童がノートパソコンを使用しドリルを解いていたが、現在、
本市でも、市内の小学校第３学年全員に、セルラーモデルのタブレット端末を貸与し、家庭学習や
授業で活用している。このタブレット端末でドリル学習を行っているメリットとして３点挙げられる。
タブレット端末を活用する第一のメリットは、学習の様子を教員が把握できる「履歴確認機能」
があることである。一人一人の児童がどのドリルに、どのように取り組んだのか、学習時間や学習量、
正答率、前日との増減などを、教員が教師用の端末からいつでも確認できる。
第二のメリットは、児童一人一人のつまずきを基に、個別に最適な問題を自動作成し、おすすめ

の問題として出題される「レコメンド機能」があることである。児童ごとの最適な出題により、苦
手意識を克服しながら学習することができる。同じことをアナログで行うには、教師が児童一人一
人の学習状況を綿密に分析し、それぞれに合った問題を用意し印刷するなどの必要があるが、この
「レコメンド機能」を使えば、その手間が大幅にカットでき、児童が一人で学習する際にも、つまず
きを解消することが可能となる。
第三のメリットは、児童自身が学習目標を設定し、その達成に向けて主体的に取り組める「目標
設定機能」があることである。児童自ら目標を設定し、結果を確認することで、達成感を感じながら、
非認知能力を向上することができると考える。
今後、さらに児童一人一人の能力や適性に応じて個別最適化された学びの実現を視野に入れて、

多様な学習機会と場の提供を図ることができるよう体制整備をしていきたい。また、児童が取り組
んだ学習系のデータを、教員が使用している校務系のデータと連携できるように、スマートスクール・
プラットフォーム実証事業等を注視し、本市でも取り入れることができるようにしていきたい。
創造的問題解決の育成に関しては、児童・生徒にとって、より切実で、より実生活に生かすこと

ができるような自らの課題を見付けられる工夫が必要である。これらは、各教科の指導においても
言えることであるが、まずは総合的な学習の時間の授業の質を高めていくことが近道なのではない
かと考える。総合的な学習の時間では、課題の設定や情報の収集、整理・分析、まとめの流れで進
んでいく。児童・生徒にとって必然性のある課題の設定を、児童・生徒が主体的に行えるように工
夫していくことが必要である。
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木下　慶之（福井大学教育学部附属義務教育学校）

Q1. 今回の研修で学んだことは何ですか。

教師の探究の必要性～学習やカリキュラムのデザインに新たな発想を～
多様な学び方があることを子どもたちに知らせるべきであるし、そのような環境を私たち大人が
デザインできるようにならなければならない。今回P.A. Walsh STEAM Academyで算数とゲーム
をつなげた学習の場面を見せていただいた。お恥ずかしい話、当初「ゲームして遊んでいるのか？」
と穿った見方で見てしまったが、「こういうのをゲーミフィケーションというのですよ。」と解説をい
ただいた。多様な子どもたちのモチベーションを生み出す１つの学習のデザインである。自分がそ
のような経験がないからか、穿った見方をしてしまったと反省している。いろんな学習スタイルを
いかに子どもたちの実状につなげることができるかが大切なのだろうと思う。教師として固定観念
に捕らわれず、いろんなことに挑戦し、子どもたちに柔軟なアドバイスや支援ができるように、そ
して授業やカリキュラムのデザインに新たな発想を取り入れることができるように、教師も探究し
ていくことの必要性を学んだ。

テクノロジーを有効活用した協働研究の面白さ
本研修の中でも私たち研修チームは様々なデジタルツールやテクノロジーに支えられた。Zoom

による事前のオンライン会議や、Google Driveによるデータのシェア、ポケットwi-f iとFacebook
による情報の共有と連絡、Scrapboxによるwiki型協働ポートフォリオ、Uberによる移動、Global 
STEM Allianceで紹介されたプロジェクト学習のポータルサイトとその取り組み、KCIでのプログ
ラミングや施設など。有効活用することでこれまでにない経験や学習ができるのだと感じた。子ど
もたちの協働探究や同僚たちとの協働研究にも、これらのツールやテクノロジーを紹介し、みんな
で活用しながら習得していきたい。このような新たな発想や取り組みはワクワク感を伴うものである。

教師に必要な資質・能力を問い直すこと
その場で即時的に疑問や関心から問いを創り出し、みんなでその場の学びを創り上げていく資質・
能力。これが本研修を通して、自分にとっての一番の課題であり、足りていないところだと感じた。
質疑応答の場面でなかなか自分から全体の問いとなるような質疑ができなかった。これは英語がう
まく使えないことだけが原因ではなく、日頃からそのような習慣を身につけておかねばならないか
らである。このような資質・能力を子どもたちにも培わせていくことが授業や学校生活の中で行わ
れなければならない。「STEM」に限ったことではないが、その場でみんなの知恵と能力をふりしぼっ
て創り上げていくような学習の経験と、協働的な主体性を子どもたちに培うことができるようなカリキュ
ラムデザインがこれから必要になってくると確信した。

Q2. STEM教育と各教科を個別に学ぶことにおける違いやつながりは何ですか。

私はこれまで17年間中学校理科教員を務めてきた。中学校理科の３年間の単元をいかに教えるか
が、教材研究や授業研究であると考えていた。しかし、子どもたちにとっては1日６時間６教科を学
習しており、理科はその内の６分の１時間にすぎない。教師の中で意識はつながっていても、子ど
もたちの中では６つの学習のストーリーを経験しており、それらは決してつながっているとは言えない。
内容やコンテンツをつなげることは難しいかもしれないが、学習の姿勢や探究の作法については他
教科とつなげていけるのではないだろうか。STEM教育はプログラムではなく、今一度子どもたち
を学びの主体者において、カリキュラムを再構築、再編成するチャンスづくりなのではないかと感じた。
なかなか「今の授業スタイルや教授法を変えましょう」と言っても変化は起こしにくい。しかし、
STEM教育への挑戦を授業づくりのパラダイム転換のきっかけにすることはできそうである。教師
が新しい授業スタイルに挑戦するチャンスが「STEM」をキーワードにしてつくれるのではないか
と思う。そう考えると、もうすでに日本では、「主体的・協働的で深い学び」「カリキュラム・マネ
ジメント」「プロジェクト学習」など取り組んでいるのではないかと思った。今一度日本におけるカ
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リキュラムやこれまでの様々な実践を見つめ直すことが重要である。

Q3. 今回の研修で得たことを日々の実践にどのように活かしていきますか（創造的問題解決の育成 
　　 についても言及してください）

実践を子どもたちの学びのストーリーとして記録を残し、実践事例として広く発信し、さまざまな
授業実践者と共有していくことが重要であると感じた。印象に残っているのが、サンノゼのSTEM
教員のマイクさんの言葉である。
「学習指導案（展開案）は事前につくらない。その学級を担当するいろんな教員のアイディアを聞
いて、それをもとに子どもたちの授業をデザインし、実践する。そして、授業が終わった後に実践
したことを記録にまとめ、同僚の教員たちと共有する。」
まさに子どもたちとの実践したことをもとにした授業実践カリキュラムであると感じた。そもそも
カリキュラムの語源は「走るコース、走路（currere）」であり、実践したことをもとに作られたも
のでなければならない。マイクさんの授業づくりの発想に感心させられた。
STEMとは当初は何かプログラムがあり、それに則って１時間ごとにメニューをこなしていくの

かと思っていたが、そうではなかった。子どもたちの学びの様相や願い、同僚の想いやアイディア
を聞き取り、即時的に学習をデザインする力量が重要なのだと学ばされた。このような能力こそ、
創造的問題解決能力であり、これはSTEM教員に限らず、すべての教員に必要な資質・能力ではな
いかと感じた。
子どもたちの学びと、教師の学びは相似形である。子どもたちにそのような能力を育成させるた

めには、我々教員、大人もこの能力を育成させていかねばならない。この能力は特別な場所で培わ
れるものではなく、普段の授業や子どもたちとの学校生活の中で磨き培われていくべきものである。
子どもたちの声やつぶやき、仕草に耳と心を傾け、教師の専門性を発揮させながら、学びの面白

さや学ぶことの楽しさを、子どもたちに実感させ、私たち自身も共に学び手として成長できるよう
になりたい。
本校の理科では、９カ年の協働探究カリキュラムとこれを構成する探究的な単元実践を積み重ね

ている。今回の研修をきっかけに、同僚たちとの授業研究や単元開発、カリキュラムデザインを、
よりみんながワクワクして実践研究できるものにしていきたい。

Global STEM Allianceにおける本校の子どもたちとの実践の報告を通して
研修先の１つであるGlobal STEM Allianceでは、本校の科学部の子どもたちとの実践を紹介した。

「探究や問題解決のサイクルはスパイラル」であるという表現に共感していただき、その後の研修の
中で紹介された「探究の過程の分析」はたいへん参考になった。子どもたちにとって学習活動が探
究や問題解決であるためには、どのような場面が保障されていなければならないのかを具体的に学
ばせていただいた。科学部の子どもたちの活動が、もしかしたらSTEMの実践につながるのではな
いかと感じている。本校の科学部だけではなく、地域の科学部とも連携をしながら、地域の科学部
文化を盛り上げることができたらと考えている。そしてそのような学習活動で経験した感覚を、教
科の学習にもつなげていくことで、新しい学習の展開に挑戦していきたい。
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小林　君和（さいたま市教育委員会）
担当教科：数学

Q1. 今回の研修で学んだことは何ですか。

アメリカはFun!を大切にしている。多様な言語、年齢、特徴の生徒が一緒に学ぶにはどうしたら
いいのかがベースにある。導入を工夫したり、多様なものを結びつけて楽しくしたり、グループで
学習を行ったりして、飽きさせない授業を行っていた。そして、教師は次々に授業がスムーズに流
れるように計画し、生徒は、教師からのオーダー（課題）を受けて、どのようにしたらその課題を
解決できるのかを考えていた。
例えば、P.A.WALSH elementary schoolでの授業の場面。童話「３匹の子ブタ」の世界を教材

化し、子豚を守る家を作ろうとする課題であった。小学１年生の子どもと小学４年生くらいの子ど
もが４、５人くらいでグループを作り、一緒に家のミニチュアを作る。教具はレゴやアイスの棒み
たいな木が与えられた。まず、１５分間で自由に家を作成する時間が与えられた。レゴで家を作る
グループが多数、木のグループが少数いた。その後、先生が全グループをまわり、板を仰いで、家
を飛ばそうとする。次は、全グループが木で家を作るように指示される。最後に、発表したいグルー
プは木の家を持って前方に出て、どのように作ったか発表する。

木でミニチュアの家を作っている

教師は全体で知識を授ける場面はなく、ファシリテーター役であった。しかし、この家の形だと
どうして飛ばされなかったのか、この家の形のどこを工夫したのか、などを突き詰めることによって、
この活動を通して生徒に何を学ばせたいのか、どのような力を付けたかったのかが明確になるとよかっ
たと思う。他のクラスの授業では、グループでカードゲームを使って遊びながら九九を学んでいたり、
社会の調べ学習を行っていたり、一人１台のPCを使って各自が選んだ教科や課題について自由に学
習していたり様々であった。
日本のように一律して同じようなことを学ぶ取組ではなく、授業の方法・システムは同じであっ
てもそれぞれグループバラバラに学習して行ってもよいというのが、アメリカのダイバーシティや
国民性であると感じた。
STEM教育はフレームワークであって、教科やコンテンツではない。ニューヨークのSTEM 
AllianceでSTEM教育に関する研修を受けた際にそのような説明を受けた。フレームワークとは、
ブレインストーミングから、デザイン（仮説をつくる）、実験、まとめ、発表に至るまでの流れであ
るとしている。
しかしながら、これは日本の「総合的な学習の時間」で２００２年度の全面実施以降、実際にこ
のような視点で取組を行ってきたものと気が付いた。また、新学習指導要領では探究的な見方・考
え方を育む視点にも取り入れられている。

STEM Allianceでの研修の様子

20

第４章・事業成果

2018調査報告書.indd   20 2019/02/18   12:05



フレームワークとするSTEM教育を、日本の教育活動にてどのような場面で行っていくことがで
きるのか。各教科で指導の視点として入れていくといった、いわゆる〇〇教育では広がりは難しい
と考える。これまでの〇〇教育と同様に、また何か降ってきた感が出てしまう。そこで、「総合的な
学習の時間」の中の１つのテーマとして取り入れることを提案したい。総合的な学習の時間では、
例えば国際理解、情報、環境、福祉・健康などの教科横断的・総合的な課題がテーマとして掲げら
れているが、その中の一つとしてSTEMを入れていく。その内容に詳しい人から研修を受けたほう
がより効果的と考えるので、STEM Allianceのような教員研修を活動としている特別機関が、日本
の教員に対してSTEMについての指導技術の向上を支えられるとよりよいと考えられる。
また、アメリカはSTEM Allianceやニューヨークにある数学博物館、サンノゼにあるTech 
museumのように、地域の企業等からのバックアップを受けている施設がある。そのような施設
が、教員研修や子供たちの科学への興味・関心を高める取組を行っている。数学博物館やTech 
museumのような施設には小学生が遠足で訪れ、科学を身近に感じ、楽しいと感じられるような場
面がある。当日も、小さい子供たちが多く体験していた。地域の小学生を勉強の場として受け入れ
てくれるものでとてもよいと感じた。

Tech Museum　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　  数学博物館

そして、STEM教育の研修を通して、３つの点が大切であることを認識した。
○課題発見から課題解決に向かう学習の流れ、システムを明確にし、生徒に提示することである。
まず、生徒は何が問題で、どのようなことを解決したいのかについて、十分考えることが重要である。

これまでは、みんなすべて同じことを行い、物事を作り出すということを行ってきた。これからは、
それに加え、さらに相手の立場に立って、どのような貢献ができるのかを考えて実践する教育が必
要であると考える。企業や社会がテクノロジーやエンジニアリング、数学や理科を関連させて企業
としての活動を行ってきたものを、教育活動の段階で意識して行っていく時代に入ることを実感した。
そこでは、STEM教育の視点が役に立つとても重要な教育活動になると思う。
 
○トライ＆エラーの場面設定をできるだけ多く設定することである。
これは、生徒だけではなく教員にも当てはまる。教科の枠での学習は、教える内容が決まっていて、
学習者も指導者も安心感がある。生徒がミスしやすいところを事前に知っている教師は、生徒に転
ばせないよう教えてしまえば、自己肯定感は高まるが、失敗に対して怖がってしまい、一度失敗す
ると立ち直れない生徒が育ってしまう心配がある。失敗は心が痛いし、怖いし、いやな気持にもな
る。しかし、そこから学ぼうとする姿勢、やり抜こうとする姿勢は育ってくると思う。生徒が仮説を
しっかり立てて、課題を自分のこととしてとらえ、人任せにせず自分で考えさせたい。また、教員
もSTEM教育を使って、自らの指導力を高めるきっかけになるかと思う。
 
○教科横断的な視点を意識させ、最適解を求める教育活動を展開したい。
例えば、技術・家庭科などで、ものを作るときの視点として、どのようなことに気をつけたか、

どのような教科の内容を使ったのかということを考える。STEM教育でつけたい力とは何なのかを
はっきりさせ、イノベーションとのかかわりをどのように考えるのかも事前に定義して考えておく必
要がある。S、T、E、Mの関わり方をどのようにすればいいのか。時にTとEがメインとなり、それ
を支えるSとMとあり、逆に、Sの課題に対して、Mがサポートに入り、TとEを考え、何かを作っ
て解決を目指すなど、それぞれの方向性があるように思う。ときに、Mが入らなくてもいいのでは
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ないかと思う。例えば、分数が必要なところもあるだろうが、分数を使えなくても、分数を言葉で
説明してもいいのではないかと思う。また、データはなくてもデータのようなことを根拠として使っ
て説明しようとすることもいいのではないかと思う。しかし、データを使うとより相手に納得しても
らえる確率が高くなる。

Q2. STEM教育と各教科を個別に学ぶことにおける違いやつながりは何ですか。

○STEM教育では、生徒の自由な発想が生まれやすいということ。
STEMでは、オープンな課題設定が多く、学習者の学習履歴による予備知識に個人で差があるも

のの、生徒は、知識が豊富になくても教師が思いつかないような面白いアイディアを発見すること
がある。また、知識や技能が未熟なため、失敗もするし、うまくいかないこともある。そこに生徒
自ら気付かせる教師の我慢が必要である。一方、各教科を個別に学ぶことでは、日本全国、同じ内
容を、同じような時間数で学習し、生徒の一定の学力を保証するものであるので、教師も目標達成
のためのゴールを目指し、枠から外れた活動を行いにくい状況にある。
 
○STEM教育では、生徒がどのような活動をしたかを評価するということ。
STEMでは、教科の内容の定着度を測ることが難しい。そもそも内容の定着度を測るものでもな

いが、評価する視点は、例えば、設定した仮説は適切であったか、実験は適切であったか、数学の
知識を使って課題を解決しようとしていたかなど、各学校の生徒の状況によって、目標設定は様々
だろう。また、批判的思考力や創造的思考力などの能力は、ルーブリックを基にして測るために事
前に設定しておく必要がある。一方、各教科を個別に学ぶことでは、教科の内容に関する知識や技
能の定着度は測りやすく、批判的な思考力などを測るにしても生徒の活動で見取りやすい。

○STEM教育では、教師と生徒が一緒に活動を行い、教師はファシリテーターの役目を果たすとい
うこと。
STEMでは、教師が見たこともない課題を生徒が思いつく可能性がある。その課題解決には教師

だけの知識・技能では太刀打ちできない場合も出てくる。そのときに、大学や企業、地域の方たち
の助言を仰ぎ、解決に向けた取組となり、社会全体で生徒を育てる仕組みが自然と醸成されるだろ
う。各教科での学びは、教師が知識を授けたり、与えたりする活動が主になっていて、小・中・高・
大とシステム的に、効率的な学びが実現できる。
 
○STEM教育では、各教科の学習が基礎となるということ。
何もないところからいきなり課題を発見しなさいとか、解決しなさいというのは難しいだろう。あ

る程度の型、システムが必要であると考える。STEM Allianceで示された方法であり、研究を進め
るための流れであり、そのようなことを生徒が事前に知っておいたほうがいいだろう。また、課題
を解決していく時に、数学は厳密性を求めることもあり、分数の計算が必要なところもあり、さま
ざまかと思うが、分数の意味を言葉で説明してもいいのではないかと思う。データは取れなくてもデー
タのようなことを使って説明しようとすることもいいのではないかと思う。しかし、データを使うと
より相手に納得してもらえることでその評価は必然的には高くなると思う。このような部分で違い
は出てくる。

○STEM教育では、オーダーを聞いてその条件にあうものを自ら作るということ。
例えば、STEM Allianceで実際に教員に行うワークショップを体験した。花瓶を作るという目的

のもと、２人ペアになって、片方が注文者、片方が製作者になり、注文者の意図をくみ取るための
インタビュー、実際に作る、再びインタビューしてまた深め、作り直す、そして、提案してみる、作っ
てみる、再提案してみるという流れを行った。今回のワークショップでは教育的価値の説明が分か
りにくかったが、そこに、理科の視点で、化学物質はどのようなものを使ったのか。数学の視点で、
対称性や黄金比は使ったのか。美術の視点で、どのような美しさがあるのか。そのような数学や理
科等の視点を基に考えた生徒はどう評価されるのか。ファシリテーターとして、生徒が数学や理科
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等の視点を使っていなかったのであれば、ヒントを出す必要性があるのか。それを生徒が自ら気づ
くことに価値があるのかといったことがシステムと同時に、教育的価値になると考える。教師が生
徒に対して何もヒントを出さなかったら、生徒は気づくことなしに、制作だけをして終わってしまう
かもしれない。
また、現在の数学の時間では、教師の発問は答えがわかっているのに、あえて質問しているのか
を生徒は受け取ってしまい、面白いものとして捉えられないと思われる。だから、例えば、数学の
対称性を学んだ後で、自分の中学校のロゴを作ってみようとするならば、線対称、点対称などを使っ
て課題解決を通して課題としてそこに潜む何かを生徒自ら気づくことができるだろう。
 
Q3. 今回の研修で得たことを日々の実践にどのように活かしていきますか（創造的問題解決の育成 
　　 についても言及してください）

さいたま市では、２０１９年度にさいたま市立大宮国際中等教育学校が開校します。その学校では、中
等５、６年でSTEMコースを設け、教育活動を行っていく。大宮国際中等でのSTEMコースの実施趣旨
を踏まえ、創造的な問題解決の授業を展開していく。それまでの中等１年から４年までで学習を進め、よ
り発展的なアイディアが出るように、ファシリテートしていきたい。そのためには、地域の企業、大学と
連携し、効果的で充実した教育活動ができるようにしていきたい。
そして、改めて、なぜSTEM教育なのか、何のためのSTEM教育なのか、STEM教育を通して何

を身につけさせたいかなど、ビジョンを明らかにしたい。
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木村　健太（広尾学園中学校・高等学校 医進・サイエンスコース）
担当教科： 理科（生物）　　分掌： 留学、システムICT、進路指導

Q1. 今回の研修で学んだことは何ですか。

最初にNew York Academy of ScienceにてGlobal STEM Alliance（GSA）のプログラムディ
レクター、チーフラーニングオフィサーからSTEM教育の理論と実践について学んだ。GSAは唯一
STEMにおけるCertif ication Programをもつ機関でSTEM教育のフレームワーク作成しており、
彼らから多くの学びを得ることができた。最も重要だったのは、STEMとは分野を横断した学びと
実践をサイクリックに進めるマインドセットであるとの認識を共有できたことである。
我が国においては、学術分野や学校で扱われる教科を理系・文系に分け、ともすれば人そのもの

を理系人材・文系人材などとカテゴライズする傾向があり、STEMの概念を導入したSTEM教育も
また、理系に属する教科をそれぞれ重点的に学ぶくらいにしか捉えられていない現状がある。本質
的なSTEM教育を推進するためにはまず、STEMに対する認識を共有するところから始め、実践へ
と繋げていく必要性を感じた。
興味深かったのはPBLのPについて３つのP(Project, Problem, Place) に着目する観点である。

ProjectとProblemについては意識していたが、Placeについてはこれらと並列に考えたことがなかっ
た。今後、探究的な学びを導入していく日本の中等教育において地域の特色を活かしたテーマに取
り組むために重要な観点であり、日本以上に地域差のあるアメリカの知見が生きると感じた。PBL
そのものは協働型のワークショップを通して学んだが、Engineeringを重視した構成が印象的だっ
た。また、Design Thinkingのフレームワークが用いられていたのにも大きな意義を感じた。私自身、
サイエンスを学んできてDesign Thinkingに触れたことはない。私の場合はEntrepreneurについ
て学ぶ中で知った考え方であり、分野を横断した学びと実践をサイクリックに進めるSTEMのマイ
ンドセットを土台にカリキュラム・マネジメントを進めていくとはこういうことかと、体験的に理解
することができた。

以下、各種学校を視察した報告を（訪問の順番とは前後することになるが）初等・中等・高等教
育の学校順に記載する。
P.A. Walsh STEAM Academyという小学校では、一人一台のChromebook（州から支給）を用

いたeラーニングが導入されていた。英語が話せない児童もいるという多様な背景においては無く
てはならないツールであり、アルファベットを学ぶ児童と、難解な長文問題に取り組む児童が同じ
教室で学んでいた。授業を担当する教員の他に、ボランティアの母親が授業に参加するなど、ソフ
ト面でもアダプティブな環境が構築されていた。興味深かったのは、ほとんどの学習にゲーミフィケー
ションの要素が取り入れられていたことで、児童のモチベーションを重視した教育が進められていた。
創造的な問題解決の例としては、３匹のこぶたをモチーフに、大きな板であおぐ風に耐えられるよ
うなこぶたの家をさまざまなマテリアルでつくる授業を見学した。ここでは４年生と１年生がグルー
プとなって協働的な作業を行っていた。授業自体は「楽しかったー」で終わるものであり、教員視
点でみるとそこからScienceの原理に繋げたり、TechnologyやEngineeringの知見を深めたりし
たいところだと感じたが、まずは児童が学校や授業を楽しむ雰囲気をつくるという目的を第一に考
えた結果かもしれないとも思った。その後、訪問した中学校では一転、各教科を学ぶ一斉授業が展
開されていた。それでも数学ではグループワークや生徒同士の学び合いが取り入れられていたりと、
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随所に工夫がみられた。

まずは教科・科目の枠を意識せずに楽しむ雰囲気づくりから始めて、その中で児童・生徒がそ
れぞれに抱いた興味を各教科を学ぶ意欲に繋げる。このような、学びの過程を段階的且つ連続的
に捉えた初等・中等教育を通したカリキュラム・マネジメントの可能性に気づくことができた。
高等教育の視察先として訪れたKrause Center for Innovationというコミュニティ・カレッジ
には、旋盤やミシン、３Dプリンターやレーザーカッターなどが揃う、技術家庭科室を拡張したよ
うなFabLabがあり、学生が自由に考え、創造できる環境があった。Maker Spaceと呼ばれるそ
の施設が象徴するように、高等教育ではインプットだけでなくアウトプットを重視した教育が展
開されていた。学生が取り組むプロジェクトにおいても、その過程で自らの学びをアウトプットし、
デジタルポートフォリオに蓄積しながら振り返ることができる体制がとられていた。また、教員
やTAからもアダプティブなフィードバックがあり、随時、学生同時のピアレビューも実施されて
いた。我々を対象に実施してくださったData Scienceワークショップでは、データをもとにディ
スカッションしたり、電気回路やプログラミングの基礎を学びながら簡単なEngineeringを交え
たプロダクトを制作したりした。興味深かったのは、データから導きだした結論や、プロダクト
の利用について、どのように表現するかまでを求められたことだ。その表現はアートの域にまで
踏み込んだもので、STEMからSTEAM（A：Art）へと拡張するプログラムを体験することがで
きた。
今回の研修でお話を伺った教育関係者の皆様は、ご自身もたのしそうにSTEMを通した取り組

みを推進されており、その姿勢が児童・生徒・学生（以下、学習者）にまで共有されていた。そ
して、学びへの意欲に溢れる環境下で創造的な問題解決に取り組むことで、個々の意欲が社会へ
の貢献に繋がるモチベーションにまで昇華されていた。これはまさに、OECDがEducation 2030 
Learning Frameworkで描いているIndividualなWell-beingとSocietalなWell-beingに向けて、
学習者と教育関係者がそれぞれAgencyを発揮するという流れそのものであり、STEM教育の発展
において目指すべき方向を知ることができた。

Q2. STEM教育と各教科を個別に学ぶことにおける違いやつながりは何ですか。

今回の研修では、各教科を個別に学ぶことを包括したSTEM教育の可能性を見出すことができた
ため、ここでは、STEM教育の中でも創造的問題解決やPBLを取り入れることと、各教科を個別に
学ぶこととの違いとそのつながりについて、視察先での報告を交えて考察する。
STEM教育の目的のひとつは、創造的問題解決を可能にする力を育成することにある。ここでい

う問題とは、眼の前にあるプラクティカルな問題や現在の社会が抱える問題に加え、今後新たに生
じうる問題を指し、問題そのものを設定したり、再定義したりする力も育成すべき力に含まれる。
社会をより良くするためという実感を伴いながら学びに向かうため、学習者が学ぶ意義を認識しや
すく、当事者意識をもった自己効力感の高い学びの姿勢を確立することができる。また、社会のニー
ズを捉え、多様な価値観を考慮しながら取り組む必要があるため、広い視野をもって柔軟に考える
姿勢を養うことができる。問題解決に向けたアプローチも、自ずと分野横断的で実践的なものになり、
その時々に必要な知識や技術を主体的に学び取る流れを自然な形で生み出すことができる。一方で、
プラクティカルな問題解決のみを目的とした場合には、発想や意欲が刹那的で短絡的なものになり
やすい。また、問題に直面した時に、直面した問題を解決するためだけの知識を習得するのでは、
浅く偏った知識しか習得できないことになる。
各教科を個別に学ぶ際には、程度の差こそあれ、それぞれの分野が有する学術的な価値に根ざし
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た学習が進められる。そのため、流行や利害に左右されない人類共通の価値を生み出す力を育成す
ることができる。また、それぞれの教科に必要な知識や技術を専門的かつ体系的に学ぶことができ、
その分野の本質となる考え方や視点を学ぶことができる。しかし、学習者が全ての教科を学ぶ意義
を実感するのは難しく、実社会とのつながりも掴みにくい。そのため、学習者は当事者意識を持ち
づらく、受け身の学習姿勢になりがちである。さらに、各教科のカリキュラムが画一化しやすいこ
とも学習者を学びから遠ざける。画一的なカリキュラムは、必要な知識を効率良く網羅的に学ぶこ
とには適しているが、それぞれの学習者の多様な興味に対応できるものではない。また、教科ごと
に洗練されたカリキュラムは分野横断的に扱うことが難しく、カリキュラムの画一化を助長してい
るとも言える。
今回の研修では、両者をつなぐことで、それぞれを補いながら良いとこ取りできる事例を学ぶこ

とができた。具体的には、STEM教育における創造的問題解決を目指したPBLを入り口としつつ、
分野横断的な学びと実践において生じた興味がどの教科につながるのかを学習者が理解し、各教科
を個別に学ぶことで深めていくというカスケードを学ぶことができた。我が国においてこれらを実
践していくためには、①学校と専門機関・企業・（大学）との連携、②アダプティブな学びの環境と
カリキュラム・マネジメントの２点を強化していく必要があると感じた。

① 学校と専門機関・企業・（大学）との連携
STEM教育の分野横断的な学びと実践を推進するために、既存の教員が全ての分野を専門家レベ

ルにまで高めていくというのは現実的ではない。STEM教育を担う教員は、学校と社会を繋ぐハブ
となり、それぞれの分野の専門機関や専門家との連携を目指すべきである。分野横断的な学びと各
教科での学びを統合できる体制の構築こそが、本質的なSTEM教育実現のカギとなる。今回の研修
では、科学館（The Tech Museum）と学校が連携した取り組み視察することができ、学芸員の方々
とのお話の中から多くのヒントを得ることができた。彼らは専門性が高いだけでなく、サイエンス
をエンターテインメント性高く伝えることができる。またここでは、学校ではできないような大掛か
りな装置を用いた実験やARなど最新のテクノロジーを取り入れた教材を駆使して、身近な疑問や不
思議な現象を分野横断的に学ぶことができる。ただそれらは、科学館に来場している短時間で完結
するもので、教科における学びとして深く掘り下げるまでには至らない。科学館のような専門機関
での学びを学校での継続的な教科学習につなげていくことが、本質的なSTEM教育を進めるために
必要だと感じた。
実社会におけるプラクティカルな問題を扱うためには、企業との連携が効果的である。本研修で

はAdobe社を訪問し、Creativityについての話題を中心に、Creative solving skillsは測定可能な
のかという議論で盛り上がった。テクニカルな技術やプロダクトは評価できるが、そこに至るまで
の過程を評価したいといった本質的なお話を聞くことができた。分野や専門性、学校と企業といっ
た垣根を超えた連携を実現させるためには、コンピテンシーをベースにした議論が重要なのだと改
めて実感した。
今回は大学に訪問する機会がなく、終始プラクティカルな問題を解決するPBLについて学んだが、

学術的な立場から新たな価値を創造するためにも、キャリア的な観点からも、STEM教育における
大学との連携は不可欠である。本研修の知見をもとに、大学との連携も考えていきたい。

② アダプティブな学びの環境とカリキュラム・マネジメント
創造的問題解決型のPBLと教科学習とを繋ぐためには、それぞれの学習者の興味・関心・意欲に

あわせたアダプティブなカリキュラムが必要になる。PBLを進める過程で必要になる知識がその時々
で異なるため、どの単元からその教科を学びたいと思うか、少なくともその入口が多様になる。そ
こから教科としての本質を捉えながらできるだけ網羅的かつ体系的に学ぶためのアダプティブなカ
リキュラムが必要になるのである。これは、学年はもちろんのこと、初等・中等・高等教育の枠を
も超えたカリキュラムへの発展を示唆するものである。
また、カリキュラムの拡張だけでなく、学びの場と学ぶ時間に対する概念も拡張していくべきである。
①学校と専門機関・企業・（大学）との連携を踏まえたSTEM教育の推進を考えると、学びの場は学
校だけではなくなるし、学ぶ時間も授業に限定したものでは無くなっていくはずである。
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さらに、評価や測定についても同時に考えていく必要があり、教科、単元ごとの到達度をアダプティ
ブに管理できる体制が必要なのはもちろんのこと、コンピテンシーをベースにした評価や、学校や
学校外での学びの成果の一元化、プロセスの評価を含めたポートフォリオの導入が急務である。
上記を達成するためには教育のICT化が不可欠である。P.A. Walsh STEAM Academyのように、

学習者の到達度にあわせたアダプティブな学びを実現するのはもちろんのこと、Webを介した場所
や時間を超えた学びの環境、e-ポートフォリオの活用など、ICTが果たす役割は大きい。

Q3. 今回の研修で得たことを日々の実践にどのように活かしていきますか（創造的問題解決の育成 
　　 についても言及してください）

広尾学園中学校・高等学校において
医進・サイエンスコースでは2011年の設立時から、本格的な研究活動に取り組んできた。生徒は
一人一台の端末を持ち、いつでもどこでもWebに繋がる環境で、クラウド上で知識を共有しながら、
大学や専門機関とも連携した学びを進めてきている。しかし、研究テーマのほとんどは学術に特化
したものであり、今回の研修で学んだようなプラクティカルな問題を創造的に解決するようなもの
は少ない。特に、企業との連携やアントレプレナーに関わる知見に触れる機会は少ないため、今回
の研修で学んだ、STEM教育における分野横断的な学びの「分野」について、学術分野以外にも視
野を広げた体制を構築していこうと思う。
また、学校全体の取り組みとして、まずは各教科の授業でできるところから分野横断的な学びを
導入していきたい。管理職での共有はもちろんのこと、各コースや教科責任者へも共有し、全学的
な取り組みを目指す。一方で、それぞれの授業担当者とも個別に相談しながら草の根的な展開も進
めていきたい。

日本科学技術振興機構（JST）において
わたしが委員をつとめるジュニアドクター育成塾では、科学技術イノベーションを牽引する傑出

した人材の育成に向けて、理数・情報分野の学習を通じて、高い意欲や突出した能力を有する全国
の小学５・６年生及び中学生を対象に、大学等が特別な教育プログラムを提供し、その能力等の更
なる伸長を図ることを趣旨として活動している。
STEM教育において、初等・中等・高等教育の有機的且つ機能的な接続が重要だと感じた。今回

の研修で学んだことを、JSTはもちろん本事業に取り組んでいるそれぞれの実施機関にフィードバッ
クしていきたい。特に、小学５・６年生及び中学生が大学で取り組む研究活動において、創造的問
題解決の視点が活用できることを紹介していく。
また、わたしはJSTのNew York Academy of Sciences（NYAS）プログラム試行ワーキング
グループメンバーであるとともに、本校の生徒がNYAS主催の1000 Girls, 1000 Futures及び、
The Junior Academyに参加しているため、海外の大学との接続についても知見が集まりつつある。
NYAS訪問ではThe Junior Academyの担当者とも情報交換ができたので、今回学んだことを生か
して今後の展開につなげていきたい。

経済産業省（「未来の教室」とEdTech研究会）において
「未来の教室」とEdTech研究会では、日本社会・日本企業が世界の様々な社会課題を解決し、イ
ノベーションに溢れる「課題“解決”先進国」として存在感を発揮していくために必要な「教育」の
あり方について、EdTechを用いた世界の教育イノベーション動向を踏まえつつ、委員のほかに全国
の学校関係者やEdTech・教育産業関係者、産業界、中学生・高校生・大学生を多数交えて検討し
てきている。ここでは、本研修の知見をもとに、STEM教育に必要な企業と学校との連携の構築、
教育のICT化の推進はもとより、学内外での学びにおける評価の一元化を目指していきたい。また、
研究会の委員としてだけでなく、株式会社ベネッセコーポレーションが実証事業として進めている
オンラインを使った教員研修でも講師として参加し、公立私立どちらの学校においても現場レベル
でSTEM教育を波及できる体制づくりをサポートしていく。
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鈴木　正樹（宮城県多賀城高等学校）
担当教科：理科　　分掌：研究教務部

Q1. 今回の研修で学んだことは何ですか。

最初に希望者で国立数学博物館を訪問した。訪問する博物館は参加した教員の興味・関心に任さ
れ，私は数学がSTEMの最も基礎の部分をなすと考えていたため，この博物館を視察した。数式や
数学者に関する歴史的展示物が並んでいるものと予想していたが，そのようなものは皆無で，幾何
学的パターンに関連するアトラクションのようなものがほとんどであった。校外学習と思われる小
学生の団体が来ていて，その子たちの遊び場となっていた。ほとんどの子にとって，直接的に数学
を学ぶというよりは，遊びの中から数学を感じるという施設になっており，自由な発想を大切にして
いるという印象を強く受けた。
次にグローバルSTEMアライアンス（GSA）を訪問した。GSAとは，STEM教育のプログラムを，

ニューヨークの小中学生に対して放課後に行うものから，世界中の中高生に対してインターネット
上で行うものまで，様々な規模でSTEM教育を実践している教育団体である。特に，「The Junior 
Academy」という取り組みは，ランチパッドというウェブサイトを介して，世界中から参加する生
徒がグローバルな課題の解決策を見つけ出すというものであり，そこにはSTEM関連で働く専門家
やポスドク，大学院生がメンターとして指導・助言に加わるなど，参加する生徒にとって非常に刺
激を受けるものになっていると感じた。課題の例としては，環境への負荷を考慮した上で食品ロス
の問題をいかに解決するかであったり，カリフォルニアで毎年起こっている山火事の予防や拡散を
防ぐ方法を見つけ出すことなどであり，中高生にとって取り組みやすいながらも非常に解決困難な
社会的問題が並んでいる。このような課題をランチパッド上で世界中の優秀な生徒や専門家と議論
しながら解決策を見つけていく過程は，21世紀型スキルの4Cとして示されたCritical thinking，
Creativity，Collaboration，Communicationの能力をすべて育成できる魅力的な取り組みである
と感じた。特に，Creativityを育成するには未解決の課題に取り組むことが重要であることを改め
て実感した。
どのプログラムにおいても，次に示す１０段階の過程を通して問題解決させているとのことであった。
　１）リサーチ　２）ブレーンストーム　３）デザイン　４）プラン　５）ビルド
　６）テスト　７）分析　８）反復　９）リファイン　10）プレゼン
大まかな流れは日本の高校の課題研究でも見られるものであるが，特徴としては２のブレーンストー

ムと８の反復である。ブレーンストームとは，解決のための様々なアイディアを生み出す過程であり，
どのようなアイディアも尊重してたくさん出すことを目標としている。反復は，テストの結果に基づ
いてデザインを変更し，新しい解決策をテストするもので，時間的に可能な限りこの過程を繰り返
すというものである。この２つの過程がCreativityを育成する上で特に重要であることを認識させ
られた。
その後，サンノゼに移動し，企業や博物館，小中学校などを訪問した。こちらではSTEAMの名
称が公立の小学校の学校名にも使われるなど，STEMにArtが加えられている。独創的なものを作
り出し，その能力をいずれ産業で活かしていくことを考えると，Artの要素を取り入れていくことは
重要であると感じた。
Krause Center for Innovationでは，マイクロソフトによって開発されたメイクコードによるプ

ログラミングを体験した。日本でもすでに取り入れているところもあるようだが，今回初めてその
存在を知った。スクラッチと違い，ブロックエディターとJavaScriptエディターが切り替え可能で
あることから，本格的なプログラミングに進む上での壁を非常に低くしてくれるものであり，使う
価値が非常に大きい。

Q2. STEM教育と各教科を個別に学ぶことにおける違いやつながりは何ですか。

各教科を個別に学ぶことは，系統的かつ演繹的であることから知識や技能が体系的かつ建設的に
身につき，特に理科や数学はプログラミング的思考を身につける上でも優れた科目であると感じる。
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授業の展開を議論型で進めれば，批判的思考力やコミュニケーション力なども育成することはできる。
しかし，創造力に関しては，答えが明確な教科ごとの学習では育成することが難しく，未解決で答
えのない課題を設定しやすいSTEM教育の方が育成に適している。正直なところ，渡米前は，これ
までの教科ごとの学習で創造力を育成しているつもりでいたが，Adobeなどの訪問を通して，将来
的に社会で活きる創造力を育成しなければならないことを痛感させられた。創造力以外の21世紀型
スキルについても，STEM教育の方が育成しやすいと感じさせられた。
STEM教育と各教科のつながりについては，理想的にはSTEMの活動に必要な知識・技能が各教
科で身につけたものと常にリンクできていると，相乗効果が非常に高くなると考えられるが，その
ことを優先してしまうと魅力的な課題をつくることが難しくなる。あまり欲張らずに，まずは生徒に
とって魅力的な課題を考えることを優先し，その蓄積の上でいずれ整理できれば良いと考えている。

Q3. 今回の研修得たことを日々の実践にどのように活かしていきますか（創造的問題解決の育成に 
　　 ついても言及してください）

今回の研修で，これまで創造力の育成を軽視していたことに気付かされた。以前，TEDでケン・
ロビンソンの「学校教育は創造性を殺してしまっている」と題したスピーチを聞き，その重要性は
何となくわかっていたつもりではあった。しかし，アメリカに実際に行ってみて，アメリカの企業が
創造力に最も大きな価値を置いていることを実感し，その育成が最も重要であるという認識に変え
られた。かつて，スティーブ・ジョブズはある大学でのスピーチで，人生に大きな影響を与えた大
学の授業がカリグラフィだったと話していたことを改めて思い出した。もちろん我々は生徒をGAFA
のような企業に送り込むことを目標に教育を行っているわけではないが，今後，社会に生じる解決
が困難な課題を，これから生きていく子供たちがそれぞれの立場で解決していかなければならない
ことを考えると，やはり創造力の育成が重要である。
また，今回の研修を通して考えさせられたこととして，どのような人材を育成していくかというこ

とである。単に優秀な人材を育成することだけをしていくと，東北地方などは今後ますます人材が
流出していく。かつて県のトップ進学校に勤めていたとき，東京大学などの難関大学への進学だけ
を考えていたが，それでは地方の問題はますます置き去りになってしまう。そこで，GSAで教わっ
たPlace besed learningという視点で地方の問題を取り上げ，地域に根ざした課題を解決していく
中で，21世紀型スキルのCritical thinking，Creativity，Collaboration，Communicationの能力
を育成していきたいと考えている。
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中野　真依（神奈川学園中学校・高等学校）
担当教科：理科（物理）　　分掌：中学2年担任、広報

Q1. 今回の研修で学んだことは何ですか。

１．STEM教育とは何か
The New York Academy of ScienceでのGlobal STEM allianceによるSTEM Frameworkを学

ぶカリキュラムの前半では、STEM教育プログラムと教材を作るための道具立てや知識をフォーマ
ルに学び、STEM教育作りに欠かせない3要素：コアコンピテンシー、インストラクショナルデザイン、
そしてインプリメンテーション(実現化)の自己評価ができるワークシートや、イノベーションを導
く方法論としてのデザイン思考体験、また教科教育を21世紀スキル育成に接続するための“4C’s”：
クリティカルシンキング、コミュニケーション、コラボレーション、クリエイティビティの要点を学
びました。STEM教育は教育と産業の仲立ちをするものとして、イノベーションを導くスキルと知
識の育成につながることに価値を置いているのだと理解しました。
 
２．プロジェクト学習での真正な課題の設定
NYASでのSTEM Frameworkを学ぶカリキュラムの後半、Place-Problem-ProjectのP3アプロー

チに基づく環境学習プロジェクトの実践事例報告では、ドライビングクエスチョンにこだわること
に重点を置いていました。それが真正の課題であるためにTubricという道具を使って「誰が(行動
の主体)～どうすることを(活動や挑戦)～誰/何に対して(働きかけの対象)～するのか/できるの
か/しなければならない」という枠組みで吟味するのは方法が具体的でわかりやすくて良いと思いま
した。本校の中3での海外研修、高1での海外フィールドワーク前の事前学習でも使えそうです。学
校教育の中で適当な「実世界につながる課題」を設定するのは難しいと感じていますが、それでも
やはりプロジェクトの課題設定の真正性にこだわることが、生徒自身にとって学びが本当に役立つ
ものだと感じられる鍵になるのだと感じました。
 
３．創造するプロセスを評価し、プロダクトをコミュニティで磨いていく
Adobeエデュケーションではいろいろな国でクリエイティブコミュニティの実践事例を蓄積して

いるそうです。例えば、オランダでのグローバルビデオバトルではクラスで作ったビデオで国境を
越えたビジュアルコミュニケーションをすることで、学び合うコミュニティを作れたそうです。言葉
では表現しづらいことも映像を使うことで伝えられるようになり、環境問題の話題に自然になるよ
うなこともあったとのこと。出来上がったビデオを採点するようなプロダクト評価だけでなく、互い
に制作のプロセスを問い合い、学び合うことができれば、課題、制約条件などをより多面的に・深
堀して見出すことにつながり、活動の真正性をさらに高めることができそうです。また、チームやコミュ
ニティで協力しなければプロダクトを磨いていけないのだと実感できれば、評価を個人のものから
集団(個人間)のものへと自然と拡張できるのではないでしょうか。Adobeでの対話から、ものづく
りを通じた創造的問題解決力の育成を具体的にどのように構成するか考えることができました。

Q2. STEM教育と各教科を個別に学ぶことにおける違いやつながりは何ですか。

普段「理科」や「物理」の科目の学習内容を教えているなかで「生徒が何をできるようになったら『理
科を学んだ』ことになるのだろうか？」という疑問がいつもついて回っています。その答えになる
ようなアイディアや考え方をつかむことが研修参加の目標の一つでした。
個別の教科指導は、学ぶべき内容ありきなので、必要な知識を効率よく、いつか必要な時が来た

ら使えるように生徒のリュックに詰めていくイメージです。一方で、STEM教育では目指したい状
態や作り出したいもの設定してから、それを実現するのに必要な要素に解きほぐして、使う目的を
明確に持って学ぶことになります。やりたいことありきになるため、とりあえず手持ちの荷物で歩き
出して、必要な道具を都度手に入れて、道中で使いこなす練習をしたり、磨きこんでいい道具にし
たりしていくイメージです。

30

第４章・事業成果

2018調査報告書.indd   30 2019/02/18   12:05



これからの教育に求められているのは知識やスキルのその先にあるイノベーションを実現する力
を育てることなので、個別の教科指導と、STEM教育は両側からバランスよく実施されることで、
相補的に学習意欲を高めてくれると考えます。また、そのバランスを徐々に変えるように初等・中
等教育の12年間で一貫した指導設計ができれば、生徒の発達段階と、複雑になる学習内容にも対応
ができるのではないでしょうか。

Q3. 今回の研修で得たことを日々の実践にどのように活かしていきますか（創造的問題解決の育成 
　　 についても言及してください）

今回の研修は、今私たちは何のために教育を実践しているのかを改めて考える旅にもなりました。
訪れた先で出会ったSTEM教育を推進している方々や、本研修に参加したメンバーとの対話で共通
して感じたのは、人は学ぶことにより、自分自身とその周りの環境を変えていける、という信念でした。
これはOECDの29のキーコンセプトのひとつ、”Student Agency”そのものであり、自分が変わる
可能性を信じて行動できることが、本質的に創造的であるといえるのではないか、そう考えさせら
れた研修でした。
一方で、私自身の実践を考えると、私たち教員や保護者など生徒たちに関わる大人は、子どもた

ちを失敗させないために挑戦する機会を奪いがちだったり、失敗しないように先に全部レールを敷
いたりしてしまいがちです。そのため、そうやって育ってきた生徒たちは、失敗しても挑戦そのも
のから何かを学習するような経験を持っていないため、失敗を避けて挑戦自体を回避してしまう状
態を根本にもつように思います。結局のところ挑戦や学習の主導権を生徒から奪っているのは、生
徒自身の内側である自己認識だけでなく、生徒の外側にある関係性＝“Co-agency”であることから、
生徒に主導権を渡していく教育実践は、同時に私たち大人の作ってきた関係性や概念に変更を迫る
活動でなければならないといえます。
これから私自身の日々の教育実践の中で、”Student Agency”と“Co-agency”をともに育むため
に、学習/指導目標を生徒のものだけでなく、教員たる自分自身の指導枠組みの再構成も目標に入
れて活動をしたいと考えています。生徒が変わるとともに教員自身も変わっていくことで、成長のルー
プが回っていくはずです。
私たちが生きる世界では「問題」は解決して終わりになることはなく、ひとつの問題の解決はま

た別の問題の始まりになります。問題の連鎖に向かって無力を嘆くのではなく、問題とともに生き
ていくことを選び、ささやかでも自分のできることを考えて挑戦していくような個人と、その連帯
が社会を支えていくことに資する教育を実践できるよう努めていきたいです。
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5.まとめ

本事業では、調査研究を進めるにあたり下記2つのテーマを設定した。
・ STEM教育のカリキュラムが科学・技術・工学・数学等を個別に学ぶカリキュラムとどのように異なる
のか
・ STEM教育で育成される資質・能力のうち特に「創造的問題解決能力」がどのように育成・評価される
のか
この項では海外教員派遣での経験を通して参加者が得た知見について、これらのテーマを踏まえて整理する。

STEM教育と個別教科のカリキュラムの相違点

STEM教育と個別教科の差異を考えるにあたり、STEM教育は21世紀型スキルを育むためのアプローチ
の一つであり、系統だったカリキュラムや指導内容が存在するわけではないという捉え方が重要である。特
に日本においては「何を学ぶか」に力点が置かれ、「STEM教育とはプログラミング教育のことである」と
解釈されることも多いが、アメリカの視察において現地の教育関係者は、STEM教育を「どのように学ぶか」
という手段として捉え、その先の育成したいスキルに主眼を置いていた。
STEM教育の実践は、地域や団体によって様々である。例えばニューヨークのGlobal STEM Allianceで

は、SDGsにつながるような身の回りの社会課題をテーマ設定し、教科横断的にProject based learning
を行うことが強調されており、一方サンフランシスコやサンノゼの学校などでは、プロトタイプの作成（＝
Engineering）こそが重要であり、その表現手段としてタブレット端末やスマートフォンアプリなどのITが
積極的に活用されていた。
しかし、これらの実践には共通している部分もある。STEM教育とは現実の社会課題をテーマにしたPBL
活動を基本とする、表現と思考をくり返す活動を通してその中で学習を進めていくものであり、段階的なカ
リキュラムを積み上げていくものではないという点である。この点がSTEM教育と個別教科のカリキュラム
の相違点の最たるものであり、STEM教育の本質であるともいえる。
さらに、STEM教育において現実の社会課題を解決していく中で、各教科で学んだコンテンツや身につけ
たスキルを活用することでその必要性に気づき、教科学習への取り組みに繋げていくという両輪の学習活動
が求められる。

STEM教育による創造的問題解決力の育成と評価について

創造的問題解決力などのコンピテンシーの育成と測定においては、育成されたスキルや成果を何らかの指
標を用いて測定し評価するというモデルは適当とは言えず、すべての生徒に共通する到達目標は存在しない
と考えるべきである。従来型の教育は、授業の中でスキルや知識を育成した後、それらがどの程度身につい
たのかを数値的に評価し、その結果を偏差値や順位などの比較可能な状態で学習者や教員に還元し、学習活
動や授業活動の改善へと活用していくという流れであった。STEM教育においては、評価ではなく何かを表
現する活動そのものを重視し、その途中成果を学習者とともに観察をしながら、育成につながる評価を他者
評価のみならず自己評価や相互評価など様々な観点で行っていくことが、創造的問題解決能力の育成におい
て重要であると考えられる。今後、こういった学習活動に埋め込まれた評価のあり方について、より具体的
な実践・研究が求められる。

STEM教育が日本で普及するために

最後に、STEM教育を日本でさらに普及させる方法について考察して、本報告書の結びとしたい。最も重
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要なのが、生徒の学習活動の中で、表現する手段と環境をいかに整備するかということだと思われる。ここ
では教育行政や自治体による支援、教員・学校の実践、企業による支援という3つの観点で整理する。
■教育行政や自治体としての取り組み
Tech Museumが好例として参考になる。Tech Museumは単なる科学博物館ではなく、最先端の
Technology(AR、VR、3Dプリンターなど)を駆使した展示を常に行っているほか、学校ではSTEM学習が
できない生徒に対して学習の機会を提供している。さらに、地域の教員にとってはリカレント教育の場とし
ても機能しており、最新の技術を知り、それをどのように授業に活用するのかを、ワークショップを開催し
ながら実践を通じて学ぶことができる。そのようにTech Museumでの研修を修了した教員はそれぞれの学
校の中で「STEM-Teacher」として、他の教員へのアドバイスや学校全体へのSTEM教育全体の推進を期
待されている。
このように、地域のSTEM教育の拠点となる施設を設置すること、さらにその施設では、子どもたちへの
教育を行うだけでなく、教員へのSTEM研修も実施されることが重要となるだろう。また、日本各地の自治
体が運営する科学館等の施設のサービス・コンテンツや、そこに所属するスタッフの活用についても検討が
求められると思われる。

ホームスクールなどオルタナティブな教育を受けている生徒であっても、
ファシリテーターの下、STEM教育を享受できる環境がある。

■学校や教員の実践や姿勢で求められること
今回の研修を踏まえて、教員の授業実践において活用できるポイントだと考えられる部分を以下に整理する。

・教科横断の視点を取り入れる
STEM教育の推進にあたっては、いかに教科横断的な授業を増やしていくかが重要であり、特に中等教育
において大きな課題となる。サンノゼのSt. Raymond Schoolでは、数学や国語といった教科担当と同じ
ようにSTEM-teacherだと名乗る教員が存在したことは興味深い。彼らは自身の教科もカリキュラムの中
で教えると同時に、STEM-teacherとして他の教員への助言や教科横断の授業をデザインすることも役割の
一つとなっている。このように、STEM教育のハブになる教員をいかに学校の中で設定できるかがポイント
だと考えられる。
また、STEMのうちMathematics（数学）は、こういった教科横断的な話題から取り残されがちである。
統計的な考え方はほとんどの活動で必要となるが、他の数学の分野が取り上げられることは少ない。この点
は、今後さらに調査・研究が必要となると思われる。
・課題設定のポイント
STEM教育の中で、課題解決の要素をいかにして取り入れていくかが教育実践的視点では重要な課題であ
る。ここではその一つの手法として、Global STEM Allianceのワークショップで紹介された、P-3 based 
learningという観点を示したい。これは、Project（プロジェクト）・Problem（問題・課題）・Place（場
所）に基づいた設定をすることが良い課題設定のポイントだという考え方である。ProjectやProblemは、
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PBLという略語で日本でも浸透しつつあるが、Placeという3つ目のPはあまり取り上げられることがない
かもしれない。Placeに基づいた学習活動とは、「地域」や「身近な」という言葉に置き換えることができる。
学習者にとって「遠い」課題設定をしても学習活動は進まない。いかに学習者にとって共有しやすいコンテ
クストで課題設定を行うかが重要である。
・失敗に対して寛容な学習環境のデザイン
STEM教育では、学習プロセスの中で試行錯誤を繰り返しながら自ら学んでいく。講義形式で知識を身に
つけるだけではなく、それらを活用・統合し課題解決に向けた学習を進める中でこそ、創造的問題解決能力
のようなコンピテンシーが育まれる。そのためには、教室や学校という学習空間において、失敗に寛容で学
習者にとって安心・安全な場をいかにデザインできるかが重要である。これには教員の生徒に対する向き合
い方のみならず、教員同士や学習者同士のマインドセットの変革が求められる。時間が掛かるが、各教育活
動の中での優先順位を上げて取り組んでいくことが求められる。

■企業による支援
STEM教育のなかでも、「表現の幅を広げる」という観点で支援をしていたのがAdobe社であった。
Adobe社でのヒアリングでは、同社の製品であるIllustratorやPhotoshopなどを学校で活用していくことで、
自身の活動の成果を多様な形で表現することができるようになるという事例が紹介されていた。文章表現が
苦手な生徒でも絵や動画などで表すことができる生徒もいるため、このような支援はSTEM教育を推進して
いく中で重要である。また、サンノゼ郊外のP.A. Walsh STEAM Academyでは、DELL社による支援がな
されており、1人1台のPC環境の中で、生徒一人一人の理解に合わせた学習を推進していくことを可能にし
ていた。CSR活動の一環として教育という分野に貢献するという文化をどのように醸成していくかという
点においても、今後検討の余地があるだろう。

San Jose郊外のP.A. Walsh STEAM Academy
公立小学校においても1人1台のPCを用いて、個別最適化された学習をおこなっている。
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本事業の推進に当たり、以下の方々に多大なご協力をいただきました。ここに深謝の意を表します。

東京工業大学　赤堀侃司 名誉教授 報告書全体監修

東京学芸大学　大谷忠 准教授 研究アドバイス

筑波大学　長洲南海男 名誉教授 研究アドバイス

宮城教育大学　安藤明伸 准教授 研究アドバイス
海外研修同行

函館工業高等専門学校　下郡啓夫 教授 研究アドバイス
海外研修同行

また、以下の団体には、海外教員派遣時に受け入れやワークショップの開催など多大なご協力をいただき
ました。ここに深謝の意を表します。

Global STEM Alliance

Tech Museum of Innovation

Adobe

Krause Center for Innovation

P.A. Walsh STEAM Academy

St. Raymond School

本事業の推進に当たり、以下の方々に多大なご協力をいただきました。ここに深謝の意を表します。
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