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カリキュラム・マネジメントを繰り返す

なぜカリキュラム・マネジメントか：羅針盤の次は航路
「〇〇力が必要だ」「〇〇を学校で教えるべきである」…こうした台詞は、教育が問題となるたび、そして
教育改革のたびに叫ばれてきました。事実、世の中の変化が早まり不確実性が増す社会において、身に着け
るべき力、学ぶべき事項は高速に変化し高度化しています。
こうした時代に対応すべく、様々な方々の努力の積み重ねにより、「どのような力を身に付けるべきか」
「何を学ぶべきか？」「どのように学ぶべきか？」といった項目についてはかなりの整理がなされてきまし
た。その結果として、
「21世紀型スキル」
「資質・能力」といった身につけるべきスキルや力の共通言語化、
STEAM・PBL といった学習事項・学習方法の共通言語化がなされ、これらが盛り込まれた平成29・30年
の学習指導要領改訂を経て私たちは「どの方向に向かっていけば良いのか？」に対する羅針盤を得つつある
と言えます。
一方で、示された方向に「どう方向を変え、進んでいけば良いのか？」についてはまだ答えが見えてきて
いないのが現状ではないでしょうか。実際、現場からは「教員の負担は何とかならないか」「一気には変え
られない」といった改革を進めていく上での叫びにも似た悩みが聞こえてきます（こうした目指すべき方向
性とその難しさについては Schleicher（2018 鈴木・秋田訳 2019）などに記載されています）
。
こうした教育改革を取り巻く動きを船舶の航海になぞらえてみると、今回のテーマとして取り上げる「カ
リキュラム・マネジメント」の重要性が浮かび上がってきます。
荒波の中、羅針盤を見ると今すぐ目指すべき方向に向けて面舵一杯切らないといけないような気がする（待っ
たなしと言われる教育改革）。しかし、そうすると船が転覆してしまうかもしれない（急激な方向転換によ
る混乱）
、燃料は足りているのか（ICT を始めとしたツールの整備）
、船員は疲弊していないか（教員の不足、
過労）、乗客の船酔いは大丈夫か（生徒・保護者の心配）...
航海において方向性を示す羅針盤、優秀な船員の存在は不可欠ですが、同時に危険の少ない航路や、諸条
件が考慮された適切な航海ルートの設定も不可欠です。教育改革に置き換えてみれば、学習指導要領に示さ
れている羅針盤、学校の先生方という世界的に見ても優秀な船員の方々の重要性は認知度が高まっている一
方、改革の進め方という航路、各学校の実情に応じた変化の方法という航海ルートについてはまだまだ議論
が深まっていないのではないでしょうか。
こうした問題意識のもと、本事業では「カリキュラム・マネジメント」及びそれを支える「環境」に重点
を置くことにしました。「カリキュラム・マネジメント」は、
「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、各学校が設定する学校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、それを実施・評価し改善していくこと」
（文部科学省 2016）とされており、航海で言えば、
まさに諸条件を考えながら航海ルートを決めていく営みと言うことができます（
「カリキュラム・マネジメント」
の具体的な進め方などは田村（2019）に分かりやすく書かれています）。本事業を通じて、各学校がどのよ
うに改革を進めていけば良いのか、またそれにはどのような環境整備が必要なのか？を探る手がかりを得ら
れたらと考えています。
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STE M 教育を題材に：皆で航路を見つけるために
本 事 業 で は、STEM 教 育 を 学 習 内 容 と し て 扱 う こ と と し ま し た。STEM 教 育 は Science（ 科 学 ）、
Technology（技術）、Engineering（工学）、Math（数学）4つの頭文字を取ったものですが、それは単に
「この4つが大事だ」ということではなく、これら4つを融合してこれからの時代に必要な資質・能力を身に
つけていく必要があるということを指しています（STEM 教育の歴史や日本への導入についてレビューした
ものに松原・高阪（2017）などがあります）。
本事業ではこうした STEM 本来の思想を大事にして、「STEM が大事であり、他の教科・科目を削ってで
も STEM をやるんだ！」という他の教科を押しのける考え方ではなく、「今それぞれの教科・科目でやって
いることを大事にしながらどう STEM の視点を入れていくか？」
「複数教科・科目をどう横断させるか？」
という考え方を皆で共有しながら調査研究を進めました。
前節で述べたように、羅針盤に示された方向になるべく早く向かおうとしている最中に船員同士で争いを
している場合ではありません。羅針盤を見ながら、それぞれが何をすべきかを見つけて行動する、そうした
姿勢が大事だと私たちは考えています。
このような考えのもと、本事業には STEM に教科・科目として含まれる理数系の先生方だけでなく、文系
科目、語学担当の先生方にもご参加いただきました。STEM が大事にしていることをそれぞれの担当教科・
科目でどう実現していくか？教科・科目をどう横断しどのようなカリキュラムを作るか？その際に障害にな
ることは何か？を教科を横断して考えることを試みました。
合わせて、訪問先も PBL や STEM で有名な学校に加え、「カリキュラム・マネジメント」を大事にしてい
る学校や地域のカリキュラム設計を支える機関などを選定し、立体的に「カリキュラム・マネジメント」を
捉えることを心がけました。

PB LをPB Lする：航路を探す
本事業には9名の高校教員の先生方が参加されました。北は宮城県、南は宮崎県から、公立私立、学校の
特徴、担当教科や所掌も様々です。なるべく多様なバックグラウンドの方々にお集まりいただいた一方で、
参加された全ての先生が何かしらの形で「カリキュラム・マネジメントや学校改革に関わっている」ことを
大事にしました。
「カリキュラム・マネジメント及びそれを支える環境」を明らかにするためにはご自身が「カ
リキュラム・マネジメントに関わっていること」が不可欠だと考えたからです。
テーマとして取り上げた PBL（Project Based Learning）は、実際にある問題解決に関わりながら学ぶ
学習方法を指します（PBL を事例とともに紹介した書籍として Torp ＆ Sage（2002 伊藤・定村・吉田訳
2017）などがあります）。また、その際には良い問いを他人と協働しながら、学習を助けるテクノロジーを
使って考え、最終的に学びの成果を制作物として発信することが重要だとされています（こうした原則が紹
介されている書籍として Sawyer（2014 大島・森・秋田・白水訳 2016-2018）があります）
。
PBL についてより考えを深めるために、本事業の運営もなるべく PBL となるように設計しました。参加
された先生方には「ご自身の取り組むカリキュラム・マネジメント」について、探究したいテーマお一人一
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つずつ持ち寄っていただき、そのテーマを先生方、またメンターとしてご参加いただいた研究者の方々と議
論しながら深めていただけるような事前研修・事後研修を設計しました。さらに、日本全国各地から先生方
が参加されることを考え、研修はオンライン通話ツールとオンラインドキュメントツールを用いて進め、研
修間のやり取りはチャット型コラボレーションツールを用いて行いました。
派遣事業、及び事前・事後研修を通じて見えてきたのは先生方お一人お一人がそれぞれの持ち場で「良い
航路」「良い航路への進み方」を試行錯誤する姿でした。立場・学校や自治体の事情が異なる中で目指すべ
き方向にどう進んでいくか？を研修・視察を通じて深めていく半年間となりました。

報告書を手に取られた学校の先生方へ：一 緒に航路を探しませんか？
本章冒頭に書いた通り、カリキュラム・マネジメントは一回きりで終わるものではなく「実施・評価し改
善していくこと」が重要であり、目指す方向に向けて、都度軌道修正をしながら進んでいくこと、しかも数
多くの制約条件がある中で最善の道を選び続けることが必要だと言えます。
軌道修正を繰り返しながら、現実的な航路を探し続ける ... 船の大きさやエンジンの馬力、自分の持ち場（例
えば、エンジン室担当と障害物探索の担当では役割は異なるはずです）に応じて最善の行動を選択する ... 羅
針盤の目指す方向に向かうためにはこうした一つ一つの役割、営みが重要であることは言うまでもありません。
本報告書では、派遣事業で視察した学校の紹介（4章1節）
、事業を通じて先生方が考えてこられたこと（4
章2節）をご紹介し、5章でそれらを元にした考察を加えています。今回ご参加いただいた先生方が日本の
学校教育の多様性を真に反映しているとは言えませんが、先生方には、ぜひご自身のご関心、お考えと近い
視察先や先生を見つけていただく一助としていただけると幸いです。本報告書を手に取られ、ご関心を持っ
ていただけた皆様と一緒に教育改革の実現に向けたカリキュラム・マネジメントについて考える機会を持て
たらと考えています。

報告書を手に取られた皆さまへ：陸から眺めるか？乗客として手助けするか？
荒波を進む航海をしている船を陸から眺めながら「そっちじゃない、こっちだ」
「傾くぞ、何をやっているんだ」
と野次を飛ばすことは簡単です。乗客として「船員もっとしっかりしてくれよ」と言うこともできます（船
酔いの状況にあればそれも大変ですが ..）
。他方で、陸からできる支援をする、乗客として船員を手助けする、
船体・船員の助けとなる技術を開発するといった支援をするという選択肢もあります。しかし、そういった
支援をする際に船の中の様子が分からなければ適切な支援をすることが難しいのも事実です。本報告書では、
船の中の様子、特に船員の方々がどのような状況にあり、何を考えているのかを充分ではないながらも可能
な範囲でお見せすることを目指しました。
ここまで述べてきたように、学校改革は持続的な営みであり、学校・先生方に押し付けておけば上手くい
くものでも、一時の思い切った施策を打てば上手くいくものでもありません。現場の置かれた状況を理解し
た上で、実現可能な施策を継続的に打っていくことが不可欠です。そのためにはもっと多くの方々に現場と
その課題を理解していただき、一緒に解決に向けた行動をしていただくことが必要です。本報告書がその一
助となれば幸いです。
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第１章

事業概要

調査・研究名称
イノベーション創出に向けた教育のためのカリキュラムマネジメント及びそれを支える環境の研究
〜 日米の PBL および STEM 教育の分析 〜

事業期間
受託日から

令和 ２年

３月

３１日まで

事業の目的
本事業では、PBL および STEM 教育を日本の初等中等教育のカリキュラムで実践するにあたり
① 特別活動、総合的な探究の時間と教科学習をどのように結びつけるか
② 地域、教育機関、NPO、民間企業との連携をどのように推進するか
という観点で調査研究を行いました。
本事業の調査対象は、G7・G20各国のうち PBL および STEM 教育の先進事例が多く、学校が様々な機関
が連携しながら教育プログラムを運用しているアメリカおよび日本としました。

教員交流の対象とした学校段階、派遣対象者、派遣規模
・学校段階：小学校・中学校・高等学校・高等専門学校
・派遣対象者：OECD 日本イノベーション教育ネットワーク（宮城県、福島県、東京都、埼玉県、和歌山
県、福井県、岡山県、佐賀県等の約40校）
、CRET が連携実績がある学校・自治体（東京都、静岡県、香川県、
宮崎県、戸田市、柏市、古河市、町田市、さいたま市等）の教員や研究協力者、計10名程度を1回

教員交流対象国・機 関
・国：アメリカ
・教育機関等：High Tech High、San Diego STEM Ecosystem、Stanford SPICE、Katherine R.Smith
Elementary School、The Nueva School、Millennium School、Hillview Middle School、Minerva
School at KGI
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連携機 関
・OECD 日本イノベーション教育ネットワーク（https://innovativeschools.jp/）
・日本 STEM 教育学会（https://www.j-stem.jp/）
・i.school（一般社団法人 JSIC）（https://ischool.or.jp/）
・一般社団法人 Learn by Creation（https://www.solla.me/）
・株式会社 CGA インターナショナル（https://cga-intl.com/）
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第２章

実施組織

1. 組 織 概要
事業実施に係る運営体制及び役割分担
本事業は特定非営利活動法人教育テスト研究センターに事務局をおき、国内連携機関と共に教員の選考、
事前事後研修などを、海外連携教育機関と共に現地での視察・研修などを行いました。また、一部の視察先
調整、及び事業に関する旅程等の調整を株式会社 CGA インターナショナルに依頼しました。

図2.1. 本事業の体制図

関連事業に関する実績
特定非営利活動法人教育テスト研究センターは新しいカリキュラムに関する学習評価について国内外の各
機関と連携して総合的に研究を行っています。近年では「平成29年度新時代の教育のための国際協働プロ
グラム」の再委託先として、また「平成30年度新時代の教育のための国際協働プログラム」の委託先として、
アメリカの学校に教員を派遣してきた実績を有しています。

共同実施機関、再委託先に関する概要
株式会社 CGA インターナショナル
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2 . 連携機 関
国内教育機関等との連携・交流
教員派遣に参加する教員の募集・選定にあたり、ISN の参加校に応募を呼びかけました。その結果、表1.2
の「教員派遣」にある各教育委員会および高等学校と連携して派遣教員を決定しました。

機関名

連携概要

OECD日本イノベーション教育ネッ
トワーク（ISN）

調査研究協力 / 助言
運営協力 / 教員募集

日本 STEM教育学会

調査研究協力 / 助言
運営協力 / 教員募集

i.school（一般社団法人 JSIC）

調査研究協力 / 助言
事前事後研修 / 成果報告会 への協力

一般社団法人 Learn by Creation

調査研究協力 / 助言

株式会社 CGA インターナショナ
ル

運営協力 / 調査研究協力 / 助言
海外連携教育機関との実務面の調整
教員短期派遣に関する航空券・宿泊地等の手配
表2.1. 連携機関一覧

海外教育機関等との連携・交流実績
海外教員派遣時には、以下に示した海外教育機関と連携し、ヒアリングやディスカッションをおこないました。

海外教育機関

先方ご担当者

High Tech High

Nuvia Ruland
coordinating all the Point Loma visits

San Diego STEM Ecosystem

Eric Meyer
Assistant Director of Education

San Diego County Office of
Education

Jewyl Clarke
Integrated Curriculum Coordinator, Innovation Division, San Diego County Office of
Education

T h e S t a n f o r d Pr o g r a m o n
International and Cross-Cultural
Education (SPICE)

Mariko Yoshihara Yang
SPICE Instructor
一般社団法人 SKY Labo 代表

Katherine R. Smith Elementary
School

Rachel Trowbridge
co-principle

The Nueva School

Desiree Viray
Executive Assistant to Associate Head of School

Millennium School

Chris Balme
Co-Founder & Head of School
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Hillview Middle School

DANIELLE O'BRIEN
ASSOCIATE PRINCIPAL

Minerva Schools at KGI

Isabel Sacks
Associate, Global Network Development
表2.2. 連携した海外教育機関一覧
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第３章

事 業内容

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
PBL は、1900年代初頭、米国の教育学者ジョン・デューイが教育現場で実践に取り入れたとされています。
米国における先進的な事例校として、カリフォルニア州サンディエゴにある High Tech High が挙げられま
す。2000年に高校が設立され、今や、小学校、中学校なども含め、その系列校は16に増え、PBL 中心の授
業が行われています。High Tech High は、特別な認可を得た公立のチャータースクールで、低所得層の子
どもが5割を占めます。テスト準備のための授業がないにも関わらず、州の標準テストの成績は平均を上回り、
大学進学率も98％と高い結果が出ています。2016年には Millennium School がサンフランシスコに設立さ
れました。子供たちが実社会にできるだけ近い環境に触れることが出来るような学習機会を提供することを
方針とした中学校です。社会でどう振舞っていくのか考える機会を持つために、PBL 中心の授業が行われて
います。
STEM 教育の源流も、世界に先駆けて米国で始まりました。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ました。
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ことが特徴です。
他方、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 PBL や STEM 教
育が発展しています。
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を設置しています。教科の授業と連携しながら論文を読み、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ます。これまでグーグルのシュミット CEO や OECD 幹部等、数多く
のキーパーソンが視察しています。
また、OECD 日本イノベーションネットワーク (ISN) では、2015年から文部科学省や OECD の協力のもと、
中学校・高等学校の教育課程と課外活動を組み合わせた国際協働型 PBL の実践と研究を推進してきました。
全国40校以上の学校が参加し、少子高齢化や過疎化、環境問題やエネルギーなどの課題を解決するために、
学校外の様々な人たちと連携しながら国際協働型 PBL を推進しています。
こうした日本型の PBL、STEM 教育の先進事例の特徴として、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や、学校外との連携を強めている点があります。今後
は、こうした取り組みを一部の学校や先生によるものではなく、より多くの地域や学校全体に広げていくこ
とが課題といえます。

上記状況に対する問題意識
こうした先進的な教育プログラムを実際に運用するにあたってはカリキュラムマネジメントの観点が不可
欠です。すなわち生徒の時間が限られるのに対して学ぶ内容が増え続ける「カリキュラム・オーバーロード」
や教員の多忙化といった問題、教科横断的な視点や社会の課題・技術に触れながらの学習の重要性が指摘さ
れていることを考えると、「PBL および STEM 教育を始めとする先進的な取り組みを他の学習活動とどう結
びつけるか」
「その際に学校内外のステークホルダーとどのような関わりをもつことが望ましいのか」
「生徒
一人ひとりのニーズに即したカリキュラムの個別最適化をどう実現するか」「社会に開かれた教育課程を実
践するために学校外との連携をどう推進するか」といった点に関する調査・分析が必要であると言えます。
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上記状況に対するアプローチ
こうした背景を踏まえ、本事業では、PBL および STEM 教育を日本の初等中等教育のカリキュラムで実
践するにあたり
① 特別活動、総合的な探究の時間と教科学習をどのように結びつけるか
② 地域、教育機関、NPO、民間企業との連携をどのように推進するか
という観点で調査研究を行いました。
本事業の調査対象は、G7・G20各国のうち PBL および STEM 教育の先進事例が多く、学校が様々な機関
が連携しながら教育プログラムを運用しているアメリカおよび日本としました。

2 .事業内容
比較研究・調査分析
PBL や STEM などの先進的かつ横断的なプログラムを学校現場で継続的に運用するには教員個人・教員間・
学校・行政区といった各層における工夫が不可欠です。
例えば、「特別活動と教科教育を結びつける際の教員の役割と育成」というテーマ１つを取ったとしても
教員個人がどういった知識や能力を持つと良いか、そういった知識や能力を学習・習得するためにはどういっ
た教員チーム・学校組織を形成する必要があるのか、どういった外部人材を活用すると教員が自身の強みを
生かしつつ良い PBL 実践を行えるのか、といった論点が挙げられます。
こうしたテーマ、論点のうち何に重点的に取り組むべきかは自治体・学校・教員の方によって異なると考
えられますが、事前・事後の文献調査や本事業にご参加いただく教員の方へのヒアリング等を通じてテーマ・
論点を一覧化し、困難が生じ得るポイントの候補を洗い出すことには意義があると考えられます。
具体的には、以下のような点についての調査研究を検討しています。
① PBL/STEM 教育を行う上で、各学校・教員がどのような課題を抱えているかを、参加教員の協力を得
ながら調査する。
②カリキュラムマネジメント、学外連携に関する先行研究・調査を参照しながら①のインタビュー結果を
元に検討すべき論点を抽出する
③①で行った調査や教員派遣プログラムでのフィールドワーク結果を踏まえ、②で取り上げた論点につい
て、日本の学校教育で参考となり得る施策について整理する
①〜③を通じ、PBL/STEM 教育におけるカリキュラムマネジメント・外部連携に関する論点を整理し、
複数学校の事例を比較することによって、今後他の学校・自治体で比較研究を行うための土台となる知見を
得ることを目指しました。

教員派遣のために行った協議会・研修など（派遣前後全て）
実施時期

計画事項

概要

8月4日（日）

Hight Tech High / Millennium School 幹
部と派遣教員との協議会

Hight Tech High / Millennium School 幹
部と派遣教員との間で事前に情報交換を
実現することで、派遣教員の研究テーマ
に対する知見を深め、さらに訪問時の交
流をより深いものとする
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9月11日（水）

第１回派遣教員事前研修
（オンライン）

・自己紹介
・本事業の概要説明
・次回にむけた事前課題の説明

10月9日（水）

第２回派遣教員事前研修
（オンライン）

・事前課題（自身の STEM/PBL の取り組
み）をもとにグループディスカッション
・次回にむけた事前課題の説明

10月30日（水）

第３回派遣教員事前研修
（オンライン）

・事前課題（訪問先リサーチ・論点）を
もとにグループディスカッション
・渡航前最終確認

11月18日（月）

第１回派遣教員事後研修
（オンライン）

・担当した訪問先について、視察・交流
した成果をまとめ、グループディスカッ
ション
・次回にむけた事前課題の説明

12月9日（月）

第２回派遣教員事後研修
（オンライン）

・視察・交流を経て、自校での教育実践
活動のプランをまとめ、グループディス
カッション
・次回にむけた事前課題の説明

1月15日（水）

第３回派遣教員事後研修
（オンライン）

・報告書作成に向けた説明

2月11日（火）

第４回派遣教員事後研修
（対面）

・報告書のドラフトをもとに、比較研究
と短期派遣を振り返り、得られた成果を
まとめる

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および派遣者は下記の通りです。

日

旅程

活動内容

11月3日（日）

東京発→サンディエゴ着

UC San Diego 訪問

サンディエゴ泊
11月4日（月）

11月5日（火）

High Tech High 訪問
サンディエゴ泊

ホテルにて参加者による振り返りと対話
の時間

サンディエゴ空港発

San Diego STEM Ecosystem 訪問
スタンフォード大学 訪問

サンフランシスコ泊

サンフランシスコへの移動および振り返
りと対話の時間

11月6日（水）

The Nueva School / Katherine R. Smith
Elementary School 訪問
サンフランシスコ泊

ホテルにて参加者による振り返りと対話
の時間

11月7日（木）

Millennium School / Hillview Middle
School 訪問
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11月8日（金）

サンフランシスコ泊

ホテルにて参加者による振り返りと対話
の時間

サンフランシスコ空港発

ホテルにて参加者による全日程の振り返
りと対話の時間

機中泊
11月9日（土）

東京着

派遣教員
※所属は2020年3月1日時点
所属

フルネーム

役職名・担当分掌

担当教科

宮崎県立宮崎大宮高等学校

木塲 康典

SGH 研究開発部

世界史

かえつ有明中・高等学校

佐野 和之

副教頭

物理

広尾学園中学校高等学校

木村 健太

医進サイエンスコース長

生物

武蔵野大学附属千代田高等
学院千代田女学園中学校

村上 奈麻子

IBコース担任

英語

聖光学院中学校高等学校

名塩 隆史

SSH 推進委員

数学

宮城県石巻高等学校

髙橋

進路指導部

数学

福井県立羽水高等学校

永田 卓裕

ISN事務局

英語

神奈川学園中学・高等学校

中野 真依

情報部

物理

岡山龍谷高等学校

青山 睦紀

特進副コース長

数学

宮城教育大学

安藤 明伸

中央教育審議会 教育課程部
会 情報 WG委員

技術

東北学院大学

稲垣 忠

経産省 「未来の教室」実証
事業教育コーチ

情報

就

調査研究活動
海外派遣中には、次表のような調査研究活動を行いました。

活動

詳細

High Tech High 訪問

サンディエゴ市内の同校を訪問し、以下のような活動を行った。
・授業見学
・生徒とのディスカッション
・教職員による学校紹介と活動内容のヒアリング

San Diego STEM ecosystem および
San Diego County Office of Education 訪問

サンディエゴ市の同機関を訪問し、以下のような活動を行った。
・San Diego STEM Ecosystem による地域のSTEM人材育成
の取り組みに関するヒアリングとディスカッション
・San Diego County Office of Educationによる学校と学校
外ステークホルダーの連携支援に関するヒアリングとディ
スカッション
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The Stanford Program on International and Cross-Cultural
Education (SPICE) 訪問

スタンフォード市の同機関を訪問し、以下のような活動を行っ
た。
・SPICE および SKY LaboによるSTEM 人材育成の取り組み
に関するヒアリングとディスカッション

Katherine R. Smith Elementary School 訪問

サンノゼ市内の同校を訪問し、以下のような活動を行った。
・授業見学
・生徒とのディスカッション
・教職員による学校紹介と活動内容のヒアリング

The Nueva School 訪問

サンマテオ市内の同校を訪問し、以下のような活動を行った。
・授業見学
・生徒とのディスカッション
・教職員による学校紹介と活動内容のヒアリング

Millennium School 訪問

サンフランシスコ市内の同校を訪問し、以下のような活動
を行った。
・授業見学
・生徒とのディスカッション
・教職員による学校紹介と活動内容のヒアリング

Hillview Middle School 訪問

メンローパーク市内の同校を訪問し、以下のような活動を
行った。
・授業見学
・生徒とのディスカッション
・教職員による学校紹介と活動内容のヒアリング

Minerva Schools at KGI 訪問

サンフランシスコ市内の同校を訪問し、以下のような活動
を行った。
・日本人学生４名とのディスカッション
・職員による学校紹介と活動内容のヒアリング
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教育実践活動
海外派遣中、以下の訪問先にて参加教員が各自の所属校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行いました。

訪問先

プレゼンテーション実施教員

High Tech High

青山 睦紀（岡山龍谷高等学校）
髙橋 就（宮城県石巻高等学校）

San Diego STEM Ecosystem

永田 卓裕（福井県立羽水高等学校）

Stanford University

木村 健太（広尾学園中学校高等学校）

Katherine Smith R. Elementary School

名塩 隆史（聖光学院中学校高等学校）

The Nueva School

木塲 康典（宮崎県立宮崎大宮高等学校）
村上 奈麻子（武蔵野大学附属千代田高等学院千代田女学
園中学校）
中野 真依（神奈川学園中学・高等学校）

Millennium School

佐野 和之（かえつ有明中・高等学校）

Hillview Middle School

木村 健太（広尾学園中学校高等学校）
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1.海外調査の結果
本節では、海外調査におけるヒアリング、ディスカッションの内容をご紹介します。本節は、派遣事業に
参加された先生方お一人お一人が学校・組織を担当される形で執筆されました。各学校・組織の取り組みに
関する情報は正確なものとなるよう注意していますが、中には担当された先生方の解釈が入った記述もあり
ます。各学校の取り組みの紹介はもちろんですが、参加された先生方が各学校の実践をどう受け止めたかを
知る手がかりとしてご覧ください。
各学校・機関のリストと担当者氏名、及びその学校・機関の特徴を以下にまとめました。読者の皆様の関
心に合った学校・組織を探す一助となれば幸いです。

学校・組織名

キーワード

調査担当者

High Tech High

公立学校チャータースクールにおける 髙橋 就
教科横断のPBL 授業設計、地元との連 （宮城県石巻高等学校）
携、教育格差是正

San Diego STEM Ecosystem

公教育を支えるエコシステム、教員へ 永田 卓裕
の支援
（福井県立羽水高等学校）

一般社団法人 SKY Labo

女子学生に対するSTEM 教育、女子学 中野 真依
生教育の国際比較
（神奈川学園中学・高等学校）

Katherine R.Smith Elementary School

制約条件のある初等教育におけるPBL 名塩 隆史
実践、教育格差是正
（聖光学院中学校高等学校）

The Nueva School

私立学校における教科横断のPBL 授業 村上 奈麻子
設計、保護者との連携、非認知能力の （武蔵野大学附属千代田高等学院）
育成
木塲 康典
（宮崎県立宮崎大宮高等学校）

Millennium School

私立学校における教科横断のPBL 授業 佐野 和之
設計、生徒集団・教員集団の設計、非 （かえつ有明中・高等学校）
認知能力の育成

Hillview Middle School

ICT 機器活用とPBL

木村 健太
（広尾学園中学校高等学校）

Minerva School at KGI

高等教育におけるICT 活用とPBL

青山 睦紀
（岡山龍谷高等学校）
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High Tech High
PBL で地域を巻き込み、地域の教育レベルを底上げする
URL

https://www.hightechhigh.org/

学校の基本的な背景
特徴
サンディエゴの市民団体と教育者が協働して 2000 年 9 月に設立した公立のチャータースクール（特別認可校）であり、
カリキュラムや教員採用などの様々な面において学校の裁量が非常に大きい。映画” Most Likely to Succeed” で一躍
有名になった学校である。設立当初は在籍生徒数 450 人の小さな高校だったが、現在では K-12（幼稚園～高校）の合
計 5,350 人の生徒が在籍する 16 の学校の連合体へと進化している。
画一的で知識を教え込むだけの教育から脱却し、これからの時代に必要とされるスキル（課題解決能力や人間関係調
整力など）を身につけられる教育の実践を目指して設立された。その教育の手法として課題解決学習（PBL）を採用し
ている。日本でいうところの学習指導要領のような制限は非常に緩く、基本的な Curriculum Standard があるのみで、
ほぼ全ての授業を PBL で進めている。
高校に在籍する生徒の 87% は卒業後大学に進学し、34% は STEM 系の学部へ進学している。進学することを強制
しているわけではないが、推奨はしている。生徒は PBL を通じて自身の興味関心をはっきりと認識し、自然な形でより
深く探究したいと思うようになり、その結果進学を選んでいるという印象。

生徒数
5,350 人（K-12 の合計）

先生の人数
約 480 人（16 校の合計）

生徒層の特徴
カリフォルニア州はメキシコとの国境沿いに位置しており、人口の過半数を占める民族集団はない。英語を母語とす
る非ヒスパニック系白人は、州全体の人口の 40.1% を占める。特にメキシコ国境に近いサンディエゴやロサンゼルス
では、住民の 43% 近くが家庭では英語以外の言語を話していると言われている。
High Tech High（以下 HTH）では、このような地域の人口構成を反映して生徒集団の多様性を確保するために、入
学希望者を住所（郵便番号）でナンバリングして抽選で入学の可否を決定している。これは、異なる背景を持った異質
な他者と協働する場面を、学校での学びの中に積極的に設計する目的にもとづいた戦略である。そのため、HTH は必ず
しも裕福な家庭の子弟ばかりが集まる学校ではないし、英語以外の言語を母語とする生徒の数も多い。

学費
公立校なので基本的に学費は無料である。ただし、その教育の実践には多額の資金が必要であり、様々な手法で資金
集めをしている。州から配分される資金を有効に活用するのはもちろんのこと、各プロジェクト（具体例は後述）で資
金調達を行ったり、郊外からの視察にも参加費を設定して教育実践の資金としている。学校の設計原理（後述）の一つ
に「Equity（平等）」を掲げており、資金調達のために私立化して学費を集めるということはしていない。
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視察時の行程
09:00 ～ 09:45 HTH 経営方針、見学アジェンダの説明
09:45 ～ 11:45 生徒によるガイドツアーと自由見学
11:45 ～ 12:40 HTH の教員と見学者とのランチミーティング
12:40 ～ 13:40 Project Unpacking（プロジェクト設計の具体例紹介）
13:40 ～ 14:00 日本での取り組みの紹介（岡山龍谷高校・宮城県石巻高校）
14:00 ～ 14:30 Leadership Meeting
14:30 ～ 15:00 リフレクション

教室空間・学校空間上の特徴
いたるところに生徒の学習成果物（作品）が展示されている。展示の方法は博物館や美術館を参考にして
いるとのことであった。作品の展示は、生徒がいつでも自身の学習成果を振り返ったり他者の成果物の意味
を考えたりすることを可能にしており、学習成果をさらなる学習の題材として対話が生まれるようになって
いる。視察者が展示物について生徒に質問をすれば、生徒は展示物を通して自身のプロジェクトへの取り組
みを振り返り、その意義や成果を他者に説明する。このような対話を通して生徒は学習の成果を振り返り、
その意義を見出し、自身の取り組みに自信を持つようになるものと思われる。
教室と廊下を仕切る壁がすべてガラス窓になっていて、教室内の様子が廊下や他の教室からも伺えるよう
な作りの校舎もあった。この環境では生徒達が必然的に「他者の存在」を感じながら学習に取り組むことに
なる。このことは、学習活動の多くを PBL の手法で行う上で、他者との協働を欠かせない要因の一つと捉
えている事に起因しているものと想像する。また、HTH に限ったことではないが、机や椅子・本棚などの
備品類が設置されておらず、ゆったりとくつろいで過ごせるような空間が存在することも特徴の一つかと思
われる。このような空間で過ごすことで生徒の創造性が育まれているのかもしれない。
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授業上の特徴
どのプロジェクトも「アート＋教科」という視点で設計しているのが特徴で、プロジェクトへの取り組み
を通じて得た成果（課題への解決策やアカデミックな内容についての知識・結論など）を社会に対して発信
したり校内に展示していた。
ガイドツアーで見学したプロジェクト「The Wicked Soap Company」の概要
10 年生（日本の高校 1 年生に相当）を対象として行われている化学・
Engineering design process・マーケティングの教科横断型 PBL。「科学
的知識とエンジニア用いる設計・開発のプロセスをどのように使えば消費
者のニーズに応えられるか」という大テーマにもとづいて、学習活動が行
われる。石鹸づくりを通して中和反応についての理解を深めるのが学習目
標の 1 つ。作った石鹸は一般消費者（保護者や地域住民、視察者にも！）
に販売しており、2015 年のプロジェクト開始からの累計売上は $10,000
に上る。生じた利益は HTH の卒業生を対象とした奨学金などの資金として
活用されている。
販売の行程を含めることで自然と教科横断型の PBL となるように工夫さ
れている。市場調査を行うことで消費者のニーズを把握し、包装も含めて
どのような石鹸を作ればそのニーズを満足させられるのかを検討する。その過程で商品のデザインや石鹸の
色・香りなどについても生徒は探究し始める。この授業を受けた生徒の反応の中には、「自分が作ったもの
を誰かが買ってくれたり褒めてくれたりすること以上に満足できるものは無い」といったものもあり、学習
活動に対して高い水準で満足していることが伺える。
グラフ描画ソフト「Desmos」を用いたプロジェクトの概要
方程式が描く曲線で絵を描くという数学のプロジェクト。
数学がどのようにしてアートを創り得るかという探究と同
時に、曲線を思い通りの場所に描くことを通して数学的知
識の理解を図っている。アートの技法を通して教科の知識
を獲得できるように組み立てられているところが特徴的で
ある。石鹸のプロジェクトとは異なり、成果物は校内で展
示されたり視察者にプレゼントする程度で、社会との結び
つきは比較的弱い。すべてのプロジェクトで「社会貢献」
をゴールに設定している訳ではない、というのは実際に訪
問して初めてわかったことの一つである。
Project Unpacking で紹介されたプロジェクトの概要
実際に行ったプロジェクトについて Tina 先生から説明があった。5 つの専門分野を持つ 3 人の先生
（Tina 先生は English と Government、1 人は Environment と Math、
1 人は Multimedia）でグループを作り、
55 人の生徒とプロジェクトに取り組んだ。プロジェクトを立ち上げる際、最初に先生方で決めたことは「何
を大事にするか？」ということ。マルチメディアの先生は VR を使いたがった。環境科学と数学の先生は、
このプロジェクトは高校生活最後のものだから、挑戦的なものにしたい、校外に対して発表させたいと言い、
人がたくさん集まる National Earth Day に発表しようということにした。Tina 先生は、フィンランドの無
駄遣いの少なさ、環境意識の高さをどうアメリカに持ってきたらいいかについて取り組んでほしいと思った。
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こうした話し合いの結果、次の 3 点を重視してプロジェクトを進めていくことになった。
①

Proud of them：彼らが誇れるようなプロジェクトにすること

②

Exhibition at Earth Day：アースデイで展示する（発表する）

③

Audience：どんなステークホルダーに影響を与えられるか？

プロジェクトを立ち上げる際、当然「何をするか」を決め
る必要がある。それに加えて、取り組みを通じてどういった
問いを生徒に投げかけるのかを決めることが重視されていた。
このプロジェクトでは、生徒に投げかける問いを「どうした
ら行動様式を変えて無駄を減らすことができるか？」に設定
したとのこと。発表を見に来るのは、サンディエゴに住む保
護者やビジネスパーソン、政策担当者だと考えられる。生徒
たちが学びの成果を彼らに伝えることで、生徒の学びを社会
に広げていこうという意図を感じた。
成果物の展示は生徒に取り組みへのフィードバックを与え、それが生徒の意欲向上の要因となっている。
また、成果物はポスターなどの平面的なものだけではなく立体物も多くあった。しかし、High Tech を名乗っ
ている割には 3D プリンターなどのハイテクを使って作品を制作している場面は少なく、木工やミシンなど
手を動かして作品制作をすることを大切にしている様子だった。
また、PBL と言ってもフィールドワークや制作ばかりを行うのではなく、
「普通の」教科指導も行っていた。
プロジェクトの設計段階で教科の知識とプロジェクトの進行過程を紐づけるようにしており、プロジェクト
のどの段階で教科のどんな内容を身に付けさせるかを設定している。特にプロジェクトの導入部分では日本
と同様の授業で教科指導を行い、基礎的な知識や概念の理解を図っているということだった。そうして獲得
した教科の知識を、プロジェクトを通じて成果物の形に落とし込んでいく点が特徴的である。

生徒の特徴
授業の様子を見ていて気づいたのは、どの生徒も視察者に対して自分が取り組んでいるプロジェクトにつ
いて上手に説明できている、ということだ。そのプロジェクトを通して何を学んでいるのか、何をゴールと
しているのかといった学習内容はもちろん、プロジェクトに取り組む意義なども自分の言葉で語れている様
子に驚いた。やらされている感は少なく、主体性を発揮して取り組んでいる。
日本人の母親とアメリカ人の父親を持ち、日本語を話せる高校 3 年の生徒にインタビューをした。日本で
も 1 年ほど学んだが、High Tech High での学びの方が楽しいと言っていた。こちらでの体験を通して、環
境について大学で学びたいと考えるようになり、アメリカの大学へ進学することを検討しているとのこと。
ガイドツアーで Student ambassador（訪問客をガイドする生徒）を務めた日系 2 世の生徒にインタ
ビューしたところ、アンバサダーには自分で応募し、採用時に簡単なレクチャーはあるが、特に勉強会や打
ち合わせなどは無いとの事だった。授業時間であっても、先生がアンバサダー対応するように指示する。課
題などが終わっていれば、アンバサダー本人としても、訪問客にこの学校の長所を説明することは有意義だ
と感じていると言っていた。
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教員の特徴
すべての教員は単年契約で採用されており、実際の生徒、HTH の教員を相手とした模擬授業やインタ
ビューを経て採用が決まる。HTH 側が求める人材像や雇用までの流れなどは、WEB 上で詳細に公開されて
いる。そのため、採用される教員は基本的に HTH で行われる教育活動の意義や理念といったものを十分に
理解しており、PBL を進めていくスキルも一般的な教員よりも高い水準で身に付けている。
加えて、HTH として教育大学院（Graduate School of Education）を持っており、HTH の教員に求め
られる Professional Development（専門性開発）を行う環境を整えることにも注力している。いわゆる教
員養成機関として機能しているとのことだった。教員の専門性開発担当者を校内に配置し、彼らがプロジェ
クトの立ち上げや進め方のサポートを行うことで、教員のさらなるスキルアップが図られている。

学校経営上の特徴
「成績順に生徒を分けない、躾けるという発想で接しない、生徒を社会から切り離さない」ということを
学校運営上の根本原理としている。これに基づいた 4 つの経営方針が紹介された。
①

Equity（平等）
成績順に入学者を選別するのではなく、住所ベースで抽選を行って入学者を決めている。生徒集団の

（人種的・学力的な）多様性を保つことに腐心している。
②

Personalization（個別化）
学級担任のような役割を担うのが「アドバイザー」と呼ばれる教員。1 人のアドバイザーが受け持つ
生徒は 18 名（1 学年 3 人 ×6 学年分）と少数で、生徒の家庭状況を把握したり保護者との関係性を構

築するため家庭訪問も行われている。保護者が望まない場合などは、自宅ではなく町のコーヒーショッ
プで行ったりすることもある。アドバイザーは基本的に生徒が進級しても代わることはなく、卒業した
ら新たに 3 人を受け持つ。このように、個々の生徒の状況を丁寧に把握することで、個別のアドバイス
の質を高めている。
③

Authentic Work（実践的な学び）
生徒たちに本物の課題に取り組ませることを大事にしている。単に教科知識を与えるのではなく、教

科の学習内容が実際に社会に存在している課題とリンクするようにプロジェクトを立ち上げ、学習成果
を積極的に社会に発信することで、生徒が自分の取り組みに対して意義を感じ、自信を持てるようにし
ている。
④

Collaborative Design（チームによるカリキュラムデザイン）
教員の Professional Development（専門性開発）担当者が教員をサポートしながら、複数の教員で
チームを作ってプロジェクトを立ち上げるようにしている。
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調査者コメント
学校の特徴を日本に取り入れる上で検討・留意すべきこと
日米の教育システム（制度）の違いに加えて、チャータースクールであるということも HTH
における PBL の自由度を高めている要因である。日本のような詳細な学習指導要領のようなも
のはなく、どのような内容をどのような活動を通して学んでいくのかを、学校や教員の自由な
裁量で決定できるという点が日本の学校との大きな違いだと感じた。入学してくる生徒や保護
者も、HTH がこのような背景を持った特別な学校だということを十分に理解していることも大
きなポイントだと思う。
加えて、生徒数に対する教員数の多さも様々な場面で丁寧に指導することを可能にしている。
例えば、プロジェクトに興味を示さない生徒もいるのではないかとの質問に対しては、「そうい
う生徒がいることは事実だが、興味を持てない理由は何か、何にだったら興味を持てるか、といっ
た質問を投げかけることで、プロジェクトが本人の興味に対してオープンであることを示して
いる。1 つのプロジェクトに様々な興味の入り口を用意する。」というような趣旨の回答があっ
た。日本では（特に教科指導の場面では）1 人の教員が 3 ～ 4 クラスで 100 人以上の生徒を
受け持つことも多く、このような丁寧な指導を行うことは必ずしも簡単なことではない（HTH
の授業は 1 クラス 25 人で実施しており、対話ベースで行っている）。

その他考察
通常の教科については他のアメリカの学校と同じで GPA（学校の成績、5 段階評価）がつく。
探究の評価は生徒が取り組んで来たことを発表させて質問して掘り下げていくことで、どの程
度深くまで探究できたかが評価できるという。また、成果物からも評価することができる。生
徒自身で行う評価については、質問シートが用意されている。「What are you most proud
of in this project?」などの質問項目がある。この質問紙はインターネットでも共有されており、
日本の学校でも活用することができるだろう。
PBL を通じて生徒を育成していく、という基本方針は学校全体に深く根付いている一方で、
学校全体として育てたいコンピテンシーは思いのほか曖昧な印象だった。例えば日本の学校で
は、各学校で教育目標を明文化し、その中で育てたい資質・能力を明らかにしていることが多い。
一方 HTH では、4 つの経営方針は明確になっているものの、その中で育てたいコンピテンシー
が明文化されているわけではない。この点に関しては日本での取り組みを海外に対して発信で
きるかもしれない（これまで以上に大切にする価値のある取り組みかもしれない）。

参考資料
• The Wicked Soap Company の概要（https://www.hightechhigh.org/hthma/project/wicked-soap-company/）
• 教員採用について（https://www.hightechhigh.org/about-us/join-our-team/）
• 教育大学院ホームページ（https://hthgse.edu/）
• PBL のデザインについて（教育大学院ホームページ内）（https://gse.hightechhigh.org/design/）
•「Desmos」を用いたプロジェクトについて（https://sites.google.com/a/hightechhigh.org/9th-grade-mathphysics-projects-hthma/projects/desmos-equation-art）
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San Diego STEM Ecosystem
地域全体を支える「エコシステム」
URL

https://www.sdstemecosystem.org

組織の基本的な背景
特徴
San Diego STEM Ecosystem（SDSE）は、サンディエゴ群内の STEM 学習を支える「エコシステム」
を構築するための教育行政機関である。全ての子どもたちが、知識とスキルを発展させるための STEM 学
習にアクセスする機会を保障するために必要になる教育、科学、ビジネスなどの各分野からのステイクホル
ダーを引き合わせることを開拓および支援している。
ここでの「エコシステム」とは、「全ての生徒の学習
たちにとっての高度な STEM 教育へのアクセスを改
善するために、コミュニティーパートナー間の協働に
よって動かされる、全国的に実施される地域的な取り
組み」と表現され、同じビジョンを共有した学校と各
地域のステイクホルダーたちが協働することを目指し
ている。それぞれの地域をより良くするために何が必
要かを知っているのは、その地域のステイクホルダー
たちである。だが、これまで学校組織と地域の人々が
共に地域の将来やそれを支える子供たちの学びについ
て何か実践することはもちろん、議論することさえほ

とんどなかった。それぞれの地域を深く知る学校の外のステイクホルダーたちと学校が協働することで、よ
り高度で真正な STEM 学習を実現できるというビジョンのもと、高度な STEM 教育をより多くの生徒に提
供するためにコミュニティ内の学校とステイクホルダーがどのように協働できるかを調整する役割を果たし
ている。
2020 年 1 月現在、全米で 89 の STEM 学習エコシステムが組織されている。それぞれの地域の教育行
政機関内に STEM エコシステム担当の組織が設置されており、一部の学校の成功だけでなくその地域全体
の STEM 教育の広がりや発展も大きな目的の一つと言える。それぞれの地域の実情（経済基盤や企業、高
等教育機関など）に応じて、STEM 教育の実践に協力してもらえる連携先を探し、学校と地域が協働して
STEM 教育を展開できるようにしている。また、アメリカ全土で STEM 教育を重要視され先進的な取り組
みをする学校が増えてきている一方で、それと同時に見えてきた生徒たちの STEM リテラシーの格差も課
題である。SDSE のホームページ上では、アメリカ全土の STEM エコシステムの広がりについて、以下の
ような考え方が示されている。
” Each Ecosystem can transform the local infrastructure for ensuring more students,
particularly underserved and underrepresented students, develop the knowledge and skills they
need to succeed.”
特に”underserved and underrepresented students”（それぞれのエコシステムがより多くの生徒たち、
特に十分サービスを受けることができないもしくは平等に取り上げられていない生徒たちが成功するために
必要な知識やスキルを発展させることを保証するためのローカルなインフラを整備することができる）は注
目すべきである。
San Diego County 内に先進的な STEM 教育を実践する学校を作るだけでなく、地域全体に平等かつ公
平な STEM 教育を提供すること、そしてそれを支えるエコシステムの構築を目的としている機関である。
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視察時の行程
当日は２名の方にご担当いただき、下記タイムラインの通り進行した。
・ Eric Meyer： Assistant Director of FLEET SCIENCE CENTER、SD STEM ecosystem の推進担当
・ Jewyl Clarke：Career Readyness
09:00-09:10 自己紹介
09:10-09:20 日本の実践紹介およびディスカッションテーマの共有
09:20-10:10 San Diego County Ecosystem の実践紹介と質疑応答

意見交換の様子
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機関経営上の特徴
アメリカ全土で 86 の STEM エコシステムが展開されており、それぞれの地域の実情において柔軟にエ
コシステムが形成されているが、全体では次の 10 原則が共有されているため、どの地域においても一定の
水準が保たれたエコシステムが形成されている。
＜エコシステム形成における 10 のデザイン原則＞
1.

STEM 学習エコシステムの構築の方法は一つではなく、「正しいモデル」も存在しない。

2.

エコシステムは複雑かつ厄介であり、必ずしも直線的ではない。エコシステム構築の目的は、全ての
若者に同じ STEM 経験をデザインすることではなく、全ての若者が個人の興味に応じて個別化され
た進路に沿って長続きかつ一貫した STEM 学習への機会を持つことによって STEM 学習機会を最大
化し、高め、そしてつなげることである。

3.

エコシステム構築には協同的な実践に従事している高度な専門機関が必要である。

4.

エコシステム構築は、活発な協力関係と業種を超え互いを尊敬し合うと多様なパートナーを特徴とす
るものである。この協働は、全てのパートナーの「啓発された利己心」に関心を向けることで上手く
いく。

5.

エコシステムを構築する人は、彼らが所属するコミュニティの様々な文化圏の代表者の価値や信念、
興味、強みを活用する。ステイクホルダーたちは非伝統的なパートナーたちを歓迎し、業種を超えた
パートナーに創造的な新しい方法を試す。

6.

高度な STEM 学習への公平なアクセスを全ての若者に保障するための課題を特定し取り除くことが、
エコシステム構築のための重要な要素である。

7.

STEM 学習エコシステムは、若者の学習や発達に関する様々な研究と同様に、K12 科学教育に関す
る米国学術研究会議のフレームワークに基づいている。

8.

実践は次の３つの目的において活発な探究型学習を促進する：１）STEM における学習者の能力と自
己効力感を育成する、２）複雑な課題を解決するための、彼らの現在および将来的な可能性に関する
理解を深める、３）忍耐力、克服力、想像力、課題解決力や協働力などを含む社会情緒的スキルを強
化する。

9.

エコシステムの構築者は透明性を重要視し、データ共有やデータに基づく意思決定が重要であること
を理解する。

10. 協力者たちは、業種横断型方略を実行することに従事した実践家とこれらの取り組みを持続させるこ
とに焦点を当てた組織的なリーダーとの間の省察やピアエクスチェンジのための時間を優先する。
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エコシステムの特徴
エコシステムについて
STEM 学習エコシステムを構成する枠組みとして、以下のような組織が示されている。実際にサンディエ
ゴ郡内では、SDSE を中心とし、学校だけでなく様々な地域組織が STEM エコシステムを形成している。
地域の教育行政機関だけでなく、高等教育機関や企業、公的な施設など様々な分野におけるステイクホルダー
と協働し、6 つのワーキンググループ（アクセスの拡大、環境教育、ビジネスパートナーシップ、幼児向け
STEM、K-12 イノベーション、女性向け STEM 教育）を展開し、年齢や性別に関わらずそれぞれの学習の
関心やキャリア段階に応じた生涯にわたる STEM 学習の実現を目指している。
例えば、生徒がロールモデルを見つけられるように人材をプールしたり、ビデオゲームが好きな生徒がプ
ログラミングに目覚められるきっかけを与えたりするなど、自分の興味とキャリアをつなげられるような機
会の提供を促進している。このように、子供たちが自らの興味関心に基づいた学習を学校だけでなく地域内
の活動を通して深めるために、それに答えるための多様な選択肢（現在 90 の機関や地域の企業などがパー
トナーとして参加している）を準備しており、学習者だけでなくエコシステムに関わる地域全体が STEM
学習を展開する環境を作り出している。
＜STEM エコシステムを構成する枠組み＞
・ 信頼性があり、協働的な実践にコミットしている非常に積極的な組織
・ Out-of-school time (OST) のシステムおよびプログラム
・ 高等教育機関
・ 図書館

・STEM 関連の企業

・地域密着型の組織

・学校および学校区

・STEM 専門の博物館や科学館

・STEM コンピテンシーの必要性を認識している企業

・慈善活動

・家族や保護者組織

・青年団体

地域社会との連携
学校と地域をつなぐ
地域のソーシャルネットワークを可視化してみると、学校はあまりにも孤立しており、他のステークホル
ダーとのコネクションがなかった。一方で、学校と地域が連携すると言っても、その連携のレベルも様々で
あり、単一の手法を用いて全ての学校が地域と上手く協働体制を構築できるわけではない。それぞれの学校
や子供達の状況に応じて、求められる地域との連携方法も様々である。このような各学校や地域の実情に応
じて適切な連携を支援しているのが SDSE であり、学校と地域が互いのニーズにあった連携をコーディネー
トすることが彼らのミッションとも言える。
例えば、教員は教育のプロだが、産業界には詳しい訳ではないため、企業と先生をつなげるだけでなく、
情報提供、研修の実施、産業界の人材と先生との関係性強化支援（一緒にツアーしたりなど）をしている。
例えば、女子向けプログラミングプロジェクトを提供してくれる人を探したり、プロフェッショナルディベ
ロプメントのコンテンツなどを作成したりしている。STEM 教育に関するパブリックコメントを集めたり、
企業内人材評価の枠組みを先生に伝えたりもしている（産業界がどのような人材を求め、評価しているのか
を先生に知ってもらうため）。また、産業界も STEM 教育への参加に興味を持つが、教育者ではなく学校の
事情も知らないはないため、様々な支援を実施している。例えば、企業が何かイベントをしようとした際に、
他の企業が同じ日程でイベントをしていないかなどの細かい情報を提供したり、子供と接する際のコツを教
えたりする。
このように、STEM 学習を媒介とし、学校と地域それぞれの立場から必要な声を吸い上げ、互いのニーズ
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にあった学習をコーディネートしており、このような実践によってより持続可能で真正な STEM 学習を展
開することができている。

先進的な実践のスケール
SDSE にとって、サンディエゴ郡の各学校での STEM 学習の支援も重要なミッションであり、同郡内に
は High Tech High を始めとする先進的な取り組みを行っている学校も存在する。STEM 学習を新たに実
践しようと学校や現在の取り組みを改善しようとしている学校にとって、このような先進的な実践から何を
抽出し、自校の実践に取り入れるかを判断するのは、大きな労力を要する。エコシステムの有無にかかわらず、
STEM 学習のデザインには、学校だけでなく外部機関との複雑な連携体制や、長年をかけて培われてきた学
校文化があり、表面的な部分（完成したルーブリックなど）を模倣するだけでは上手くいかない。そのため、
先進的な STEM 教育実践をいかに群全体にスケールしていくかは、SDSE が取り組むべき課題だと言える。
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調査者コメント
学校の特徴を日本に取り入れる上で検討・留意すべきこと
エコシステムという発想は、日本ではほとんど馴染みがない。STEM や PBL、探究学習の広
まりに伴い、学校とその地域の連携や「地域に開かれた学校づくり」という概念が広がっては
いるものの、その実態は学校と地域（企業）の要望をぶつけ合い、出前講座や施設見学などの
表面的な連携に留まっていることが多い。どのような学習であっても、その主体は学校でも企
業でもなく子供たちである。学校と地域が共に将来の地域ビジョンを共有し、そのために必要
な学習の場を共有することは、これからの日本の教育にとっても大切な視点である。だが、日
頃から多忙を極める教員にとって、地域企業などとそのような場をコーディネートすることは
容易ではない。そういう意味では、SDSE のように公的な機関として地域と学校を繋ぐ専門機
関があることは非常に心強い。一方で、SDSE のような仲介役が、学校と地域の連携をどこま
で深くサポートするべきかは留意すべきである。それぞれの学校の実態を知っているのはその
学校に勤務する教員であり、その学校と地域の連携を仲介役に一任するわけにはいかない。つ
まり最終的には、地域（企業）と学校が仲介役を介さず直接連携し、またそれを長期的に継続
していかなければならない。そう言った意味では、学校が地域との連携に積極的に関わる姿勢
は必要不可欠である。私が勤務する学校でもそうだが、地域の企業や行政機関が学校に来たり、
生徒が企業などに出向いたりすることは多いものの、教員が学校の外に出るような機会は少な
い（そのような機会があったとしても、ごく限られた教員だけである）。地域と学校が公平な立
場であることを学校（教員）側が理解し、積極的に地域社会に出て学校のビジョンや実践を発
信することが、日本でのエコシステム形成に必要なことではないだろうか。

参考資料
• Meet the San Diego STEM Ecosystem（https://www.sdstemecosystem.org/about）
• San Diego STEM Ecosystem（https://stemecosystems.org/ecosystem/san-diego-ecosystem/）
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一般社団法人SKY Labo
STEAM 教育を通じて女子学生のエンパワメントを行う
URL

http://www.skylabo.org/

学校の基本的な背景
特徴
一般社団法人 SKY Labo、STEAM の発想力を持つ人材の育成を目指して、スタンフォード大学で博士号を取得した
女性２人が、2016 年に立ち上げた非営利教育団体である。子供たちが自分で考え抜く力や想像力、情報を見極めて分
析する力、チームで効果的にコミュニケートし協働する力といった、21 世紀に求められるスキルを身につけることが
できる、学習者が主体となって自ら問題解決をする「探求型」の学びの場を運営している。また、女性の STEAM 人材
を増やすことを目指しており、2016 年から夏に女子中高生向けのワークショップを開催している。

視察時の行程
15:00 ～ 15:40

吉原先生より SKY Labo・SPICE の活動紹介
「イノベーション創出にむけた教育のためのカリキュラムマネジメント事例」

15:40 ～ 16:00

広尾学園木村先生より医進サイエンスコースの活動紹介

16:00 ～ 17:00

意見交換

ワークショッププログラムの特徴
SKY Labo では人間中心の思考を STEAM 教育の柱に置いている。STEM に加えられた A はリベラルアー
ツの A であり、テクノロジーを道具として、人間の役に立ちたいという志をもって使うことができる人材
の育成を目指している。
実施しているワークショップは、デザイン思考を使い、ユーザーの視点に立った物づくりの発想法を学ぶ
3 日間のプログラムである。講師は 100% 英語でデザイン思考を教えるが、バイリンガルの大学生や大学
院生がコーチとして寄り添い、生徒の英語力に応じてサポートするので安心して活動ができる。またプログ
ラムを通してチーム単位で活動し、参加者同士の助け合いと積極的な試行錯誤とを通じて、失敗を怖がらず
に挑戦し続ける心を育んでいる。
1 日目：企業が現場で実際に抱えている課題を聴き、誰の、どんな問題を解決することを目指すのかを考
える。インタビューを通してユーザーの潜在的なニーズをすくい上げ、共感することでより深く課題を掘り
下げる。
2 日目：チームで協力してブレーンストーミング＝思考の発散を行い、実際にアイデアをプロトタイプ（実
験用モデル）にしていく（＝思考の収束）。そうして出来上がった初期プロトタイプをユーザーに見せてフィー
ドバックをもらい、さらにユーザーのニーズを深く細かく探っていく。
3 日目：ユーザーの抱える課題と、それに対する解決策となるアイデアをチームごとに英語で発表し、
STEAM のプロから詳しいコメントをもらう。
さらに、このプログラムは女子中高生対象に実施していることが大きな特徴である。対象を女子に絞った
背景には STEM 教育の、特に日本の教育における大きなジェンダーギャップがある。
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STEM教育におけるジェンダーギャップ
OECD の PISA 2012 によると、PISA に参加している大多
数の国・地域において、一般に、数学や科学の問題を解く能
力に対する自信は男子より女子の方が低く、数学に対する不
安が強い生徒の比率も、女子の方が高くなっており、これは
好成績の女子の場合でも同じであった。しかし、数学に対す
る自信と数学に対する不安が同じレベルの男子と女子を比較
すると、成績の男女差はなくなっている。
加えて、状況を数学的に定式化したり、現象を科学的に解
釈したりする場合のように、科学者のように考えることが求められる質問の場合、成績優秀な女子でも男子
より成績が劣る傾向があった。科学者のように考える能力の男女差は生徒の自信と関係している可能性があ
る。生徒は、自信があるほど、失敗を気にせずに、数学や科学の知識を獲得する上で必要不可欠な試行錯誤
をすることができるからである。
また、子供に科学や技術、工学、数学などの分野の職に就いてほしいと願っている両親の期待感は、15
歳の息子と娘の数学の成績が同じ場合でも、娘に対する期待感より息子に対する期待感の方が高くなってい
る。高等教育以上を見ると、女性は数学、物理科学、コンピューティングなどの分野を専攻している比率が
低く、2012 年の場合、大学に進学した女性のうち、工学、製造、建築など、科学関連の専攻分野を選択し
た比率はわずか 14％にすぎない。対照的に、同じ年に大学に進学した男性の場合は、39％がこれらの専攻
分野のうちの 1 つを選択している。
これらの調査から、STEM 関連の学習における女子の自信、自己効力感、やる気について配慮することで、
ジェンダーギャップを克服する助けになりうることが示唆される。

ワークショップの効果
SKY Labo のプログラムに参加する女子中高生たちは、デザ
イン思考のプロセスを入れ込んだ探求型のカリキュラムを通じ
て、STEAM 人材のマインドセットとものづくりの発想法を、頭
と手を動かしながら学ぶ。
このプログラムでは、自分たちで課題を設定して試行錯誤して
いく過程、アイデアを形にしてコミュニケートしていく過程にお
いて、
「失敗して前進する（Fail forward）」ことを大切にしている。
失敗は自分たちが新しいことに挑戦している証拠であり、コーチ
は失敗をこそほめて励ましていく。この過程で生徒たちは、相手のためになるものを作りたいという熱い思
いと合わせて、クリティカルな思考力、コミュニケーション力、コラボレーション力、創造性というグロー
バル人材としての素質を学んでいく。そして何より、自分たちのアイデアを発信する自信を培っていく。こ
れは失敗しても続けていく力につながり、STEM 関連の学習を妨げていた、低い自己効力感の改善に影響し
ていく。
また、STEM 人材へのイメージがいわゆる「白衣で研究をしている孤高の人」から「たくさんの領域を繋
いで活動する人」に変化することもわかってきた。女子中高生にとって、自分が STEM 人材として活躍す
る姿や、活動できる場がイメージしやすくなったといえる。
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参加した生徒の変化
同年代や少し上の先輩から刺激を受ける
「インターナショナルスクールの子や、デザインコーチの
方の英語力に感動すると共に、とても良いモチベーションに
なりました。拙い英語でも自信を持って言葉以外の手段も使
いながら伝えるということの大切さを再確認出来ました。」
参加者には、バイリンガルで英語に不自由ない生徒がいる
一方で、普段英語に触れる機会が少なく自信はないが、英語
が好きでもっと学びたい生徒もおり、チームでは目標に向
かって進むために言葉の壁を助け合って乗り越えていくことになる。その過程で感じる、自分と近しい存在
への尊敬の気持ちが学びへのモチベーションとなっていく。
恐れずに意見を出し合うことで自信がつく
「相手の意見を否定せずにどんどん意見を出しあえる雰囲気作りがとても良かったと思います。日本の授
業ではどうしても正解かどうかということや、周りの人にどう思われるかを気にしてしまい発言する人が少
ないです。今回のワークショップではどの班もいきいきと発言していて、普段は発言できない私でも遠慮せ
ずに自分の思ったことを言うことが出来ました。」
この感想のように、初めはものすごく恥ずかしがっていた女子中学生がプログラムの後では堂々と話すよ
うになるなど、自分たちの持つパワーに気づく様子が見られるようである。
自分の意思や可能性に気づく
「自分がこんな事をやりたいって思えたり、自分にはこんなことができるって思えたり、そんな自分にな
れるなんて思ってもみなくて…」と涙をこぼした参加者もいたようである。一日の振り返りでの “I like, I
wish” メソッドを使ったワークでは、互いに意見を述べ合うときに「私は」を主語にして「私は～が好きで
す (= I like...)」「私は～たらいいなと思う (= I wish...)」という言葉で始めて意見を伝えていく。参加者たち
はワークを通して自分自身の想いをチームに受け止めてもらうことで、普段は小さくなっている自分の意思
や可能性に気づけるようになる。

コーチの特徴
2016 ～ 2019 のプログラムの実施を通じて、コーチを務めた大学生や大学院生も、参加した生徒たちと
の関わりの中で変化していくことが分かってきた。参加者やコーチだけでなく、その他のサポーター・オー
ガナイザー・スタッフ・ボランティアすべてが何か変わった感覚を得ている。
コーチとして活躍する資質には「人間が好きな人」が挙げられており、生徒たちの活動に興味を持って気
にし続ける（care）こと、生徒の横で話していくこと、そういったマインドセットが大切で、コーチの育成
としてはその心のありようをどう育てるのかがキーと考えられている。
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調査者コメント
プログラムの特徴を日本に取り入れる上で検討・留意すべきこと
中高一貫の女子校で教える理科教員として、SKY Labo の理念と実践に強く共感している。
OECD PISA2012 調査より、女子に STEM を道具として使いこなす能力があったとしても不
安や自信のなさによってその能力を十分に発揮しえず、また女子が STEM の領域で活躍するこ
とへの保護者や教師の期待感が低いことでやる気を得にくいことが指摘されているが、これも
現場で生徒たちに現行のカリキュラムで理科を教える日々から感じることと合致している。
STEM 分野の教育の難しさの根本にジェンダーギャップがあることを踏まえ、女子に絞ったプ
ログラムを実施することはとても理にかなっていると感じる。
さらに、同調査の「問題解決」の 4 つの下位プロセスの中でのジェンダーギャップを見ると、
「プ
ランと実行」「モニタと振り返り」については女子が有意に成績が高く出ており、「問題の探索
と理解」については差が見られず、
「問題の表象や定式化」では女子は有意に成績が低くなって
いる。このことから、女子は社会的な問題解決に向けたデザイン思考の出発点となる課題を見
つける際およびアイデアを実現し現実に適用していく際に非常に重要な「共感 empathy」に
ついて強みを持っているといえるのではないだろうか。こちらも、勤務校における総合学習の
実施に際して強く実感していることと合致しており、「人」を通して感動を得たり痛みを感じた
りすることには積極的に取り組めているので、その次のステップに、自分たちのターンとして
受け止めた共感に対しアイデアや行動を打ち出していくことが課題となっている。
一方、ジェンダーによって強み・弱みを論じること自体がジェンダーギャップの再生産につ
ながる恐れもあるが、現在の STEM 分野の教育における能力観（もっと言えば教え方そのもの）
が女子に不安を与える方向に偏りがちであること、STEM を人間中心の哲学（Arts）で使いこ
なしていくプロセスにおいては女子が比較的有能に活躍できる場面があることを、教師と保護
者は前提として持っておくことが必要だと考える。女子たちの STEM に対する不安を軽くし、
また得意を伸ばし自信を高めていく学習活動が、STEM＋A による創造的な問題解決、ひいて
は人にやさしい社会変革につながっていくのではないだろうか。

その他考察
学校でこの活動を探求学習に取り入れていくときに課題になりそうなこととして、以下が挙げ
られる。
• SDGs につながる社会課題を見つける方法 ― SKY Labo ではコーチが企業側の課題発見
フェーズに入って、企業の課題をまとめて落とし込む用のプレゼンを作成し、それを中高生に
見てもらっているとのこと。学校で実施する場合にはこの役割を誰ができるのか。
• 課題を持つ人（＝インタビュー先）の確保 ― ユーザーや企業側へのインタビューをするた
めの方法論をどう作っていくか。ユーザーとして誰を呼ぶか。呼ぶ、あるいは訪問するための
コスト、および人脈を、学校が得るにはどうしたらいいか。
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参考資料
• 木島里江・ヤング吉原麻里子『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』朝日新書
• SKY Labo（http://www.skylabo.org/）
• PISA 2012 results: The ABC of Gender Equality in Education; Aptitude, Behaviour, Conﬁdence（
• https://www.oecd.org/pisa/keyﬁndings/pisa-2012-results-gender-eng.pdf）
• OECD 生徒の学習到達度調査（PISA2012）
（https://www.nier.go.jp/kokusai/pisa/index.html#PISA2012）
• PISA in Focus: 教育における男女格差の背景
（https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisainfocus/PIF-49%20(jpn).pdf）
• 富士見丘中学高等学校ブログ「シリコンバレー流 デザイン思考ワークショップ 2016.08.31」
（https://www.fujimigaoka.ac.jp/newslist/sgh/2016/20160831_13080.php）
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Katherine R.Smith Elementary School
6 つの Habits “think, learn, work, communicate, collaborate, and contribute”
URL：https://ksmithschool.eesd.org/

学校の基本的な背景
特徴
1962 年 に 創 設 さ れ、1980 年 ～ 2000 年 代 に か け て は California Distinguished School や Nathional Blue
Ribbon School of Excellence に選ばれた経歴を持つ公立の小学校。近年では非大卒の低所得世帯の児童が多いことを
背景に、College 進学を意識づけるべく 2012 年から No Excuses University Network に参加。さらに 2013 年には
小学校では初の New Tech Network に参加し、クリティカルシンキングやコミュニケーション、社会貢献といった探
究スキルの獲得を意識づける 21 世紀型のプロジェクト学習や、タブレットを積極的に導入するなどテクノロジーの活
用にも力を入れている。

生徒数
約 480 名（各学年約 20 名 ×4 クラス）。他に幼稚園（児童数 100 名）がある。

先生の人数
24 名

１クラスの人数
約 20 名

生徒層の特徴
ラテン・ヒスパニック系の児童、スペイン語を母語とする児童が大半を占める。英語での学習を中心とするため、言
語での壁を抱える生徒が多く、学力水準も州の平均を下回る。

学費
公立校のため無料
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視察時の行程
10:00 ～ 11:45

児童 3 名による校内ガイドツアー

11:45 ～ 13:30

訪問校の先生方とのランチセッション（質疑応答）

教室空間・学校空間上の特徴
6 つの Habits（think, learn,work,communicate, collaborate,contribute）が校舎壁面のポップアートや、
教室内の掲示板など至る所に掲示されている。self-awareness,unique,successful など PBL を遂行するに
あたって重要なマインドを表す用語も随所に掲示されている。全校朝会でも復唱される。

各教室には担任教諭の出身大学の旗が入り口に掲げられ大学コーナーが設置。大学進学を意識させるべく、
特に小 1・2 生の教室には、2035 年の目標（大学進学）や、担任教諭出身大学に関して調べたことなどが
作品として掲示されている（No Excuses University Network に加盟している学校の特徴）。
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また、全教室共通の PBL ボードが掲げられ、成果物のみならず、目標や主たる問い（Learning Targets,
Driving Questions, Need to know, Keywords）についての記載欄が用意されている。(PBL Works のもの )

授業上の特徴
• 大前提として 6 つの Habits（think, learn, work, communicate, collaborate, contribute）の習得を徹
底している。毎週月曜日の全校集会で必ず確認させている。
• PBL は、1 学年 3 ～ 4 つのテーマを扱う（アメリカ国旗、植物、
神話、お金、コロニー、虹など）。PBL のツール・
ルーブリックは、New Tech Network のフレームを用いている。実際の授業では教員が 1 つのテキスト
を読み上げる、児童がタブレットで調べる、簡単なゲームを行うなど何をやるかによって生徒は 3 グルー
プくらいに分けられている。該当教科としての学習目標は明確にされていて、アートの要素を取り入れる
形で成果物を作成し、保護者や地域のために発表会を行う。
• 時間割は日本同様に 30 分～ 45 分単位で区切られていて、言語学と数学、理科、歴史とは別立てで PBL（主
として理科社会の内容）や STEM（タブレットの使い方、工作、プログラミング）の時間が確保されている。
PBL と STEM は切り分けられていて、「読み書き算盤」の基礎リテラシーを大切にしていることがうかが
える。算数も共有場面や基礎力の確認場面のみタブレットを使用していたが、それ以外は日本同様に紙と
ホワイトボードを用いた授業展開である。筆算の方法も指導されていた。
• 小 1・2 生は iPad、小 3 以上では Chrome Book が貸与の形で用いられ、STEM の時間で使い方を学び、
PBL のみならず通常授業の情報探索、協調場面で使用されている。目的に応じて明確に使い分けられて
いる。
• カリキュラム自体は州のスタンダードに基づいていて、学力テストも実施、結果も公開されている。また
卒業生の状況は New Tech Network で追跡調査できる。
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生徒の特徴
全般的に学ぶことを楽しんでいて、騒々しさは感じられなかった。協働の学びを通じて、他者を尊重、信
頼し貢献する姿勢が身についている。ガイドツアーをしていた児童のみならず、どの児童もその時に取り組
んでいる課題について物怖じせず説明してくれた。

教員の特徴
PBL の実践に関心があり、創造的取り組みに意欲的な教員が集まっている。なおかつ教科に関する内容
理解が深い。PBL も、目的を明確にした上で行っていて、教室内でいくつかに分かれて行われる学習場面でも、
十分児童に目が行き届いている。校長先生の指揮の下で、教員が 6 つの Habits を軸にチームとなって連携
出来ている点が授業運営を成立させているポイントである。

学校経営上の特徴
毎週木曜日午後に PBL を中心に研修目的でミーティングを行う（他の公立学校も午後は休みだが何もし
ていない）。水曜日午後には授業研究（相互批評）も行う。新人研修では生徒同様 6 つの Habits を教え込む。
地域の学校との連携も行い、この学校から他の学校に移って管理職になる先生もいる。教員の評価は、校長
による授業評価と、各先生方が立てた目標の達成度合いで行われる。生徒数・教員数からして比較的小規模
であることも取り組みを可能にしているポイントとなっている。
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調査者コメント
学校の特徴を日本に取り入れる上で検討・留意すべきこと
• 学校の到達目標（日本だと規律・道徳観が多い）を掲げている学校は多いが、この学校のよ
うに学習スキルを 6 つの簡単な単語にまとめ、刷り込ませている学校は少ないのではないか。
生徒の実態に合わせて、各学校独自で「～力」という形で簡潔に提示し、常に目が行くよう
にする、復唱させるなどの工夫は必要。PBL の中で取り入れるのが最も効率が良いだろうが、
教科内でも行動習慣としても普遍的に取り入れられそうな標語が望まれる（私の勤務校であ
れば「質問力」「観察力」「俯瞰力」「多様性の理解」となるであろう）。
• 教科を重視しているのは日本と同様であるが、日本では各単元の到達すべき目標（演習問題
のレベル）が高いため、項目を一通り扱うだけでもかなりの時間を要してしまう。PBL に要
する時間は、語学と数学、理科社会の基礎教養といったリテラシーのための時間（予復習時
間も含めて）を十分考慮した上で、バランスよく設定する必要がある。教科内で教えること、
PBL 内の到達目標に含めることを明確に分けるといった学内でのカリキュラム・デザイン、
マネジメントも欠かせない。教員の教科の専門性の高さは PBL の安定した運営には必須条件
となる。

その他考察
• 日本から海外に打ち出せそうな価値もあるのではないか。6 つの Habits の存在と少人数制
学級以外は、それほど日本とは変わらない印象を受けた。デジタルネイティブの時代とは言え、
基礎リテラシー習得のためにワークシートや計算ドリルが用意されている、手を動かして作
品を作っていくといった点は、その重要性について時代を経ても変わらないことを示唆して
いる。特に小学校では教科担任制ではないので、教科横断、特に音楽や図画工作との融合は
やり易いであろうし、すでに行われているところは多いであろう。

参考資料
• New Tech Network（https://newtechnetwork.org）
• no excuses university プログラム（https://noexcusesu.com）
• PBLWorks（PBL に関するサイト、特に当校が利用している PBL のフレームが掲載）
（https://www.pblworks.org/）
• Tech Smart（プログラミングツールとして当校が使用しているオンラインサイト）
（https://www.techsmart.codes/）
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The Nueva School（報告1）
学校のモットーは "Learn by doing, Learn by caring”
URL：https://www.nuevaschool.org

学校の基本的な背景
特徴
• ギフテッド教育 (Gifted Education)
• 対人関係能力育成（Social-Emotional Learning)
• デザイン思考（Design Thinking & Engineering)
• 探求学習（Project-and Inquiry-based Programs)
• 優れた教授陣（Distinguished Faculty)
クリティカルシンキング、問題解決能力を伸ばすことに力を注いだカリキュラム編成で、自己肯定感の育成・自分の選
択や行動に責任を持つこと・協同的に問題を解決する能力を学ぶことを大切にしている。

学校の生い立ち（設立主体、背景）
1967 年に Karen Stone McCown によって創立。知能指数は高いが、多動癖などの学習障害のために公立の学校に馴
染めなかった息子を持つ自身の経験をもとに、gifted children のための学びの場を作った。

生徒数
936 人

Lower School（PreK - 4the grader）214 人
Middle School（5th - 8th）299 人
Upper School（9th -12th）423 人

（1 クラス：15 ～ 18 人）

先生の人数
専任教諭 162 人、職員 68 人

* 教員の 80% が修士号、博士号を持つ

* 生徒一人当たり教職員数 6 人の割合

生徒層の特徴
入学時に IQ130 以上であることが望ましいとされている。アフリカ系アメリカ人、アジア系アメリカ人、ヒスパニック
が全体の 57% を占め、様々な人種の生徒が在籍している。

学費
$29,380 ～ $53,500 * 学年により変動

44

第４章・事 業 結果

視察時の行程
09:15 学校到着
09:30 ～ 10:05

Chris Scott 先生による日本語の授業見学

10:05 ～ 11:05

Innovation Lab（i.Lab）の見学＆Chris 先生、Sase Yoko 先生、Joey 先生との歓談、質疑応答

教室空間・学校空間上の特徴
視覚的工夫、安心の空間
校内では優しく暖かい色彩と木材が使用され、整然・清
潔な印象。開かれたスペースの中に子供達の五感を刺激す
るように、学びが視覚化されている。例えば職員室はドア
や壁・ガラスもなくオープンに配置されており（右写真）、
図書館による推薦図書はポスターとなりカラフルに配置さ
れ、その本を読んだ生徒は印をつけるようになっていた（左
下写真）。またヌエバでは裕福な家庭が多く、様々なものが
寄与されている。生徒が自由に使用できるサッカーボール
や８台の 3D プリンターは保護者からの寄付という。

生徒が学ぶ多様な学びの空間
ヌエバでは、通常授業外で様々な取り組みが行われているが、ここでは生徒に開放された施設である
i.Lab について報告したい。
i.Lab は生徒が遊び、デザインし、プロトタイプを作り、プロダクトを生み出す工房である。生徒は、個
別プロジェクト・選択授業・ロボットクラブなど多様な関わりでこの部屋を使用することができる。特徴は
以下の通り。
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本格的な道具 ①本格的な道具
レーザーカッター、3D
レーザーカッター、3D
プリンターなど本格的な道具が揃う（写真右）
プリンターなど本格的な道具が揃う（写真右）
。
。
学術的な学び ②学術的な学び
生徒の作品の中に、空気抵抗のテストができる空洞の実験用具があっ
生徒の作品の中に、空気抵抗のテストができる空洞の実験用具があっ
。電気自動車で使用される装置のプロトタイプだという。これは形態
た。電気自動車で使用される装置のプロトタイプだという。これは形態
学の基礎となる。
力学の基礎となる。
常駐する先生 ③常駐する先生
授業を教える先生とは別に危険な道具の扱いを助けてくれる先生が常
授業を教える先生とは別に危険な道具の扱いを助けてくれる先生が常
いる。
にいる。
子供の「できる」にリミットを設けない仕組み
④子供の「できる」にリミットを設けない仕組み
ヌエバのデザイン思考のプロセスは企業の
ヌエバのデザイン思考のプロセスは企業の
IDEO とスタンフォード大
IDEO とスタンフォード大
の d スクールとパートナーシップを結び、彼らの協力を得ながら作ら
学の d スクールとパートナーシップを結び、彼らの協力を得ながら作ら
た。dSchool れた。dSchool
で大人がやることを子供たちができるようにデザインプ
で大人がやることを子供たちができるようにデザインプ
セスを変えているそうだ。Nueba
ロセスを変えているそうだ。Nueba
のデザインプロセスは「仮説を作り
のデザインプロセスは「仮説を作り
プロトタイプを作る→テストする→見直す」の流れ。最終ゴールはい
→プロトタイプを作る→テストする→見直す」の流れ。最終ゴールはい
でも "Take Action"、そして
つでも "Take Action"、そして
"What do we need
"What
next?"
do we
である。それ
need next?" である。それ
終わりのない創造への探求であり、その探求はどこから始めてもいい。
は終わりのない創造への探求であり、その探求はどこから始めてもいい。

Lab で見た子供たちの取り組みをいくつか紹介する。
i.Lab で見た子供たちの取り組みをいくつか紹介する。

木のおもちゃ作り（写真右）
①木のおもちゃ作り（写真右）
年生はおもちゃ作りに挑戦する。羽が動く車、キーが動くピアノ、
1 年生はおもちゃ作りに挑戦する。羽が動く車、キーが動くピアノ、
ゴのようなブロック、など。子供達のおもちゃを組み合わせればまた
レゴのようなブロック、など。子供達のおもちゃを組み合わせればまた
たなおもちゃが生み出される。これは
新たなおもちゃが生み出される。これは
fablication class（制作）
fablication
の最
class（制作）の最
の作品。
初の作品。
trandbeest（写真右）
②strandbeest（写真右）
ねじの原理を利用した動く機械仕掛けの生き物。プロペラに風を当て
ねじの原理を利用した動く機械仕掛けの生き物。プロペラに風を当て
と複数の足が絡み合い前へ進む。最初のプロトタイプは時計の分解と
ると複数の足が絡み合い前へ進む。最初のプロトタイプは時計の分解と
う。
いう。
Creature Comfort
③Creature
Project（日常生活を心地よくするちょっとした
Comfort Project（日常生活を心地よくするちょっとした
沢）
贅沢）
動物を顧客とし、動物のための新しい部屋とおもちゃをデザインする
動物を顧客とし、動物のための新しい部屋とおもちゃをデザインする
ロジェクト。まず動物を調査し、何が必要か考えプロダクトを作る。そしてそれを実際に動物園に持って
プロジェクト。まず動物を調査し、何が必要か考えプロダクトを作る。そしてそれを実際に動物園に持って
き動物に使ってもらう。
いき動物に使ってもらう。

こういった取り組みは、遊びの中から創造性が育まれ、社会に通じる新しいプロダクトを生み出すことを
こういった取り組みは、遊びの中から創造性が育まれ、社会に通じる新しいプロダクトを生み出すことを

授業上の特徴
学びのデザイン①：インターセッション
秋学期と冬学期の間の 1 週間には、インターセッションという保護者による特別講義が行われる。これは
校長と保護者で話し合い企画される、保護者主体のコースだという。その内容は保護者の専門性やスキルに
合わせて料理、歴史、哲学など多岐にわたり、生徒はその中から 2、3 の講義を選択する。保護者は委員会
を立ち上げ、1 年がかりで準備する。教員の話によると、保護者がインターセッションを積極的に取り組む
内的動機は、social capital であり、「自分が携わっている分野・産業の人を紹介したい」「自分たちの知識
やスキルをシェアしたい」という気持ちではないかと言うことだった。
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学びのデザイン②：第二言語の授業見学から
ヌエバでは第二言語として日本語・中国語・スペ
イン語が学べる。見学した日本語の授業は、ヌエバ
での学びは "Learn by doing" だということを実感
するものであった。スコット先生の授業は生徒 15
名程度のクラスで、本時の目標は「友達の顔や特徴
を描写してみよう」。黒板に設置されたプロジェク
ター、生徒のプリントを基に All Japanese で授業
が進められる授業スタイルは、自身が行ってきた
All English の授業と基本的に同じだった。
今回の授業で生徒たちは、日本のアニメのキャラ
クターであるトトロを使いながら、体の特徴、服、
アクセサリーによって動詞・形容詞の使い方が違う
ことを学んでいた。生徒は主語と述語と助詞を正しく使うことが求められた。また、
「帽子」を「被っている」
と言っても「着ている」とは言わない、などの描写技術に加え、
「トトロさんは『葉っぱの』傘を『持っています』」
など新しい情報も追加されていく。描写に使いたい言葉を生徒が知らないときは生徒側から「umbrella は
日本語でなんと言いますか」と質問がでる。このやり取りは日本の教室にはなかなかない光景だ。ある生徒
が「（ジョーカーの）顔が悪いです」というと、先生はすかさず「彼の心はどうですか？」と質問し、別の
生徒が「ジョーカーの心は悪いです」と答えていた。
スコット先生の授業は一見すると英会話の授業のようだが、どうもそうではなさそうだ。ヌエバでは言語
教育においても「本物に触れる」ことを大切にしている。教材として日本の漫画や小説を使用し文法の構造
も学ぶという。また、日本語上級者のクラスでは哲学の本を読んだり、落語の発表を最終試験とすることも
ある。落語に取り組んだ際には一連の授業の中で狂言などの日本の伝統芸能を学んだ。ロボティックスの授
業との PBL では、日本に置けるロボットとテクノロジーについて勉強したりもする。言語の学習においても、
ヌエバのデザインプロセスを意識して作られているのだろう。

生徒の特徴
見学した日本語の授業の生徒たちや、i.Lab で作品作りに
没頭する生徒たちを見て感じたことは、この学校の生徒た
ちは「安心して」「自分の力を伸ばすことに集中している」
ということだ。授業内では、生徒たちは積極的に発言し、
間違えることも気にしない。お喋りに興じているようでい
て、先生の話を聞いている。先生にマイペースに質問をす
るし、話したいときに話しだす。全体的にのんびりとして
いる。あくまでも先生と生徒の関係性はフラットであるよ
うに感じた。
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教員の特徴
何よりも、教員達は快活で楽しそうにゆったりとしている。その理由を先生達は「全ての仕事を請け負う
ことはせず自分の授業に没頭できるから」と述べた。インターセッションにしても i.Lab にしても、保護者
や外部の人の協力のもとに企画・運営され、教員は関わらない。SAT 対策は外部委託し教員は授業だけに
コミットできるようになっている。組織全体の関係性やあり方がフラットでハブ的、双方向的なのだ。そし
て自由に教員が授業を組めるのは、カリキュラムなどの縛りがなく、先生の裁量がとても大きいからだとい
う。
また、教員は自分たちの専門性に確かな自信を持っている。それぞれが自分たちの得意分野をもち、お互
いの得意分野を組み合わせながら授業を提供している。そのためか、お互いにリスペクトしている様子が話
の節々に感じられた。教員研修もしっかりと学校の文化の中に組み込まれている。初任者向けのオリエンテー
ションに始まり、夏には毎年無料で参加できる研修がある。
最後に、教員は生徒の持つ力を育てるだけでなく、卒業後にそれをどう活かしてどんな場所でどう活躍し
ていくのかまで考えて学習活動を設計している。生徒の大学進学と Nueva 独特の評価をどうすり合わせて
いるかについて聞いたところ、「Nueva の生徒らしさ」を理解して育ててくれる大学に行けるように大学の
administration スタッフと先生がよく相談しているのだという。

学校経営上の特徴
ここは生徒の自主性を重んじ、生徒の持つ力を信じている環境であることは間違いないだろう。
ヌエバの生徒は 5 歳の時から高校卒業するまで制作に自由に没頭するという。また、1 週間に 72% の生
徒が i.Lab で過ごす。先生たちの言葉で印象的だったのは、「dSchool で大人がやることを子供たちができ
るようにデザインプロセスを変えている」ということだ。道具は本格的で、専門家がいつも見守る。遊びの
中から新しい考えや物が生み出され、プロトタイピングから次のプロジェクトを新たに回し、最終的に本物
のプロダクトが作り出されて行く。
また、ヌエバでは学びの空間や時間を制限しない。
職員室に見られたように、空間が誰に対しても開かれている。例えば i.Lab は基本的にいつでも使用可能
であったり、学期の合間にはインターセッションが用意され、シリコンバレーの人が来て教えてくれること
もある。ヌエバでは生徒 × 教員、教員 × 保護者、教員 × 教員の関係性がフラットなゆえに、学びが様々な
時間軸で起こっている。先ほど生徒の取り組みとして取り上げた Creature Comfort Project は、動物園
を支援している保護者のつてで、毎年動物園を学校に呼んでいる関係で生まれたプロジェクトだという。以
前私は生徒から、物理的な壁があると安心感が持てず、学校からの心理的な無言のプレッシャー（期待）を
感じると言われたことがある。例えば教員室は、学校から「生徒は生徒らしくあれ（教員に従いなさい）」
というメッセージを受けているように感じるのだそうだ。空間の使い方が思考傾向に影響を与えることもあ
るのかもしれない。
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調査者コメント
学校の特徴を日本に取り入れる上で検討・留意すべきこと
「i.Lab は日本の高専のようだ」という声が視察団の中から上がった。日本の教育課程にある
図工の時間も i.Lab 同様ものづくりの現場であるし、家庭科の調理実習も Learn by doing の
現場である。日本の教育課程もそれ自体はなかなか面白いと思う。ではヌエバのように、より
教育的効果を高めるには何が必要だろう。
一つは細分化された時間的・空間的な縛りの解除ではないだろうか。時間割や教育課程、学
校予算の問題は教育上の縛りの一つであるし、そのために教科横断がしにくい。また、柔軟な
教育課程を良しとし自由裁量を教員に与えるならば、教員の「やってみたい」という思いをサポー
トできるような仕組みや組織作りも取り入れたい。また、教員の自己研鑽に務める「心の余裕」
を確保するためにも「時間」の捻出が必要になる。これはヌエバでの学びの方法論と同じで、
教員の創造性を育むために教員こそ「遊び」の時間が必要であるということだろう。ヌエバの
ような外部委託や保護者との連携が解決策を生み出すのではないだろうか。
二つ目は生徒の持ちうる力を信じ、本物に触れさせてみることではないか。ヌエバでは、本
格的な道具・大学の専門家や社会人と触れ合わせ、実際に社会に役立つプロジェクトに携わら
せる。学校を社会から切り離した空間にしていない。そして生徒に「君たちは change maker
になれる」と暗に示しているように思えた。ヌエバでの実践全てに創始者の信念、学校の掲げ
る理念が見事に浸透していると感じる。日本でもすぐに始められることは「生徒の力に教員が
制限をつけない」「本物に触れさせる」「（生徒たちが）社会の大切な一員であることに早いうち
に気づかせること」「彼らには世の中を変える力があると伝えて行くこと」のように思う。その
ためにも教員と生徒、保護者の新たな連携作りへの行政の支援があると嬉しい。

その他考察
ヌエバは経済的にも環境的にも、かなり恵まれた環境である。学校を訪問したあと、その環
境の素晴らしさに「この学校で実習をし、一緒に授業を組み立ててみたい」と視察団の先生方
と話した。年間 300 万を超える学費があればこそ、専任教諭占有率の高さや生徒一人当たりの
教職員の人数、また設備の充実が確保できているのは確かだ。学校の経済的体力がヌエバの実
践を取り入れる際の大きな課題となるとは思う。
しかし、ヌエバの学びにはオーソドックスな学びもたくさんあるし、真似できる部分も多い。
例えば授業に遅れがちな生徒には個別補習を先生が行うし、評価は数学や物理でペーパーテス
トも併用していると言う。ヌエバの言語活動は日本の現場で行っているものと似ている部分も
多 く、自 分 の 授 業 に 自 信 が 持 て た。生 徒 一 人 当 た り の 教 職 員 の 人 数 は 確 か に 課 題 だ が、
EdTech を利用してオンラインで生徒の発言を聴いてくれる人を確保したり、音声入力や AI を
うまく利用する方法もある。i.Lab のように 3D プリンターがなくても、「ものづくり」を中心
とした思考活動を取り入れることもできる。ハードの面はぜひ行政の支援を受けて EdTech な
どの利用によりどうにかしたい。だとすれば、次は職場の環境作りをどう支援していくかでは
ないだろうか。そしてここが意外と一番のハードルなのかもしれない。
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The Nueva School（報告2）
教員・生徒の才能を伸ばす学校
https://www.nuevaschool.org

学校の基本的な背景
特徴
学校のモットーは "Learn by doing, Learn by caring” である。同校の特色としては、①ギフテッド教育 (Gifted
Education)、②社会性・情動スキル教育（Social-Emotional Learning)、③デザイン思考（Design Thinking)、④探究学
習（Project-and Inquiry-based Programs)、⑤優れた教師集団（Distinguished Faculty）が挙げられる。

学校の生い立ち（設立主体、背景）
創設者 Karen Stone McCown は、ギフテッドな子どもたちに注意が払われていないという問題意識の下、著名な教
育者、ノーベル賞受賞者、心理学者、医師、企業の人々と会い、ギフテッドな学習者のニーズ、学校内のリソース、社会のニー
ズを調査。彼女の研究の結果をもとに、1967 年に The Nueva School が設立された。

教室空間・学校空間上の特徴
アート性が高い中間成果物の展示
High Tech High では、PBL にあたって Exhibition（展
示）が重要であると言われていたが、同校でも同様の傾
向が見られた。日本の場合は、プロジェクトの途中過程
は、模造紙に付箋やペンで箇条書きされるケースが多く、
途中経過が展示されることは少ない。同校の展示を見て
もわかるとおり、視覚的にまとめるスキルを学んでおり、
アート性が高いため、多くの人々の目に触れることによ
り、自己肯定感やフィードバックから次への指針を考え
ることができるようになっている。
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イノベーションスペースi.Lab
The Nueva School の特色ある教育の 1 つである、デザインシンキングの象徴的な場所が i.Lab である。
i.Lab については Stanford d.school ご出身の Joey 先生が説明をされた。室内には、Nueva 版の PBL の
デザインプロセスとそのポイントが明確に示されていた（左）。おそらく、Stanford d.school のプロセス
をもとにしていると考えられるが、同校の教育に合わせたわかりやすいものであった。Hill View でも同様
のデザインプロセスとマインドセットが図式化されていたが、この展示があるということは、教員と生徒で
これが共有されていることの証であろう。空間は、d.school を彷彿とさせるプロトタイピングスペースと
なっており、i.Lab は平日の 8:00 ～ 18:00 で自由に使用でき、クラブ・選択授業・個人プロジェクトなど
で使用できる。
3D プリンタは保護者からの寄贈、長期休業中には保護者企画の PBL が行われるなど、保護者を巻き込ん
でいることが空間からも察することができた。

共有空間の重要性
同校では教室は仕切られているが、教員のスペースは廊下から完全ではなく、
ゆるやかに仕切られていた。ある程度の教員の作業空間も確保しつつ、生徒の
顔が見え、他の教員ともコラボレーションが生まれる空間設計となっている。
シンガポールにおいても、正面玄関すぐの生徒の談話スペースが重要であり、
そこでコラボレーションがうまれることが重要であると言われた。創造都市論
では、都市が創造的であるためには、店舗と店舗を結ぶ多様性を育む共有空間
の存在が重要であり、そこにアートの存在が不可欠である。学校の場合は、教
室と教室を結ぶ空間づくりとアートの融合によって、教員・生徒のコラボレー
ションと創造的な環境づくりができる可能性がある。

授業上の特徴
クリス先生の日本語の授業
その日取り組む課題をはじめに提示し、それを解決するための練習
が途中にあり、最後に再度冒頭の課題について実際行う、という PBL
の授業構成であった。
具体的には、クリス先生が「今日は授業の最後にトトロやビヨンセ
を日本語で描写します」と言ってスライドでトトロ・ビヨンセを示し、
生徒たちに日本語でこれを説明したいというモチベーションを持たせ
るとともに、授業のゴールを明確にしていた。そして、本時のゴール
に到達できるよう、ステップとなるワークが入っていた。「他の生徒を描写しよう」という問いかけのもと、
「A さんの髪は黒いです」など、生徒相互の描写を日本語で表現するという内容があった。このワーク中は、
20 名程度の生徒の様子を先生がくまなく見て回り、できるようになるまで繰り返させていた。そのワーク
を経て、最後にトトロとビヨンセの写真を示して、ワークの内容をもとに、生徒達に日本語で描写させると
いうものであった｡また宿題は、自分の好きな有名人を日本語で描写するというものであった。
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i.Labで行われている授業
i.Lab は、生徒が個別プロジェクト・選択授業・クラブ活動などで使用することができ、デザインし、プ
ロトタイプを作ることができる部屋である。
ヌエバスクールのデザインシンキングは、IDEO と Stanford d.school との協力で作られており、空間も
デザインプロセスもその影響を大きく受けているが、中等教育段階で取り組みやすいプロセスになっている。
空間も、3D プリンター・レーザーカッターが設置されるなど、充実したプロトタイプスペースとなっている。
①デザインのプロセスの標準モデルが認知されている
ヌエバスクールでは、以下のようにデザインプロセスのモデル（らせん状モデル）が示されており、どの
ようなプロセスで考えればよいか、各段階でどのようなことに注意を払うべきかが示されていた。日本でも
各学校において探究活動の計画やプロセスが明示されているが、このような標準モデル化が、各学校で行わ
れていた。
Stanford d.school のデザインプロセスと類似しているが、ヌエバのプロセスとして設計されていた。標
準モデルの存在は、デザインプロセスを自ら設計することができるためには最も重要なことであり、価値あ
る試行錯誤や、振り返りをする際にも、これが認知されていることは、教育的効果を高める上で重要である。
段階（ステップ）

活動・スキル

“Research / Deep Dive”（調べる・
深く掘り下げる）

“Observe”（観察）
、“Ask & Listen”（尋ね・聞く、インタビュー）“Research”（文献調査）

“Focus”（焦点化）

“Synthesize & Define”（統合・総合化と問題定義）

“Generate Ideas”
（アイディアを発想する）

“Brain Storming”（ブレインストーミング）

“Make Informed Decisions”
（十分な情報を得た上での決定）

“Analyze and Choose”（分析と選択）

“Prototyping Cycle”
（プロトタイプのサイクル）

“Create Prototype”（プロトタイプを作る）
・“Seek Feedback”（フィードバックを得る）
・
“Incorporate Feedback”（フィードバックを組合せ具体化する）

“Collaborate”（協働する）

“Monitor Team Dynamics（チームの活動過程を注視する）”“Motivate & Inspire”（モ
チベーションを注視し、盛り上げる）
、“Project Management”（プロジェクト管理）

表：The Nueva Schoolのi.Labのデザインプロセスと各段階で必要な活動・スキル

②1 つの授業の例
インターセッションの期間中は、保護者が企画するさまざまなプログラムが行われる。そのうち、i.Lab
に移動動物園を招き、生徒達は動物の行動を観察し、ニーズに合わせたツール（おもちゃ）をつくるという
PBL がある。まさに、動物の行動観察と保護者による講義の往還を通して深く理解し共感が生まれ、ニー
ズを絞り込み、アイディアを発想して、プロトタイプをして、実際に取り組んでみる、という内容になって
いる。
③カリキュラムづくり
②で挙げたように、インターセッションの期間中は、保護者企画のプログラムが行われる。その時期に、
教員はテストの採点・評価や次の学期の計画・準備に取り組んでいる。その期間に計画を立て、場合によっ
ては教員間のコラボレーションについても話をしているということだ。
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生徒の特徴
儒教的な規範意識が残る東アジアとは異なり、先生も生徒もフラットな関係である。授業中には、生徒た
ちは集中して取り組んでいて、得意・不得意の差はあれど、日本の生徒に比べ、自らよく質問をし、生き生
きとした表情をしている。直接質問することはできなかったが、その背景には、SEL 教育、教室空間が安心
して話ができる場であること、発言のしやすい人間関係が構築されていることがあるのではないかと考える。

教員の特徴
70 パーセント以上が修士以上の学位を持つ、レベルの高い教員集団である。そのためか、カリキュラム面・
評価面で特筆すべきことがあった。
カリキュラムについては、目線合わせがなされているだけであり、内容レベルでマネジメントが詳細にな
されているという話はなかった。High tech High 同様、高い専門性をもつ教員集団の創造性の延長性でコ
ラボレーションが発生しているのであろう。
また、評価方法については、例えば数学においては、ペーパーテストで測定する部分と、別の方法で測定
し評価する部分を切り分けているということであった。
これら特徴の背景には、各授業担当教員が身につけさせたいコンピテンシーを設定し、これに基づき授業
を計画し、そのコンピテンシーに対する到達度を測定する、という一連の視点があるからであろう。

学校経営上の特徴
教師の高い専門性を背景に、教師の裁量権が強く、他教師とのコラボレーションもその延長で行われてい
る。これをできる前提として、学校が外部を巻き込み、徹底して分担するという経営上の特徴がある。
①保護者を巻き込み、分担
日本では、保護者主催のワークショップ・出前授業等もあるが、基本的には教師が企画・運営や連絡調整
を行っているケースが多い。しかしヌエバスクールの場合は、学期末に保護者に企画から任せて先生は採点
に集中する、というようにされている。また、その期間に記述式の試験を行い、丁寧なフィードバックをす
る等、より深い学びを促進する取り組みを実施している。
②大学入試について
大学共通テストである SAT 対策は予備校に委託して取り組んでおり、学校教育からは切り離されていた。
また、大学のアドミッション担当に評価の方法・同校での学び方を説明しており、生徒が高校で学んだこと
を大学で生かせるように高校側も取り組んでいる。
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調査者コメント
学校の特徴を日本に取り入れる上で検討・留意すべきこと
①教師の学び直しと高い専門性・創造性
The Nueva School では、ナショナルスタンダードにとらわれない教育をしていない可能性
もあるが、教師の高い専門性とクリエイティブさが印象的であった。PBL を作るためには、教
育に対する深い理解を基盤に、自由な発想のもと、周到な準備をしなければならない。教員た
ちに学び直しの機会が制度化されていて、学校も推奨している。台湾、ベトナム、シンガポー
ルでも同様に、教員は修士課程以上を修了しているケースが多く、その割合がホームページで
公表されており、教師集団の質の高さの指標としている。
②教師の裁量権と創造性
The Nueva School では前述の通り、同じ数学でもペーパーで測定する部分と、他の方法で
測定する部分があるということであった。その背景には、設計の段階から、コンピテンシーを
もとに、身につけさせたい学力像を設定していることが大きく影響しているのではないか。日
本でも、教師の裁量権を高め、設計するという文化が広まれば、ペーパーテストで測定できる
学力とそうでない学力を分けて評価されるようになるのではないか。

その他考察
今回のアメリカの調査において、日本の「総合的な探究の時間」にあたる発想は、アメリカ
では見受けられなかった。むしろ、各教科科目の専門性の延長線上で、PBL が行われていた。
現在、日本では高校 1 年生から総合的な探究の時間が先行実施され、担当者が計画と運営に追
われている。多くは、教科目に並列で探究の学習が設計されていることが多い。しかし、学び
の総体の中で探究学習を考え、探究の時間を「コア」とし、教科目はそのコアを考えるための
周辺課程という学びのデザインをするならば、生徒たちの学び全体に変化をもたらすことがで
きるのではないか。これは、アメリカとは異なり常勤の教員の割合が高く、教員集団のコラボレー
ションが生まれやすい日本型の教育として世界に打ち出せるのではないかと考える。

参考資料
• ヌエーバの教壇へ～IQ135 以上で入学 ヌエーバスクールの衝撃（https://istimes.net/articles/1124）
• 海外現地校視察レポート：入学時 IQ130 以上！米国シリコンバレーのトップスクール The Nueva School（
https://globakids.com/%E6%9C%AA%E5%88%86%E9%A1%9E/
%E6%B5%B7%E5%A4%96%E7%8F%BE%E5%9C%B0%E6%A0%A1%E8%A6%96%E5%AF%9F
%E3%83%AC%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%EF%BC%9A%E3%83%8C%E3%82%A8
%E3%83%90%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB/）
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Millennium School
青年期の子供たちが安心してチャレンジできる場づくり
URL

https://www.millenniumschool.org/

学校の基本的な背景
特徴
Millennium School は、青年期の子どもたちを対象としたインターンシッププログラム SPARK を立ち上げ成功に導
いた Chris Balm と、企業のリーダーシップを育成するコンサルティング企業を長年率い、全米トップレベルのリーダー
シップアドバイザーでもある Jeﬀ Snipes が一緒に設立した私立のミドルスクール（対象：小学校 6 年生から中学 2 年生）。
この学校の設立にあたっては、研究に 3 年の歳月をかけ、多くの学校を見学したうえで、神経科学と発達心理学を融合
させた発達科学のエビデンスに基づき、健康な人間的発達を遂げることと、アカデミックを両立させるフレームワーク
を創ることが意識されている。Lab School（実験的な学校）の位置づけで、スタンフォード大学などの研究機関と、青
年期の発達に関する共同研究をしながら学校を運営している。

生徒数
全校生徒 87 名（1 クラス約 14 名、各学年 2 クラス）

先生の人数
16 名（非常勤講師含）

生徒層の特徴
生徒の 40％が有色、5％が LGBTQ 家庭、9％が養子、36％が英語圏外家庭と多様な家庭背景である。

学費
年間の授業料は 500 ドル～ 35,390 ドルと幅が広い。上記のような多様な背景の生徒が入学できるよう、家庭の支払
い能力に応じて柔軟に対応できるファイナンスが用意されている。
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視察時の行程
08:00 ～ 08:30

Chris 校長との懇談

08:30 ～ 08:50

朝の瞑想・全校朝礼への参加

08:50 ～ 09:15

Chris 校長による概要説明（オーストラリアからの視察チームと合同）

09:15 ～ 10:45

校内見学・授業視察

10:45 ～ 11:30

Chris 校長への質疑

教室空間・学校空間上の特徴

（左：朝の講堂は全員にとって『はじまりの儀式』の場、右：異学年で Quest に挑む 6 週間のヒーロー
ズジャーニー）
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授業上の特徴
Millennium School での 3 年間では、3 つの問いが常に問われ続ける。
• Who am I
• How do I relate to others
• How can I contribute to the world
それは言葉として投げかけられるだけでなく、日々の活動や体験の中に練りこまれている。まずは Quest
という異学年のメンバーで構成された授業が存在している。PBL を SEL（Social Emotional Learning）が
下支えした形のプログラムで、先生から提示されたトピックを自分たちで決めた方法でチームメンバーと協
力しながら掘り下げていく。ひとつのトピックに要する時間は 6 週間で、そのプロセスには困難やチャレン
ジが伴っており、自身が大切にしている想いや別の想いを持つ他者とどのようにかかわっていくのか、さら
に、自分たちが掘り下げていることが社会や世界とどのように関係しているのかを体験を通じて知識と感覚
の両面から 3 つの問いと対峙しながらすすめていく。そして 6 週間のプログラムを終え、ひと回り大きくなっ
た自分が別のメンバーと次なる Quest に挑んでいく。まさにヒーローズジャーニーそのものである。
Quest でのチャレンジを 10 代前半の彼らに可能にするにはさらなる秘密が存在していた。入学直後、同
学年で 10 数名のチームが構成される。そのチーム内で生徒たちは互いの内面にある自身が抱えている悩み
や葛藤、苦しみやささやかな喜びなど、普段人にはなかなか伝えられていないことをシェアする場が用意さ
れている。これが Millennium School の大切にしている、心理的安全性の土台をつくる Forum である。入
学直後は不安で自分の内面にあることなど語れない生徒たちも、メンバーが自身の弱みをさらけ出し、さら
に他のメンバーがそれを温かく受け止める姿を見て、徐々に安心して自分のことを語れるようになっていく。
そして、自身の弱みを家族のように受け止めてもらうことで、メンバーを家族以上に信頼し、リスペクトす
るようになっていく。その感覚が Forum チーム内にとどまらず、クラスや学校全体へと広がり、最終的に
学内すべての関わる人に感謝と尊敬の念を抱くようになっていく。そのような安心安全のオーラに包まれた
彼らだからこそ、あの困難な Quest に穏やかにそしてアグレッシブに臨み、３つの問いと向き合い続けて
いけるのだと理解できた。
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生徒の特徴
思春期の難しい時期にもかかわらず、一人ひとりから溢れる圧倒的な穏やかさと幸福感。ある教室では「幸
せとは」という問いについて、それぞれが意見を出し合っていた。この年代だと誰かが意見を出している際
に何人かは別のことに意識が向いていたり、思考することを止めていたり、聞かずにしゃべっていたりとい
う光景をよく見かける。しかし、そのようなことが一切なく、話し手にじっくりと耳を傾け、最後まで聞き
終えてから手を上げ自分の意見を伝えている。それがルールとしてされているのではなく、柔らかく穏やか
に自然に聞くこと、意見すること、いわゆる対話的授業が展開されていた。その対話をリードしたり、ホワ
イトボードにまとめたりしているのも生徒だったので余計驚いた。
何人かの生徒にインタビューさせてもらったが、どの生徒も今自分が授業で行っていることの意義と楽し
さを自分の言葉で語ってくれた。Quest の面白さと達成感、Forum を通じての仲間や先生との信頼関係が
深まったこと、小学校の時に不登校気味だったのに、Millennium School に通うようになってからは毎日が
楽しく、心地よいことなど、本当にこの学校が好きなことが伝わってきた。

教員の特徴
Chris 校長をはじめ、どの先生方も自分自身が常に３つの問いと向き合い、実践し続けている。
自身が何者として、他者とどのように関わり、社会や世界にどのように貢献していくのか。大人にとって
も決して容易ではないこの問いに果敢にチャレンジしているその姿こそがモデルとなり、生徒たちにとって
の問いと向き合う道しるべとなっているのではと推察される。そして先生方にとっても Millennium School
が安心安全の場となるように、月に一度の先生 Forum が存在している。支援疲れや悩みを一人で抱えない
ように自分たち自身も悩み、苦しみ、葛藤を受け止め合えている。それがあるからこそ一人ひとりの心の状
態が安定しており、その影響が生徒に大きく伝わっている。何が起こっても安定して向き合うことができて
いる。

学校経営上の特徴
Millennium School の 1 日は朝の瞑想全校朝礼から始まる。生徒は登校すると自身の中の静けさの確認
とともに一人ずつ講堂に入っていき、全校生徒の顔が互いに確認できるように大きな円を描いて座る。先生
と生徒、大人と子供、先輩と後輩といった上下の関係はなく、一人ひとりが円をつくる大切な存在を意図し
ている。一人ひとりの顔が互いに見えるように綺麗な輪をつくる。講堂に入ってくる彼らは静かに歩みを進
めている。その姿には自身の人生を丁寧に生きているかのように落ち着きと穏やかさが漂っている。そして、
彼らを迎え入れる先生達も静かな音楽を奏でながら、その一歩一歩を穏やかな眼差しで見つめている。全員
が座り終わったところでベル担当の生徒が鐘の音を講堂に響き渡らせる。目を閉じて一人ひとりが自身と向
き合う静かな時間が数分続く。終わりの鐘の音とともに全体での共有事項が先生や生徒から伝えられる。そ
の際に見受けられた、語り手へのリスペクトの視線、語り手が何を伝えようとしているのかをじっと見つめ
る眼には互いの『存在』に対する尊敬の念を感じる。そしてそれは Chris 校長が他者と向き合うときの『あ
り方』そのものであった。
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調査者コメント
学校の特徴を日本に取り入れる上で検討・留意すべきこと
日本の学校で取り入れる際、「How to」に走らないようにすべきと強く感じた。特に SEL と
呼ばれる分野に関しては、
「どのようにやるか」よりも「どのような心の状態（教師の）でやるか」
がとても影響してしまう。心を整えたり、穏やかにしたりすることはもちろん、長期的に教師
自身が 3 つの問いと対峙していく必要があることを痛感した。自分は何者として PBL を実践
するのか、どのように他者と関わりながら PBL を実践するのか、PBL を実践することでどの
ように社会や世界に貢献するのか。
「PBL を実践する」を「教師として生きる」や「人生を送る」
に置き換えて向き合う必要もあるだろう。これらの問いに悩んだり葛藤したりしているからこ
そ、最も悩み、葛藤する Middle School の生徒に寄り添える。教師自身がまずは問いにどっぷ
り浸かり、もがき苦しむ姿さえもモデルとして示す。これらの勇気ある自身の実践とセットで
の実施でないと、本当の意味での安心安全の場はつくられないのではと思う。それには理由が
ある。Chris 校長への質疑の際、何があなたにこのような学校をつくらせたのかという問いに
対して、少しの沈黙の後、彼ははじめて会う我々に対して彼の生い立ちでの辛い体験、学校に
通うようになってからの悩み、教師になってからの葛藤やプライベートでの大きな苦悩を静か
に語ってくれた。それは聞いている我々も辛くなる壮絶なものであり、決して人に言いたい内
容ではないはずである。我々を信じ、想いを伝えるために自身の内面を示してくれた。そこに
居た一同がその想いを感じ、Chris 校長の一言一言を深く理解することができた。そして、そ
の日見せてもらったすべてのプログラムの背景にあるものと結びついた。細かな説明やパンフ
レットよりも十分な理解が得られた。受け止める我々の心が開かれていったためだと思う。そ
れがたった数分の対話の中で起こった。これはスキルなどではなく、Chris 校長の心のあり様
だと確信に至った。

その他考察
視察した複数名から Millennium School の印象は穏やかで教会やお寺のような雰囲気を感じ
たという声があがった。朝の瞑想、内省、他者に尊敬の念を持って耳を傾ける、問いをたてて
自身と向き合うなど、東洋的な要素が強く、禅寺などの日常と重なるものを感じた。今後 PBL
や STEAM などの外に向かって刺激的な取り組みを増やすのと同じくらい、自身の内面に意識
を向けたり穏やかな時間をつくったりすることがとても大切になるのではないだろうか。
Middle School の Millennium School 卒業後の彼らの様子はどのようになっていくのか。
今後どのような環境に置かれていても、自身が大切にしているものを持ち続けたまま、他に影
響を及ぼすことができるのだろうか。

参考資料
• 子どもから青年期への変化を理解するための、思春期の成長モデルとは？ - Millennium School ブログより
（http://www.futureedu.tokyo/education-news-blog/2019/3/31/millennium-school-sel-1）
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Hillview Middle School
ICT×PBL を推進するシリコンバレー中心の公立校
URL

https://district.mpcsd.org/Hillview

学校の基本的な背景
特徴
Hillview Middle School は、Standford d.School* と提携しデザインシンキングのアプローチを採用している。学校
全体で iPad を生徒一人１台持つプログラムを実行しており、2015 年には Apple Distinguished School に認定されて
いる。6 年生での「デジタルドライバーライセンス」プログラムを通じて、生徒たちがテクノロジーを効率的、生産的に、
そして責任を持って扱えるようになる教育が展開されている。
※Stanford d.School：機械工学、コンピュータサイエンス、ビジネス、法律、文学など様々な選考の学生（Graduate
向けのものが多いが Undergrad の学生がとれるものもある）や教職員が集まり、デザインシンキングを学びながら、
分野を越えてイノベーションを生み出していく力を身につけていく、スタンフォード大学内の学科横断型プログラム。

生徒数
959 名

先生の人数
58 人

生徒層の特徴
公立校であり、近隣に住む生徒が通学する。ただし、学校の位置するエリアは IT 産業が集積する地域で所得水準は高く、
通学する生徒の学力は比較的高い。

学費
公立高校のため無料（カリフォルニア州は義務教育の K-12,18 歳まで無料）
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視察時の行程
12:30

学校到着

12:30 - 13:15

授業見学

13:15 - 13:45

校長・ICT 担当者との意見交換

13:45 - 14:15

広尾学園の実践発表

14:15 - 14:30

質疑応答、意見交換

教室空間・学校空間上の特徴
まず特筆すべきは、充実した ICT 環境である。一人１台の Chromebook や iPad に電子黒板、学内のど
こでもつながる WiFi 環境がある。そして、創造的な取り組みを本格的に実施できる設備が随所にあり、生
徒たちが表現する機会が多く用意されている。象徴的なのが、クロマキー合成や会場からの中継もできるス
タジオや、映像を編集するための本格的な設備である。ここでは、生徒が番組を制作し、登校後の朝の時間
にブロードキャスティングも行っている。また、Drama theater の授業も教員２名体制で実施しており、
年に 2 回、大きなステージを作製しての演劇やパフォーマンスを発表する機会がある。
デジタルとメディアを中心とした、STEAM の「A(Art)」を育成するための環境が整っている印象を受けた。

授業上の特徴
今回の視察では、理科の PBL と反転学習で進められる数学の授業をみることができた。
理科では、持続可能なエネルギーをテーマに、ストーリ仕立ての学習を実施しており、今までの授業にお
いて、水力・地熱・太陽などの電力供給源から、生徒たちが「風力」を選択。特定の条件下にある町に風力
発電所をつくることを題材にチームで協働したプロトタイピングと５回の実測が行われていた。渡り廊下に
ひとり座り込んで、タブレットで調べ物をしている生徒もいたが、そろぞれの生徒がやりやすい環境でやる
のが良いとの方針のもと、教室から出て作業をしても特段問題はないとのことだった。
数学では反転授業を採用しているため、生徒たちが基礎知識をあらかじめ動画で学んだ状態で授業に参加。
授業はクラス内で分割し、別の取り組みが同時進行していた。驚いたことに「学年」を超えた習熟度別クラ
スが編成されており、それぞれの生徒でディスカッションをしたり、学び合いが行われたりしていた。教員も、
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電子黒板を用いて全体に説明することもあるが、基本的には個別に対応しているようだった。

生徒の特徴
自由の中にも秩序ある雰囲気の校風の中、主体的に学ぶ姿勢が確立している生徒が多い。理科の PBL で
は進んで協働する姿がみられ、チームとしての活動に楽しそうに取り組んでいた。数学の授業では、タブレッ
トや PC を効率良く使いこなしていることはもちろんのこと、紙に書いたほうが良いと判断すればノートや
プリントに書き込むし、直接ディスカッションしたければ、そばまで行って話しかける。ICT をツールと捉
えた学びのリテラシーの高さがうかがえた。

教員の特徴
専門性の高い教員が多い。スタジオにおける映像制作や編集を担当しているのは、以前 CNN で勤務して
いた実績ある教員だし、学内の ICT 環境についてお話してくださったシステム担当の先生の知見もかなり深
いものだった。彼らは自分の担当する分野について生き生きと説明してくれた。理科の教員は、生徒の主体
性を尊重しつつも、自らも楽しそうに生徒と実験していたし、数学の教員は授業の間中、ひっきりなしに生
徒へ声をかけ、個別に指導していた。どの教員も自身の専門に誇りをもち、楽しそうに生徒と向き合っていた。
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学校経営上の特徴
「すべての学生に、好奇心が強く、困難な状況からレジリエンス高く諸問題を解決できる者として、思い
やりがあり建設的な貢献ができる者として、個々の生涯においても、集団においても、学問的にも個人的に
も成長するために生涯に渡って学習し続けられる者として必要な力を身につけること」という学校教育方針
に加え、以下を ” ５つの主な力（5Cs）” として生徒とも共有している
１．好奇心（Curiosity）: 積極的に質問し、新しい考えを探求し、学んだことを共有する。
２．思いやりの心（Compassion）：多種多様な視点を受け入れ、他者とつながり、よりよい社会のために
貢献する。
３．批判的思考力（Critical Thinking）：状況、証拠、問題を適切に判断し、協同して解決策を導き出す。
４．自律心（Ownership）：目標を定め、自らの学習と個々の成長に向け、責任をもって取り組む。
５．忍耐力（Resilience）：挑戦し、困難から立ち直り、自信を取り戻し、物事を見通す。
PBL は、これらの主要な力を強化するための意義ある取り組みの一つとなっている。また、コミュニケー
ション能力、協働力、想像力の促進に向け、技術力の向上にも力を入れている。その取り組みとして、生徒
一人が１台（１台以上）の iPad を学習用に使用している。６年生（１１歳）から、効率的に責任を持って
iPad を使用できるような教育プログラムがあり、生徒たちは、ライセンスの取得方法、インターネットの
安全性、デジタルフットプリント、情報リテラシー、著作権や公正な利用などを学び、家庭でも安全に利用
できるよう教育している。
視察時の意見交換では「上記の 5Cs は以前 3Cs だったが、検討を繰り返して今は 5Cs になった」「PBL
は１年に１つずつ新たなものを取り入れるようにしている」「以前は規制していなかった生徒用タブレット
での YouTube の視聴を、Tech health の観点から一旦禁止することにした」「インストールするアプリは
毎年検討し直している」というお話も聞かせていただき、現状を鑑みながら常に進化し続けることができる
学校経営・運営体制がとられていることを垣間見ることができた。
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調査者コメント
学校の特徴を日本に取り入れる上で検討・留意すべきこと
・ STEAM の A(Art/Arts) を、PBL の中に取り入れていく必要性を強く感じた。Hillview では、
生徒たちが発表する機会を意識的に設けているように感じたし、それが生徒たちのモチベー
ションの種になっていることを感じた。
・ 今回の視察で、デバイスが揃っていることが問題ではなく、それを活用できるインフラとし
ての ICT 環境が整備されていなければ意味がないのだと改めて実感した。
・ 反転授業においては、授業動画を自分でアップする労力を考えると、既存の動画を使う方が
労力対効果が得られる気もした。
・ あれだけの ICT 環境が出来上がっているものの、iPad を導入し始めた頃の先生方の試行錯
誤を聞き、どの学校も特別な訳ではなく、不断の努力によって培われるものなのだと感じた。
何よりも、新しいものにチャレンジし、失敗から学ぼうとする教員のマインドセットが大切
なのだと感じた。

その他考察
・ 過程の評価について、それぞれのスキルをルーブリックによって測定することに加え、生徒
自身で課題を設定し評価するしくみがあるとのこと。生徒が評価の方向性や項目を検討する
ためのバックグラウンドをどのように得ているのか、さらに詳しく知りたいと思った。
・ 今回見学した風力発電の PBL は教科と連動している様子が感じられなかったが、日本から同
行した物理教員に質問したら驚くほど多くの単元との接続を提案してくださった。さらに他
の教科の先生方からもいくつもの教科間連携のアイデアをいただいた。PBL と教科との接続
は、日本が世界をリード、牽引できる切り口なのかもしれないと思った。
・ 一方、日本の中等教育では、PBL も含めて理論で終わってしまうことが多いと感じた。今後は、
プロトタイピング（Engineering）を含めたカリキュラムをデザインしていく必要性を感じた。

参考資料
• https://district.mpcsd.org/Hillview
• https://dschool.stanford.edu/
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Minerva School at KGI
オンライン × オフラインを融合させた高等教育の新しいモデル
URL

https://www.minerva.kgi.edu

学校の基本的な背景
特徴
Minerva Schools at KGI は、Ben Nelson 氏が「高等教育の再創造」を掲げて創立した実験的高等教育機関である
ミネルバ・プロジェクト（Minerva Project）が、Keck Graduate Institute（KGI）をパートナーとして 2014 年 9 月
に開校した私立大学である。
全寮制の 4 年制総合大学だが、特定のキャンパスは持っていない。学生は 1 年次に住むサンフランシスコに始まり、
ソウル、ハイデラバード、ベルリン、ブエノスアイレス、ロンドン、台北と 4 年間で世界 7 都市に移り住みながら、オ
ンラインで授業を受講する。
主な特徴は以下である。
• 講義は全てオンラインによるアクティブラーニングにより実施
• 講義を受ける場所は特定されておらず、パソコンとインターネット接続環境があればどこでも受講可能
• 20 名以下の学生による少人数制クラス
• 世界から集う学生が全寮制で学びあう（およそ 80％が留学生）
• 4 年間で世界 7 都市をめぐる（各都市で寮生活を行う）
• 学生は各地でインターンシップに参加する
• 合格率は２％未満とされ、世界で最も合格率の低い大学とも言われている

生徒数
600 名を超える学生が在籍する

先生の人数
教員の雇用形態は非常勤契約で人数は流動的である。
教員：生徒の人数比は 1:17 程度になるように調整されている。

生徒層の特徴
毎年世界中から 2 万人以上の受験者が集っている。合格率はわずか 2.0% で、約 80% が留学生である。設立して 4
年ほどと非常に新しい大学ながら、世界の名立たる名門大学の合格を辞退して進学する学生もいる。

学費
学費は 13,950 ドル。寮費等を含めると 22,950 ～ 26,950 ドル。
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視察時の行程
17:00 ～ 18:00

ミネルバ大学で学ぶ日本人学生 4 人にインタビュー

18:00 ～ 18:30

ミネルバ大学の見学

教室空間・学校空間上の特徴
サンフランシスコにあるミネルバ大学の本部を見学した。
・ キャンパスは 1 フロアのみ。
・ 壁には学生の活動の様子と思われる写真が飾られていた。
・ 1 年目は PBL の基礎となる内容をこのキャンパスで学ぶ。写真のようにパソコンなどが置いてあり会社
のオフィスのようだった。

授業上の特徴
授業は全てオンラインによるアクティブラーニングにより実施されている。授業を受ける場所は特定され
ておらず、パソコンとインターネット接続環境があればどこでも受講可能である。
また、ミネルバ大学では教員が一方的に話をする講義を廃止している。ミネルバ大学が学生に提供する価
値は知識ではなく知恵であるという行動指針に基づき、実際に授業中に教員が話せる時間を連続 4 分と決
まっている（教員と学生個人の発言量が計測される）。
知識を取得するための基礎科目授業は MOOC（オンライン講義）を無料で利用する。学生は授業で使用
する教材を見て、ディスカッションのテーマである分野について必要な基礎知識は、自ら調べて身につけた
うえで授業に臨む。ただし、2 年生以降の専攻分野では、セミナーやチュータリング時に、教授ないしクラ
スメイトとの対話を通じ必要な専門知識の解釈について学ぶこともある。
ミネルバ大学は定期テストも行なっていない。教員の役割は、学生が知識を効果的に覚えているかどうか
のテストで「Ａ」評価を得られるように導くことではなく、担当した授業が終了した数年先でも、身につけ
た内容を効果的に運用できるように導くことである。この方針に基づき、学生の習熟度は事前課題、授業中
の発言内容とプロジェクト学習の完成度によって審査される。成績は 1 年次には確定せず、2 年生以降も 1
年次に学んだ思考・コミュニケーション技法について評価を継続する。その評価は、毎回の授業での発言や
プロジェクトの成果物（レポートや共同学習者、プロジェクト・スポンサーからのフィードバック）により
採点される。こうすることで、学生の能動的で質のよい発言を増やそうとしている。授業は 19 人以下の学
生で構成され、教員はほぼ均等に学生に発言機会を与えることができる。
ミネルバ大学における教員の授業準備、学生の事前課題提出、授業の記録はすべてこのオンライン・プラッ
トフォームを通じて行われるため、従来の教室型授業では実現できなかった学生の学び方、習熟度評価、
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フィードバック方法を可能にしている。こうした最新の情報技術の活用は、定点的な習熟度テストに代わり、
効果的な習熟度の把握、モニタリング、学びのサポートを実現した。ミネルバ大学はテクノロジーを現在の
教授法に合わせようとするのではなく、教員が理想の教授法を実現できるためのテクノロジーを開発した。

生徒の特徴
訪問時、2019 年に入学した 4 人の学生にインタビュー、質疑を行った。
・ 広尾学園のインターナショナルコース出身。中国に 6 年住み、父の転勤でナイジェリアへ。そこで知り合っ
た人と話す中でミネルバ大学について教えてもらった。
・ 父が大使館で働いている。ロシアに 4 年、オーストラリアに 2 年住んでいた。軽井沢のアイザックで農
林の活動をしている。進路選択の時、ミネルバ大学にだけワクワクを感じた。
・ 18 年間京都で生活。伝統的な学校に通った。中学校を卒業する時に海外の大学に行く研修があった。高
3 で進学先を探す時に、机では身につかない実践的な力をつけたいと思った。ミネルバ大学の記事をたまた
ま見て行きたいと思った。
・ 18 年間熊本で生活。海外は旅行に行ったことあるくらい。日本の大学は入学前に学部を決めるのが自分
には合わないと思った。高校の英語の先生の机の上にあったミネルバの本をたまたま見つけたのがきっかけ。
Q：ミネルバ大学の魅力は？
A：教育内容がいい。7 カ国に行ける楽しさ。4 つの実践的な力（論理的思考、問題解決力、エフェクティ
ブコミュニケーション、複雑系）を身につけられる。どの分野を選んでも基礎となる力を 1 年目に学ぶ。
80％がアメリカ以外の学生。経済面も魅力である（施設があまりないので学費が安い。お金がない人は大
学で働ける。1 年で 200 万位。住居、光熱費など込み。航空券代は自腹）。
Q：どんな入学試験があり、どんな人が合格するのか？
A：全部で 4 つのステップから成り（①個人情報入力、② 数学を使った論理的思考力、図形など 6 項目（対
策できない）、③自分が成し遂げたこと、④学校の成績）、3 時間あれば終わる。センター試験のような試験は
ない。自分の意見をスピーチするビデオを 6 本作成して送る。3 ヶ月間の内に好きな時に受けられる。合格
率は 1.2%、受験が無料で簡単、ネットでできる。合格しているのは、「誰もやっていないことだとしても、
自分のやりたいことを突き詰めていける人」
。特化した主体性。例えば、軽井沢で林業に興味を持って、農
林水産省と連携して活動していた、など。
Q：将来の進路は？
A：将来は研究をサポートする仕事がしたい（研究費を効率的に分配できるシステムなどを作れたらと思っ
ている）／情報が人をどう変えるか、人がどのように情報をどう捉えるか、いかにテクノロジーを用いるか、
研究したい。／社会性のあるプロジェクトがしたい。高校は林業をしていた。大学では社会にインパクトの
あるプロジェクトをしたい。／社会のマイノリティー、差別の問題に興味がある。サンフランシスコの大企
業とホームレスなど。将来は楽しみながら仕事したい。
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教員の特徴
今回の訪問では教員の方から直接話を伺うことができなかったので『世界のエリートが今一番入りたい大
学ミネルバ Minerva Schools at KGI』（山本秀樹著）より教員の特徴について紹介する。
学生が世界中から優秀な人材が集まったように、教員も少ない枠に対して多くの優秀な人材が集まった（教
員募集 8 人の枠に対して 800 人近い応募があるほど人気）。それは、現在のアメリカの大学が抱える「社会
で必要とされるスキルを身につけられていない」「学費に対して効果的な教育方法が提供できていない」な
どの問題に対して、革新的な方法で「高等教育を再創造する」というミネルバ大学の理念に、多くの教員が
共感したからである。
ミネルバ大学の授業は多くの大学の講義の仕方とは異なるため、採用の大学で教員がアクティブラーニン
グの授業が遂行できるか模擬授業をさせてチェックしている。実際の授業では、同じ科目を担当する教員間
で綿密な授業計画が立案され、毎週ミーティングが行われる。すべての授業記録と教員の知見を検証しなが
ら、丁寧に次の授業計画に反映していく。これは他の大学には例がないやり方である（他大学では年に 1～
4 回）。授業は「100％アクティブラーニング」で行われ、教員が話せる時間は 90 分の授業で合計 10 分以内で、
授業の 75％は学生が能動的に授業に参加している状態で授業を運営する必要がある。

学校経営上の特徴
4 年間で世界 7 都市で寮生活をしながらインターンシップを行う点、特定のキャンパスを持たず講義は全
てオンラインで実施される点が、これまでの大学とは大きく異なっている。これからの変化の激しい時代の
中で柔軟に問題を解決する力を実践的に学ぶことができる。多くの学生が既存の一流大学ではなくミネルバ
大学を選んでいるのも、既存の学問を机上で学ぶより、知らない土地で出くわす問題に実践的に向き合うほ
うがこれからの社会で必要とされる力を身につけられると感じたからなのだろう。

参考資料
• 山本秀樹『世界のエリートが今一番入りたい大学ミネルバ Minerva Schoools at KGI』ダイヤモンド社
• Benesse グローバル海外進学コラム「新しい大学の形、ミネルバ大学とは」
（https://www.benesse-glc.com/special/global/1825）
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調査者コメント
学校の特徴を日本に取り入れる上で検討・留意すべきこと
• これまでの日本の大学にも留学制度はあったが、その多くは「英語を学ぶ」「自分の学部の学
問を本場でより深く学ぶ」が目的であったように思う。ミネルバ大学のように、見知らぬ海
外の土地に行って、問題点を見つけ、その解決方法を現地のコーディネーターと共に考える
というのは、課題発見能力を育成する上で大事だと感じた。「4 年間で 7 都市」は難しいに
しても、現地での PBL を目的とした留学制度がもっと増えても良いのではないかと思う。現
地で PBL に取り組む中で、自然と語学力も身につくのではないか。
• 理系学部ではやはり実験設備などが必要である点から、ミネルバのように世界 7 都市でイン
ターンシップを行うことは難しいように思う。ただ、これからの社会は学際化と言われるよ
うに学問の枠を超えていく必要があるので、海外の知らない土地に行って、自分の学問をど
う生かすかを考えてみることが「課題発見能力」の育成に繋がるのではないかと思った。

その他考察
• 日本から出せる価値というわけではないが、閉鎖的と言われる日本の高校生の中にもミネル
バ大学に挑戦する生徒がいるということはとても誇らしいことだと感じた。インターネット
などで世界が身近になった現代だからこそ、私たちの知らないことにチャレンジしている高
校生はたくさんいるんだと感じた。
• 大学４年間で 7 カ国を周り、それぞれの国で PBL を実践するというカリキュラム、そして
そこに日本からも挑戦している学生がいることに驚かされた。彼らは皆自分の考えを自分の
言葉で語れていた。ここで学べば物凄く問題解決能力や創造性が培われるだろうなと感じた。
ぜひ自分の学校の生徒にも紹介してあげたい。彼らもきっと、ミネルバ大学の情報に触れる
機会があってのことだと思うので、そういった今回学んだ情報をできるだけ多くの先生、生
徒に伝えていきたい。
• 海外に出るきっかけは、1 度だけ参加したハーバード研修だったり、海外での化学研究プロ
グラムだったりと、スタンフォードの吉原先生の「ちょっと斜め上にいる」メンターに出会
うことが大切という話と繋がった。ミネルバの生徒さんたちは「自分は何かができる」と信
じているように思えた。天野さんのいう「前例のないことに挑戦する」生徒がここにいる。
• グローカルな視点を大切にしているカリキュラム。世界各国でそれぞれの地域課題を扱うこ
とで、きっと学生さんが最終的にたどり着くのは自分が生まれ育った故郷の課題ではないか
と感じる。世界規模だからということもあるが、それぞれの地域課題もそれぞれの地域の専
門スタッフを準備して、コアグループが全てを抱えていないようにしている組織づくりが参
考になった。
•「現実を知りたい。現実に変化を起こしたい」という気持ちが溢れ出ていた若者たちだった。
たぶん裕福な家庭に育った子たちだと思うが、楽な道を選ばずに飛び出してしまった意志が
頼もしい。意思のある楽天性を持つ人たちだなあとも感じた。なんらかの形でコンフォート
ゾーンから出る体験が、自分の可能性に気づくきっかけになるのかもしれない。
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2 .教育実践活動の結果
本事業に参加された先生方には本事業の参加にあたり、それぞれがカリキュラム・マネジメントを行うに
あたり考えているテーマを持って事前・事後研修と派遣事業にご参加いただきました。本節では、それぞれ
の先生方がどのようなテーマを持って本事業に参加され、事前・事後研修と派遣事業を通じて何を考え、何
を実践したか（あるいはしようとしているか）をご紹介します。
なお、各報告は以下のように構成されています（一部、異なる構成を取った報告もあります）。
１ テーマを選んだ背景
２ 視察を通じて参考になったこと
３ 視察以外（事前・事後研修や他参加教員等との交流、書籍など）で参考になったこと
４ 参考となった情報の考察
５ 実践計画
６ 実践結果
７ 実践を通じた考察

テーマ

派遣教員氏名（五十音順）
青山 睦紀
（岡山龍谷高等学校）

海外学校や地元地域と連携したPBL のさらなる発展を目指
して

木村 健太
（広尾学園中学校高等学校）

研究活動からグローバルアントレプレナーシッププログラ
ムへの展開と、学外機関との連携による拡張と継続

木塲 康典
（宮崎県立宮崎大宮高等学校）

課題のジブンゴト化とデザインプロセス、エコシステムと
してのコンソーシアムの構築

佐野 和之
（かえつ有明中・高等学校）

SEL×PBLプログラムデザインとそれを実践する教師のた
めのSEL開発

髙橋 就
（宮城県石巻高等学校）

学習成果を校外に発信することの有用性

中野 真依
（神奈川学園中学・高等学校）

STEAM 教育を通じジェンダーギャップを越えた問題解決力
を高める総合学習のデザイン

永田 卓裕
（福井県立羽水高等学校）

地域と学校が協働し共に生徒を育てる環境を作るために〜
学校が地域に一歩踏み出す勇気〜

名塩 隆史
（聖光学院中学校高等学校）

探究活動の有効性とその方法について

村上 奈麻子
（武蔵野大学附属千代田高等学院千代田女学園中学校）

教科横断型の思考活動を通じて、好きだけれど英語が苦手
な生徒の言語力を伸ばすことはできないだろうか？

73

第４章・事 業 結果

探究テーマ

海外学校や地元地域と連携したPBLのさらなる発展を目指して
青山 睦紀（岡山龍谷高等学校）

1 テーマの紹介
海外学校や地元地域と連携したPBLのさらなる発展を目指して
本校特別進学コースの探究活動「RLA マレーシアゼミ」では、地元笠岡市との友好握手都市であるマレーシ
アのコタバル市にて、盆踊りなどの日本文化を広める Japan Festival を、本校生徒とコタバル市の高校生が
主体となって開催することを目指し活動してきた。このイベントを開催するにあたり、地元企業や市役所など
の団体と連携し、Inovation School Network を中心に大学の先生方をはじめ様々な方々からアドバイスを頂
いて活動に取り組んできた。今回の研修では、海外の学校や、地元の様々な団体と連携しながら PBL を進めて
いく上で参考になることをアメリカの各学校や団体から学びたいと思い参加した。結果として、各団体との連
携という点以外にも大きな収穫があったと感じている。

2 テーマを選んだ背景・理由
なぜ、そのテーマを選んだのか
マレーシアゼミの活動に取り組むにあたっての課題として一
番大きかったのが、海外との連携ということでなかなか思うよ
うに進まなかったことである。具体的には、
「宗教的な理由で
盆踊りの実施を断られた」「向こうの国王の父親が亡くなられ
たことにより 11 月のイベントが延期になった」「長期休みは向
こうの学校は完全に休みになるので全く進まなかった」など、
挙げだすとキリがないが多くの壁にぶつかった。また、
国内の様々
な団体と連携することで得られることはとても多い一方で、それぞれの団体の思いがあるため自分たちの思う
方向に進められなくなるなどの課題も出てくる。このため、PBL に先進的に取り組んでいる海外の学校は、ど
のように他機関と連携をしているのかをぜひ学びたいと考えた。また、本校では PBL の活動を生徒一人ひとり
について評価することまではできていないので、ぜひ評価についても学びたいと考えた。

3 視察を通じて参考になったこと
（１）生徒に「失敗も含めて様々な経験をさせる」という視点
（１）生徒に「失敗も含めて様々な経験をさせる」という視点
High Tech High の先生に「どこまで先生がやって、どこまで生徒にさせますか？」と質問した時の返答で
High Tech High の先生に「どこまで先生がやって、どこまで生徒にさせますか？」と質問した時の返答で
ある。具体的には「地元企業と最初の連絡を取るところから全て生徒にさせている。それで失敗があったとし
ある。具体的には「地元企業と最初の連絡を取るところから全て生徒にさせている。それで失敗があったとし
てもそれは生徒のためになる。
てもそれは生徒のためになる。
」との返答であった。アメリカやシリコンバレーが日本に比べ失敗に対して寛
」との返答であった。アメリカやシリコンバレーが日本に比べ失敗に対して寛
容であるという価値観の違いもあると思うが、日本では「生徒に成功体験を積ませる」
容であるという価値観の違いもあると思うが、日本では「生徒に成功体験を積ませる」
「実績に繋げる」とい
「実績に繋げる」とい
う考え方が強すぎるように思われ、
う考え方が強すぎるように思われ、
「失敗も含めて様々な経験をさせることが大事である」という考え方が生
「失敗も含めて様々な経験をさせることが大事である」という考え方が生
徒の将来を考えた時に重要であると感じた。
徒の将来を考えた時に重要であると感じた。
（２）アートの視点・成果を目に見える形にする
（２）アートの視点・成果を目に見える形にする
今回訪問したアメリカの学校（High
今回訪問したアメリカの学校（High
Tech High など）は全体的にオ
Tech High など）は全体的にオ
シャレで対話と創造性が生まれやすい場づくりがされていた。生徒が探
シャレで対話と創造性が生まれやすい場づくりがされていた。生徒が探
求したことを成果物としてカラフルなポスターや作品にまとめており、
求したことを成果物としてカラフルなポスターや作品にまとめており、
形にすることで生徒のアイデアがより具体化し、生徒の自信にも繋がると
形にすることで生徒のアイデアがより具体化し、生徒の自信にも繋がると
感じた。成果物があることで、外に対しても発信しやすく、それがまた新
感じた。成果物があることで、外に対しても発信しやすく、それがまた新
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たな連携にも繋がっているようであった。多くの学校で円形のテーブルなど対話の生まれやすい場づくりをしてい
たな連携にも繋がっているようであった。多くの学校で円形のテーブルなど対話の生まれやすい場づくりをして
るところも、アメリカの子どもたちの創造性につながっているのではないか。
るところも、アメリカの子どもたちの創造性につながっているのではないか。
（３）日本とシリコンバレーの違い
（３）日本とシリコンバレーの違い

「日本とシリコンバレーで何がどう違うのか」
「日本とシリコンバレーで何がどう違うのか」
「日本の長所と短所は何か」といった内容について、豊富な経験か
「日本の長所と短所は何か」といった内容について、豊富な経験
らの具体的なお話を聞くことができた。
らの具体的なお話を聞くことができた。

特に印象に残った話としては、日本企業の歴史に関する話だった。
特に印象に残った話としては、日本企業の歴史に関する話だった。
「高度経済成長期は日本の管理型で単一的な
「高度経済成長期は日本の管理型で単一的

やり方により、自動車の販売などで成果を出し、
やり方により、自動車の販売などで成果を出し、
世界第 2 位の先進国に上りつめることに成功した。
世界第 2 位の先進国に上りつめることに成功した。
しかし、インター しかし、インタ

ネットが発展し、距離の壁がなくなると、スピード重視で失敗を恐れずに挑戦するシリコンバレー型の企業がどん
ネットが発展し、距離の壁がなくなると、スピード重視で失敗を恐れずに挑戦するシリコンバレー型の企業がど

どん新しいサービスを提供し、
どん新しいサービスを提供し、
今や日本企業は世界のトップ企業から遅れをとるようになってしまった。
今や日本企業は世界のトップ企業から遅れをとるようになってしまった。
」と、チャ
」と、チ

レンジの不足が日本企業の遅れにつながっていることを感じた。日本の若い世代が失敗を恐れずに、海外留学を含
レンジの不足が日本企業の遅れにつながっていることを感じた。日本の若い世代が失敗を恐れずに、海外留学を
め様々なことにチャレンジしていかなければ、日本はどんどん世界に遅れをとってしまうと感じた。
め様々なことにチャレンジしていかなければ、日本はどんどん世界に遅れをとってしまうと感じた。
（４）シリコンバレーでチャレンジする日本人
（４）シリコンバレーでチャレンジする日本人

日本人にもシリコンバレーにチャレンジしている人はたくさんいる。企業の方々や、
日本人にもシリコンバレーにチャレンジしている人はたくさんいる。企業の方々や、
UC San Diego の薮田さん、
UC San Diego の薮田さ
ミネルバ大学の学生たちなどたくさんのチャレンジする方々から多くの刺激を受けた。
ミネルバ大学の学生たちなどたくさんのチャレンジする方々から多くの刺激を受けた。

今の時代は留学にあたって支給される奨学金や海外短期研修プログラムなどの機会がたくさんある。まずは日本
今の時代は留学にあたって支給される奨学金や海外短期研修プログラムなどの機会がたくさんある。まずは日

の高校生たちにそのチャンスに触れさせることが大切であり、
の高校生たちにそのチャンスに触れさせることが大切であり、
「挑戦したい」と思わせるような教員側のアプロー
「挑戦したい」と思わせるような教員側のアプロ
チが必要だと感じた。
チが必要だと感じた。
（５）様々なツール、アプリなど
（５）様々なツール、アプリなど
•

ハイテクハイで使用されていたグラフ描画ソフト「Desmos」
• ハイテクハイで使用されていたグラフ描画ソフト「Desmos」

（https://www.desmos.com/calculator/bs1dujkwdq）
（https://www.desmos.com/calculator/bs1dujkwdq）
写真を元に自分でグラフを入力して絵を作成させていた。
写真を元に自分でグラフを入力して絵を作成させていた。
•

ドラえもん関数グラフ
• ドラえもん関数グラフ

（https://www.desmos.com/calculator/ssntlymwp5）
（https://www.desmos.com/calculator/ssntlymwp5）
私自身がグラフ描画ソフトに興味をもち調べていたところた
私自身がグラフ描画ソフトに興味をもち調べていたところた
またま見つけたものである。一見の価値あり。
またま見つけたものである。一見の価値あり。
•

授業動画作成アプリ「EduCreations」
• 授業動画作成アプリ「EduCreations」
（https://www.educreations.com/）
（https://www.educreations.com/）

自分で授業動画を作成することができるアプリ。Hillview
自分で授業動画を作成することができるアプリ。Hillview
Middle School では、数学の先生が作成した授業動
Middle School では、数学の先生が作成した授業
画を生徒たちが 1 人
画を生徒たちが
1 人のタブレットで見ており、先生は机間指導に徹していた。
1 人 1 人のタブレットで見ており、先生は机間指導に徹していた。

4 オンラインミーティングやその他で参考になったこと
2019 年 8 月 3 日・4 日に東京の広尾学園にて行われた Learn by Creation に研修の一環で参加させてい
ただいた。その際「
『PBL で成績は上がるのか』という保護者や周りの教員にどう対応するのか？」という質
問があった。これに対する High Tech High の先生の返答は、
「『あなたの子どもが 45 歳になった時にどうなっ
ていて欲しいですか？』と問いかける」というものであった。また、「知識があるだけの人は、たとえ良い大
学に行けたとしても、
これからの AI 時代に活躍することは難しい。知識だけ身につけるのではなく、自分で様々
な問題を乗り越えていくことが大切なのだ」ともおっしゃっており、自分にとっても参考になった。周囲の教
員や生徒たちに PBL の重要性を伝える時によくこの話をしている。

5 ３～４の考察
•

シリコンバレーは日本と比べて失敗に寛容であることが印象に残った。他団体と連携して活動していく上で

「失敗は許されない」と考え過ぎてしまうことで、教員・生徒ともに余計な仕事やストレスが増えていると感
じる。たとえ成果が出なかったとしても、生徒が本当に興味を持っていることを深く探究し、自発的にチャレ
ンジしていくことで、その後の人生にプラスとなる力が身につくと感じた。
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•

日本でも「PBL で取り組んだ成果を形にする」という視点をもっと取り入れていきたい。小学校では作

品を作ることがあるが、中学校・高校はポスターやスライド作成がほとんどである。アート作品にしてい
くことで、言葉だけでは表現できなかった部分も表れてきて、生徒自身にとってプラスが大きいのではな
いかと感じた。
•

シリコンバレーには、企業でも学生でもチャレンジする日本人がたくさんいると知ることができた。そ

ういったチャレンジする人たちのモデルに触れることで、
「自分にもできる」と思うことができると感じた。
今の時代は留学にあたって支給される奨学金や海外短期研修プログラムなどの機会がたくさんあり、まず
は日本の高校生たちにそのチャンスに触れさせることが大切だと思う。今回の研修で知ったことを生徒や
教員に発信し、海外に挑戦する生徒たちを後押ししていきたいと思う。

6 実践計画

探究活動 RLA マレーシアゼミ（2
1．探究活動 RLA
月時点での経過報告と今後の計画）
マレーシアゼミ（2 月時点での経過報告と今後の計画）
4～ 7 月 7 月のイベントに向けた準備と盆踊りの実施を予定していたが、生徒主体の実施が難しく、
4～ 7 月 7 月のイベントに向けた準備と盆踊りの実施を予定していたが、生徒主体の実施が難しく、
11 月に向けて延期になった。
11 月に向けて延期になった。
→

盆踊りに代わる日本文化紹介メイン企画を検討（笠岡ラーメン、紹介動画、空手など）
→ 盆踊りに代わる日本文化紹介メイン企画を検討（笠岡ラーメン、紹介動画、空手など）
。
。

7～11 月 11 月のイベントに向けた準備をしていたが、マレーシアケランタン州国王の父の死去により、
7～11 月 11 月のイベントに向けた準備をしていたが、マレーシアケランタン州国王の父の死去により、
2 月に延期になった。また、11
2 月に延期になった。また、11
月中旬～12 月末までコタバルの高校が休業期間で交流できないことが判
月中旬～12 月末までコタバルの高校が休業期間で交流できないことが判
明した。

明した。
→

日本側でできる限りの準備を
→ 日本側でできる限りの準備を
12 月までに行い、1 月からオンライン（zoom
12 月までに行い、1 月からオンライン（zoom
を使用）
を使用）

会議で打ち合わせ。

会議で打ち合わせ。

2 月 20 日

マレーシアで
2 月Japan-Malaysia
20 日 マレーシアで
Festival
Japan-Malaysia
開催予定
Festival 開催予定

3 月 15 日

ISN 研究会にて発表
3 月 15 日

3 月中旬

RLA 校内発表会
3 月中旬

ISN 研究会にて発表
RLA 校内発表会

研修で学んだことを生徒、教員に還元
2．研修で学んだことを生徒、教員に還元
今回の研修を通して、PBL
今回の研修を通して、PBL
の評価や地域連携以外でも多くのことを学んだ。それをより多くの
の評価や地域連携以外でも多くのことを学んだ。それをより多くの

生徒・教員に伝えていくために以下のことを実施した。
生徒・教員に伝えていくために以下のことを実施した。

学んだことの共有

①職員会議で
• 学んだことの共有
10 分のプレゼン（11
①職員会議で 月）
10 分のプレゼン（11 月）
②出張報告書を全教員で回覧（11
②出張報告書を全教員で回覧（11
月）
月）
③中学校での講演（1 月）
③中学校での講演（1 月）

日本に生かせそうなことの実践
• 日本に生かせそうなことの実践
関数アートについて、11
関数アートについて、11
月に授業で紹介した（次は実際に作りたい）
月に授業で紹介した（次は実際に作りたい）
。
。

High Tech High との連携
• High High
TechTech
High High
との連携
に連携を依頼する提案書を
High Tech High に連携を依頼する提案書を
11 月に送付した。
11 月に送付した。

High Tech High と協働で「PBL
High Tech
プラットフォーム作成」を目指したいと考えている。
High と協働で「PBL プラットフォーム作成」を目指したいと考えている。

他機関との連携岡山大学
• 他機関との連携岡山大学
SiEED プログラム（起業家精神育成を行う。サンフランシスコで外村様よりご紹
SiEED プログラム（起業家精神育成を行う。サンフランシスコで外村様よりご紹

介頂いた）との連携を考え、12
介頂いた）との連携を考え、12
月 9 日にワークショップを実施した。今後も
月 9 日にワークショップを実施した。今後も
SiEED が実施する様々なプ
SiEED が実施する様々なプ

ログラムに生徒・教員を参加させたいと考えている。
ログラムに生徒・教員を参加させたいと考えている。

7 実践の結果

マレーシアゼミ

1．マレーシアゼミ

月 20 日に本番を迎えるイベントに向けて最後の準備を行っている（2
月 11 日現在）。アメリカの
2 月 20 日に本番を迎えるイベントに向けて最後の準備を行っている（2
月 11High
日現在）。アメリカの High

ch High で発表した際に、高校生主体で海外と協働しながらイベントを行う本校の
PBL について、他には PBL について、他には
Tech High で発表した際に、高校生主体で海外と協働しながらイベントを行う本校の

かなか無い取り組みということで興味を持って頂くことができた。ただ、その実際は困難が多く（予算が急
なかなか無い取り組みということで興味を持って頂くことができた。ただ、その実際は困難が多く（予算が急

変わる、生徒同士で交流したくてもなかなか向こうの生徒と交流できないなど）
、思ったような形でイベン
に変わる、生徒同士で交流したくてもなかなか向こうの生徒と交流できないなど）
、思ったような形でイベン

準備は進まない。多くの問題にぶつかりながらも生徒達は負けずに取り組み、どんどん成長していっている
ト準備は進まない。多くの問題にぶつかりながらも生徒達は負けずに取り組み、どんどん成長していっている

感じる。

と感じる。

今回の研修で学んだことを活かすために、探求活動
RLA の改善方法、特に評価について検討中である。
今回の研修で学んだことを活かすために、探求活動
RLA の改善方法、特に評価について検討中である。
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12 月に中間報告会を行った際に、
High Tech High の評価を参考に、
12 月に中間報告会を行った際に、
High Tech教員による評価と生徒へのフィードバッ
High の評価を参考に、教員による評価と生徒へのフィ

クを行った。3 月の発表会ではルーブリックを用いて評価を行いたいと考えており、PBL
に関する文献を参考 に関する文献
クを行った。3 月の発表会ではルーブリックを用いて評価を行いたいと考えており、PBL
にして具体案を作成中である。
にして具体案を作成中である。
2．研修で学んだことを生徒、教員に還元
2．研修で学んだことを生徒、教員に還元

帰国してから、授業や職員会議、コースでの集会、中学校での講演など、様々な話す機会を頂いた。特に先
帰国してから、授業や職員会議、コースでの集会、中学校での講演など、様々な話す機会を頂いた。

生方からは多くのフィードバックを頂くことができ、紹介した授業動画作成アプリを早速使って動画を作成を
生方からは多くのフィードバックを頂くことができ、紹介した授業動画作成アプリを早速使って動画を

してくれる先生もいた。また、海外の留学の話などがあれば、以前にも増して生徒達に熱心に提供するように
してくれる先生もいた。また、海外の留学の話などがあれば、以前にも増して生徒達に熱心に提供する
なった。生徒が海外に触れる機会を今後も積極的に増やしていきたいと思う。
なった。生徒が海外に触れる機会を今後も積極的に増やしていきたいと思う。

High Tech High に送付した提案書については、現在担当者から各学校長に回り、興味を持った担当者の返
High Tech High に送付した提案書については、現在担当者から各学校長に回り、興味を持った担当

事待ちという状況であるが、まだ返事は来ていない。4
月から取り組みを開始し、1
年かけてプラットフォー
事待ちという状況であるが、まだ返事は来ていない。4
月から取り組みを開始し、1
年かけてプラット

ムを作成したいと考えているため、現在も担当者とメールのやりとりをしながら返事を待っている状況である。
ムを作成したいと考えているため、現在も担当者とメールのやりとりをしながら返事を待っている状況

8 実践の結果を踏まえた考察
今回の研修で学んだ評価などの様々な視点が、本校の探究活動 RLA を実施する上で大変参考になった。今後
も評価等の観点について勉強を深め、より良い探究活動にしていきたいと思う。現状としては、もうすぐイベ
ント本番を迎えるマレーシアゼミであるが、海外との協働は本当に上手くいかないことの連続であると感じる。
だからこその成長もあると感じるが、やはり海外と連携する他の学校と情報共有しながら、解決できることは
解決していきたいと思う。特に感じるのは、「いかにお互いのモチベーションを高めるか」ということが重要
であるが、なかなか達成できていないということである。最初から 1 つの活動に対してお互いが高いモチベー
ションで取り組むのは難しいと思うので、どうすればお互い目的を深く共有し、高いモチベーションで臨むこ
とができるのかについて、ぜひ様々な学校の体験を聞いてみたいと思う。
また、今回の研修に参加したことで、自分自身もっと色んなことを知りたいという気持ちが強くなった。世
界には PBL により体系的に取り組んでいる学校がたくさんあることを知ることができ、参考になることが多
かった（PBL に向かわせる心構え、
マインドフルネス、習慣など）。今後も自分の知見を広げるために様々な研修・
イベントにどんどん参加したいと思う。また、文献で補える部分も多いと思うので、今回訪問させていただい
た学校に関する書籍（ミネルバ大学など）も引き続き読んでいきたいと思う。さらに、地元である岡山には、
アントレプレナーシップを育成している岡山大学 SiEED という団体があることを外村さんに紹介していただい
た。11 月 23 日に岡山大学で開催されたイベントに参加し、その後本校でもワークショップをしていただくこ
とができ、私にとっても生徒たちにとっても、視野の広がる素晴らしい機会となった。こういった様々な情報、
体験、人に触れる機会を自分自身持ち続けて、生徒に提供し続けていきたいと思う。

77

第４章・事 業 結果

探究テーマ

研究活動からグローバルアントレプレナーシッププログラムへの展開と、学外機関との連携による拡張と継続
木村健太（広尾学園中学校高等学校）

1 テーマの紹介
研究活動からグローバルアントレプレナーシッププログラムへの展開と、学外機関と
の連携による拡張と継続
広尾学園医進・サイエンスコースでは、サイエンスや数学分野における本格的な研究活動を推進してきた。
しかし、その取り組みのほとんどが学術や教科学習を目的としたものであり、ビジネスやソーシャルイノベー
ションによって実社会の課題を解決しようとするアプローチはほとんどない。
ここではまず、DECA ICDC への参加を通じて、研究活動をグローバルな視点をもったビジネスやソーシャ
ルイノベーションに展開した事例を紹介し、その後、学外の機関と連携することで、学校を越えた取り組みへ
と発展し、高校生がビジネスに関する知見を継続的に学び・実践できる環境を構築できた事例を紹介する。

2 テーマを選んだ背景・理由
なぜ、そのテーマを選んだのか
・本校の医進・サイエンスコースでは学術研究を目的とした「幹細胞」「植物」「環境化学」「数論」「現象数理」
「理論物理」の６分野における研究活動を進めているものの、グローバルな視点をもったビジネスやソーシャ
ルイノベーションによって実社会の課題を解決するアプローチはほとんどない。
・全国的にも、ビジネスについて体系化された本格的なプログラム（マーケティング、マネジメント、ファイ
ナンス、リーダーシップ、チームビルディング等）を高校生が学ぶ機会はほとんどない。
・国が推進するアントレプレナーシップ教育として、文部科学省の「グローバルアントレプレナー育成促進事
業（EDGE プログラム）」や後継の「次世代アントレプレナー育成事業（EDGE-NEXT）」などがあるが、これ
らは大学を支援するものが中心である。
・経済産業省では中小企業庁が「学びと社会の連携促進事業（起業家教育）」において高校生向けの事業を推進
しているが、地域活性化を趣旨とした事例が多く、グローバルに展開する事例はない。
・その他、企業や団体が主催するビジネスプランコンテスト等は多くあるが、そのほとんどが単発もしくは短
期的なものである。
・高校生が継続的に学びながらキャリアパスに繋げることができるプログラムが求めら
れている現状において、本校では、ビジネスに関わる領域や、生徒が当事者意識をもっ
て自身の興味を持続可能な形で社会への貢献に昇華させるためのアントレプレナーシッ
プを体系的に学べるプログラムとして、米国に本部を置く DECA の活用を検討・試行
していた。今回のシリコンバレー地区の教育環境を視察できたことでその必要性と実現
可能性を再確認できた。

3 視察を通じて参考になったこと
・High Tech High には、生徒たちが石鹸を作製し、ビジネスとして成立する形にまで高めて販売する The
Wicked Soap Company というプロジェクトがあることを知った。このプロジェクトは「消費者の特定のニー
ズを満たすために科学的知識とエンジニアリング設計プロセスをどのように使用できるのか？」という学びを
目的とするものであった。
・San Diego STEM Ecosystem という、こどもたちが学校以外の場（大学、専門機関、企業、地域、各種コ
ミュニティ等）でも STEM 教育を受けられるための調整を担う行政機関の存在を知った。
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・Hillview Middle・Hillview
School の視察では、ICT
Middle School 環境整備の重要さを再認識。生徒が一人一台のガジェットを持ち、
の視察では、ICT 環境整備の重要さを再認識。生徒が一人一台のガジェットを持

常に Web に繋がれる環境を用意。反転授業や
常に Web に繋がれる環境を用意。反転授業や
PBL がスムーズに行われていることはもちろん、生徒とともに
PBL がスムーズに行われていることはもちろん、生徒ととも
リテラシーのあり方を追求していた。
リテラシーのあり方を追求していた。

・ヤング吉原先生・
・
天野さん
ヤング吉原先生
・外村さんからは、
・天野さん・起業という選択肢における日米の意識の差、
外村さんからは、起業という選択肢における日米の意識の差、
日本の起業率の低さ、
日本の起業率の低

STEAM という哲学、empathy
STEAM という哲学、empathy
を忘れずに人のためになる開発、生徒主導で進める大切さ、学校という箱庭
を忘れずに人のためになる開発、生徒主導で進める大切さ、学校という箱庭

的発想からの脱却、許可を求めずまずやってみる、感謝を忘れず縁をつなぐ努力をするなど、たくさんのご示
的発想からの脱却、許可を求めずまずやってみる、感謝を忘れず縁をつなぐ努力をするなど、たくさんのご
唆をいただけた。唆をいただけた。

4 オンラインミーティングやその他で参考になったこと
・同行した先生方とのミーティング：今回の視察で必要性を感じた「他者への貢献を意識する学び」について、
消費者のニーズを掘り起こすマーケティングという観点からも、学校と社会をつなげるという観点からも、ビ
ジネスという切り口は有効であるとの後押しをいただけた。
・DECA 公式 HP と資料の調査と、DECA の日本国内での認定高校推進サポート機関である一般社団法人カピ
オンエデュケーションズ（以下、カピオンエデュケーションズ）からの紹介：DECA にはその学びを評価・測
定するための試験もあり、米国では大学入試に利用されている SAT や ACT と並び、大学卒業後にビジネスリー
ダーとしての特性や能力の伸びしろと可能性を測定するために DECA の試験が活用されているとのことだった。

※DECA の試験には、1. マーケティング、2. マネジメント、3. ホスピタリティとツーリズム、4. ファイナン
スの４分野の試験があり、知識を測定するためのマークシート、ビジネスをプランニングする力を測定するエ
グゼクティブシート筆記試験、ビジネスプランを不特定多数にロジカルに説明する力を測定するプレゼンテー
ションがある。

5 ３～４の考察
学びの目的や環境、生徒がアウトプットするときの意識に「自分とは違う他者」が含まれていたのが印象的
だった。High Tech High の The Wicked Soap Company でも、知識や技術だけでなく「消費者のニーズ」
をふまえた思考を重要視していたし、Millennium School at KGI のフォーラムは、他者との関わりの中から
自分自身を知るアプローチといえる。日本には、世界に誇れるレベルの他者を思いやる気持ちを大切にした教
育環境があると思っていたが、「学び」に関しては、自分のためという意識に留まっているのではないかとの
気づきを得た。今後は PBL においても、生徒が興味を持った「自分のやりたい」を「社会や他者への貢献」に
昇華させていくことを意識できる環境を整えていきたい。
また、日本においても、学校と学校、学校と大学や専門機関、学校と企業、学校と地域とを繋ぐ San Diego
STEM Ecosystem のようなシステムやそれを担当する機関の必要性を強く感じた。そのためにはまず、モデ
ルとなるケースをいくつか模索する段階から始める必要がある。本報告は、その一助となることを目指すもの
である。
これらの考察は、学校が社会とシームレスにつながっていくことを意味する。そのために学校は、社会の変
化とともにスピード感をもって変化し続けられる体制を取る必要がある。一方、教育においてはどんなに社会
が変化しようとも、時代を超えて変わらない価値あるものを生徒たちに伝え続ける必要もある。今まで以上に
教育の「不易と流行」が重要になってくる。それぞれの本質を見失わないよう、我々教員自身が探求し続ける
姿勢を持ち続けていたい。
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6 実践計画
① DECA ICDC
本件ではまず、研究活動に取り組んでいる医進・サイエンスコースの生徒が、グローバルなビジネスプラン
を策定することで、ビジネスやソーシャルイノベーションによって実社会の課題を解決するような視点も持つ
ようになるのではないかという仮定のもと、DECA ICDC（DECA 主催の世界大会）への参加を目指した。
⒈

学内での体制確立、担当教員の選定、DECA ICDC へ参加するために必要となる要件の確認。

⒉

ビジネスプラン策定のための講義及び個別指導、英語プレゼンと資料作成の個別指導、DECA 本部との

交渉、旅行手配及び旅程管理などを担当する外部機関の選定と連携。
⒊

プログラム内容及び日程の調整、安全管理体制、引率メンバー、必要予算、参加費等の検討。

⒋

保護者・生徒向け説明会、参加生徒募集、プログラムの実施・運営。次年度に向けた改善点の洗い出し。

② DECA JAPAN
次に、①における生徒たちの学びと実践を継続的なものにするために、①での連携機関であったカピオンエ
デュケーションズが設立した DECA JAPAN へ参加。本校以外の複数の学校にも紹介し、全国の高校生がビジ
ネスやアントレプレナーシップについて学ぶ機会の創出を目指した。

7 実践の結果
① DECA ICDC
医進・サイエンスコース内に「アントレプレナー」の分掌を立ち上げ、研究活動との接続のための理科教員、
英語指導を担当する英語科教員などに参画してもらった。DECA ICDC へ参加するためには DECA の認定校
になる必要があったため、カピオンエデュケーションズと連携して、DECA の認定校になるための手続き実施、
日本からの初めての参加校となることができた。また、カピオンエデュケーションズは、ビジネスプラン策定
のための講義及び個別指導を全面的に担当してくださった。また、一般財団法人ベンチャーエンタープライズ
センターには、DECA ICDC を視察して得られた情報や、日本のベンチャー及びベンチャーキャピタルの現状、
アントレプレナーシップを身につける意義についてなどを生徒にお話いただいた。旅行手配及び旅程管理は、
株式会社アイエスエーが請け負ってくださった。ビジネスプランの実現に必要となるテクノロジー及び理論の
サポートは、私を含めた研究を指導している教員が担当し、英語資料の作成や英語プレゼンの指導には、英語
科の教員がサポートにあたった。とは言え、チームの編成からアイデア出し、ビジネスプラン策定、英語での
資料作成までの全てを生徒が主体となって行った。
実践の結果、世界中から 15000 人以上の高校生が参加する DECA ICDC において、日本から初出場ながら
6 チーム（参加生徒：高校 1 年生 15 名）中の 3 チームが、Innovation Plan、International Business Plan、
Start-Up Business Plan のそれぞれの領域で入賞を果たすという想定以上の成果を得ることができた。

以下、生徒たちが主体的に、研究活動からビジネスやソーシャルイノベーションへ発展させたエピソードと
して、入賞したひとつのチームのビジネスプランを紹介する。
チームの中心となった生徒は植物研究チームに所属しており、遺伝子改変技術を用いたシロイヌナズナの開

80

第４章・事 業 結果

花制御機構の解析をテーマに研究を進めている。DECA ICDC では、International Business Plan 領域にお
いて「重金属による土壌汚染が深刻化した中国江蘇省での、遺伝子改変ソルガムを用いた土壌浄化とバイオエ
タノール生産によるソーシャルビジネス」を提案した。
本生徒はまず、文献調査によって、中国の江蘇省でカドミウムによる土壌汚染が進んでいる現実を知り、そ
の解決には、研究チームのメンバーが取り組んでいるシロイヌナズナの変異体を用いたファイトレメディエー
ションの適用が有効だと考えた。その後、このプランを持続可能な事業として展開するために更なる文献調査
を続け、バイオエタノールの生産性が高いソルガムという植物を知った。これらの知見と自身が研究で行って
いるゲノム編集技術を用いて、重金属に耐性があり､葉に重金属を蓄積する遺伝子改変ソルガムを作製するこ
とを考えた。ファイトレメディエーションにより汚染土壌を浄化しつつ、刈り取った地上部からカドニウムが
蓄積している葉を除いた茎部分でバイオエタノールを生産するという一石二鳥のアイデアだ。学術論文の報告
に基づいた実現可能性の高い理論と、バイオエタノールの市場価値や具体的に算出されたコストなど、ビジネ
スとして成立することを示すデータを提示した本プランは、DECA ICDC においてもソーシャルイノベーショ
ンとしての価値を高く認められた。
生徒たちのこのような取り組みによって、医進・サイエンスコースで進めている研究活動がビジネスやソー
シャルイノベーションへと発展していく可能性を確信することができた。

②DECA JAPAN
カピオンエデュケーションズが DECA JAPAN を設立し、DECA のプログラムを国内の高校生が普段の授業
に対応した内容に内容理解度を高めるために日本語化したり、オンラインで個別チームのフィードバックを実
施して日本のライフスタイルに合わせた形にモディファイした結果、本校をはじめ、他校の生徒も参加できる
ようになった。以下、カピオンエデュケーションズが主催する DECA JAPAN において実施されたプログラム
を紹介する。
◎集合型講義・ワークショップ
・12 月 1 日 広尾学園 11 名、1 月 11 日 一般高校生 15 名：「ビジネスの３大要素」５時間

オリエンテーション、スタートアップ、チームビルディング、問題とニーズ、カスタマーについて
※チームビルディングは、それぞれ異なる４タイプの「チームプレイヤー・スタイル」を持つメンバーを集め
ると、スタートアップの成功率は上がるという米国の研究をもとにチームが編成された。
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・12 月 22 日 広尾学園 11 名、1 月 12 日 一般高校生 15 名：「プロダクトフィット」７時間
マーケティング、プロダクト、テクノロジー、ファイナンス、エグゼクティブサマリー、プレゼンテーション
について
※ファイナンスについては、有限責任あずさ監査法人が、別途「起業力教室」を企画

3.5 時間

公認会計士など 30 名のスタッフがメンターにつく万全のサポートのもと、ビジネスを数字からマネジメン
トすることがファイナンスであることを伝え、財務３表の意義と数字の読み方をなどを解説。
（今回はコロナウイルスの影響により催行中止。写真は前回実施のもの）

・1 月 13 日 広尾学園 11 名及び一般高校生 15 名の合同実施：「プレゼンピッチ特訓」７時間
全員がビジネスプランをプレゼンテーション、メンターがそれぞれにフィードバック及びアドバイス
◎オンライン（ZOOM）によるフォローアップ、フィードバック、メンタリング
DECA JAPAN では、集合型講義・ワークショップに加えて、オンラインでの個別対応を濃密なスケジュー
ルで実施。
1 月 ６ 日 10:00~11:00 チーム 4、1 月 ７ 日 16:00~17:00 チーム 2、1 月 ８ 日 20:00~21:00 チーム 3、
1 月10日 21:00~22:00 チーム 1、1 月19日 21:00~22:00、
チーム E、1 月20日 9 :00~20:00 チーム D、
1 月21日 17:00~18:00 チーム 3、1 月21日 19:30~20:30 チーム B、1 月21日 21:00~22:00 チーム A、
1 月22日 20:00~21:00 チーム C、1 月23日 16:30~17:30 チーム 4、1 月23日 17:45~18:45 チーム 1、
1 月24日 16:00~17:00 チーム 2、2 月15日 ８ :00~ ９ :00 チーム 1、2 月15日 9 :15~10:15 チーム 2、
2 月15日 10:30~11:30 チーム 3、2 月15日 11:45~12:45 チーム 4
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◎DECA JAPAN ビジネスプランコンテスト
◎DECA JAPAN ビジネスプランコンテスト
・日時：2020 年 1 ・日時：2020
月 25 日（土）13:00
17:00
・会場：広尾学園中学校・高等学校
年 1 月 -25
日（土）13:00
- 17:00 ・会場：広尾学園中学校・高等学校

・参加校：麻布高等学校、アメリカンスクールインジャパン、海城高等学校、加藤学園
暁秀高等学校、ぐんま
・参加校：麻布高等学校、アメリカンスクールインジャパン、海城高等学校、加藤学園
暁秀高等学校、ぐ

国際アカデミー高等部、国際基督教大学高等学校、駒場東邦高等学校、栄東高等学校、成城学園高等学校、東
国際アカデミー高等部、国際基督教大学高等学校、駒場東邦高等学校、栄東高等学校、成城学園高等学校

京学芸大学附属高等学校、豊島岡女子学園高等学校、広尾学園高等学校、武蔵高等学校、代々木高等学校、立
京学芸大学附属高等学校、豊島岡女子学園高等学校、広尾学園高等学校、武蔵高等学校、代々木高等学校
命館宇治高等学校、Loohcs
高等学院
命館宇治高等学校、Loohcs
高等学院
・発表時間：７分

・質疑応答：５分
・審査員：学外専門家４名
・発表時間：７分 ・発表スタイル：英語
・質疑応答：５分 ・発表スタイル：英語
・審査員：学外専門家４名

・発表されたビジネスプラン
・発表されたビジネスプラン

1 訪日観光客の一極集中による混雑と環境悪化を防ぐ、
リアルタイムの穴場観光ルート作成とマナー案内アプリ
1 訪日観光客の一極集中による混雑と環境悪化を防ぐ、
リアルタイムの穴場観光ルート作成とマナー案内
2 ドリンク代を節約し環境資源のムダを省く、マイボトル専用自販機サーバー
2 ドリンク代を節約し環境資源のムダを省く、マイボトル専用自販機サーバー
3 先生の教えるスキルを上げる、生徒が先生を評価するリアルタイム双方向
SNS
3 先生の教えるスキルを上げる、生徒が先生を評価するリアルタイム双方向
SNS
4 歩きスマホを禁止するのではなく安全に行うための、歩きスマホ専用レーン
4 歩きスマホを禁止するのではなく安全に行うための、歩きスマホ専用レーン
5 ペットを持ちたいのに時間と場所がない人向けの、犬専用
24 時間ケア付きホーム
5 ペットを持ちたいのに時間と場所がない人向けの、犬専用
24 時間ケア付きホーム
6 髪を乾かす間は何もできないという問題を解決する、ハンズフリードライヤー
6 髪を乾かす間は何もできないという問題を解決する、ハンズフリードライヤー
7 眼鏡をかけると目が小さく見えるコンプレックスを解消する、低価格の超薄型レンズ眼鏡
7 眼鏡をかけると目が小さく見えるコンプレックスを解消する、低価格の超薄型レンズ眼鏡
8 高齢者の運動不足による認知症を予防する、外出が楽しくなる図鑑
AI アプリ
8 高齢者の運動不足による認知症を予防する、外出が楽しくなる図鑑
AI アプリ
9 病院に行く時間がないが自分に合う薬が分からない人向けの、症状や体質に合った
OTC 薬提案アプリ OTC 薬提案アプリ
9 病院に行く時間がないが自分に合う薬が分からない人向けの、症状や体質に合った

8 実践の結果を踏まえた考察
・ビジネスやアントレプレナーシップにグローバルな視点で取り組むとき、他者理解は欠かせない要素になる。
今回の実践においても、サイエンスや数学分野における学術を目的とした研究に取り組んできた生徒たちが、
消費者はもちろんのこと、他国の文化や習慣、法律や社会制度など、多様な知見を求め、関わるステークホル
ダーそれぞれの立場に立って思いを巡らすようになっていった。このように、文理融合・教科横断的な学びが
他者を意識した取り組みの中から自然発生していく過程に触れられたことは、今回の実践において最も大きな
収穫であり、生徒たちに心からの感謝を伝えたい。
・DECA ICDC までの準備期間が 2 ヶ月弱（米国をはじめとした他国の高校生は DECA のプログラムを 1-3
年間学んだ状態での参加）だったことを考えると、日本の教育を受けた生徒たちには、ビジネスに関わる領域
を学び、ソーシャルイノベーションにつなげることができる意欲も力も十分にあるといえる。そして、これら
の成果はカピオンエデュケーションズをはじめとした学外機関のみなさまのご尽力によるところが大きい。こ
れからも、生徒たちが多様で専門的な学びの機会を受けられる環境を提供し続けていきたい。
・米国視察の事例でも、本校の実践でも、生徒一人一台の ICT 環境は必要不可欠な要素であった。深く掘り下
げた調査や生徒たちが知識や考え方を共有しながらプランを作成できたことはもとより、DECA JAPAN での
専門家によるオンラインフォローアップ、フィードバック、メンタリングは非常に効果的であった。また、学
校を越えたチーム編成も可能となり、多様なメンバーによる協働を生み出すことができた。今後、国内でも構
築されるであろう教育エコシステムにおいては、学校と学校、学校と大学、学校と企業、学校と地域といった
マクロな視点だけでなく、個と個が安全かつ有機的に繋がるプラットフォームとしての機能が求められると感
じた。
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探究テーマ

課題のジブンゴト化とデザインプロセス、エコシステムとしてのコンソーシアムの構築
木塲 康典（宮崎県立宮崎大宮高等学校）

1 テーマの紹介
課題のジブンゴト化とデザインプロセス、エコシステムとしてのコンソーシアムの
構築
アメリカでの視察・調査を基に日本と比較して考えると、PBL・STEAM の確立の背景には、デザインプロ
セスが明確であるだけではなく、それぞれのステップで身につけるスキル・マインドが明確になっていること
が挙げられる。また、真正の学びである PBL・STEAM を行う際に外部との連携は欠かせない。本稿では、米
国における「エコシステム」の日本版を、コンソーシアムとして結成することの可能性を探究する。

2 テーマを選んだ背景・理由
なぜ、そのテーマを選んだのか
勤務校である宮崎大宮高校は、SGH5 年目の終了年度を迎え、これまでの研究開発の上に新しい学びを設計
することが求められている。課題研究発表の研究大会では、これまでも課題研究チームが全国大会でも上位を
獲得するなど、一定の成果が見られた。しかしながら、チームで取り組む課題研究において、その取り組みに
は個人差がある。ジブンゴト化された生徒の学びは人格形成に大きく寄与することも明らかであるが、一方で
そうでない生徒がいかにジブンゴト化するかが課題になっている。以下では、米国の STEAM 教育・PBL を基
に実践を行い、考察した。
また、SGH では普及のための活動、成果発表会・フォーラム等も行ってきたが、その効果は限定的であろう。
一方で、数校で協働して取り組んだプログラムにおいては波及効果が高いことが明らかとなった。協働して実
施することは、互いの生徒・教員にとっても大きな学びとなる。米国のエコシステムを参考に、外部を巻き込
んだ学びの環境づくりを探究したい。

3 視察を通じて参考になったこと・考察
共有できる探究プロセス・スキルの標準モデル化
今回の視察で訪れた学校には、基本的に、探究プロセスやスキルのスタンダード・モデルが「図式化されて
掲示」されている。それは、各学校で類似する部分もあるが、各学校で創られているものであり、標準モデル
が表示され認知されていることは、学習効果として高いと考えられる。なぜなら、生徒が取り組む際に、自分
がどのようなプロセスにいるのか認知され、這い回らず価値ある試行錯誤がおこなわれ、振り返りの際の共通
言語となり得るからである。
日本の中等教育においては、総合的な探究の時間が関連するだろう。「課題設定→情報収集→整理・分析→
まとめ・表現」というプロセスがあり、高等学校学習指導要領の総合的な探究の時間には、以下のような記述
がなされている。
生徒は、①日常生活や社会に目を向けた時に湧き上がってくる疑問や関心に基づいて、自ら課題を見付け、②
そこにある具体的な問題について情報を収集し、③その情報を整理・分析したり、知識や技能に結び付けたり、
考えを出し合ったりしながら問題の解決に取り組み、④明らかになった考えや意見などをまとめ・表現し、そ
こからまた新たな課題を見付け、更なる問題の解決を始めるといった学習活動を発展的に繰り返していく。要
するに探究とは、物事の本質を自己との関わりで探り見極めようとする一連の知的営みのことである。
これを念頭に置きながら、わが国では各学校・各教員の創意工夫を加えて、そのプロセスが年間計画に組み
込まれて実施されている。この場合、プロセスについてはモデル化されることは少ないが、年間計画から各学
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校・各教師の頭の中にあるプロセスを類推・解釈することはできる。そのような意味では「隠れた探究プロセ
校・各教師の頭の中にあるプロセスを類推・解釈することはできる。そのような意味では「隠れた探究プロ
ス・スキル」となっている。
ス・スキル」となっている。
これと比較し、3 つの点から参考になったことを述べたい。
これと比較し、3 つの点から参考になったことを述べたい。

第 1 に、課題設定力・課題解決力をより高めるプロセス設計がなされていることである。まずは、ここで
第 1 に、課題設定力・課題解決力をより高めるプロセス設計がなされていることである。まずは、ここで
The Nueva School
TheのNueva
i.Lab に掲示してあった、デザインプロセスについて紹介したい。
School の i.Lab に掲示してあった、デザインプロセスについて紹介したい。

同校のデザインプロセスは、"Research
同校のデザインプロセスは、"Research
/ Deep Dive"（調べる・深く掘り下げる）から始まる。このステッ
/ Deep Dive"（調べる・深く掘り下げる）から始まる。このステ

プは、"Observe"（観察）
プは、"Observe"（観察）
、"Ask & Listen"（尋ね・聞く、インタビュー）"Research"（文献調査）から成り、
、"Ask & Listen"（尋ね・聞く、インタビュー）"Research"（文献調査）から成り

五感を使って調べることが意識されているが、これはまさに
五感を使って調べることが意識されているが、これはまさに
Stanford d.school
Stanford
のデザイン・プロセスの最初
d.school のデザイン・プロセスの最

のステップ "Emphasize"（共感）に対応する。そして、次のステップとして、"Focus"（焦点化・絞り込み）
のステップ "Emphasize"（共感）に対応する。そして、次のステップとして、"Focus"（焦点化・絞り込み

があるが、このステップでの重要な点として、"Synthesize
があるが、このステップでの重要な点として、"Synthesize
& Deﬁne"（統合・総合化と問題定義）がある。
& Deﬁne"（統合・総合化と問題定義）がある

以上の 2 つのステップが、
以上の 2「課題設定」のステップにあたる。確かに課題発見・課題設定の重要性が示され
つのステップが、「課題設定」のステップにあたる。確かに課題発見・課題設定の重要性が示さ

てはいるものの、いかに発見し、いかに設定するかという点において、The
てはいるものの、いかに発見し、いかに設定するかという点において、The
Nueva School のデザインプロセ
Nueva School のデザインプロ
スは、課題発見・課題設定能力が重要視される中で、大きな示唆を与えよう。
スは、課題発見・課題設定能力が重要視される中で、大きな示唆を与えよう。

The Nueva School
Theでは課題を設定した後の課題解決の過程も具体的で、"Generate
Nueva School では課題を設定した後の課題解決の過程も具体的で、"Generate
Ideas"（アイディア
Ideas"（アイディ

を発想する）ではを発想する）では
"Brain Storming"（ブレインストーミング）が、"Make
"Brain Storming"（ブレインストーミング）が、"Make
Informed Decisions"（十分な情
Informed Decisions"（十分な

報を得た上での決定）では、"Analyze
報を得た上での決定）では、"Analyze
and Choose "（分析と選択）
and Choose
、"Prototyping
"（分析と選択）
Cycle"（プロトタイプの
、"Prototyping Cycle"（プロトタイプ

サイクル）では、"Create
サイクル）では、"Create
Prototype"（プロトタイプを作る）
Prototype"（プロトタイプを作る）
・"Seek Feedback"（フィードバックを得る）
・"Seek Feedback"（フィードバックを得る
・
"Incorporate Feedback"（フィードバックを組合せ具体化する）
"Incorporate Feedback"（フィードバックを組合せ具体化する）
、"Collaborate"（協働する）では
、"Collaborate"（協働する）では

"Monitor Team Dynamics"（チームの活動過程を注視する）
"Monitor Team Dynamics"（チームの活動過程を注視する）
"Motivate & Inspire"
"Motivate
（モチベーションを注視し、
& Inspire"（モチベーションを注視
盛り上げる）、"Project
盛り上げる）
Management"（プロジェクト管理）が重要とされている。
、"Project Management"（プロジェクト管理）が重要とされている。

以上の 4 ステップは「課題解決」のステップにあたり、標準モデルとしても精緻化された内容となっている
以上の 4 ステップは「課題解決」のステップにあたり、標準モデルとしても精緻化された内容となってい
といえるだろう。といえるだろう。

第 2 に、このようなプロセスを設計したり、多彩なプログラムを展開できる、熟知した専任者の存在である。
第 2 に、このようなプロセスを設計したり、多彩なプログラムを展開できる、熟知した専任者の存在であ

The Nueva School
TheのNueva
i.Lab の先生は
School の
Stanford
i.Lab の先生は
d.school
Stanford
の出身者であり、学校自体も
d.school の出身者であり、学校自体も
d.school と連携して
d.school と連携し
プログラムを開発をしているということである。
プログラムを開発をしているということである。

第 3 に、このプロセスが掲示されていることにより、
第 3 に、このプロセスが掲示されていることにより、
「価値ある試行錯誤」が行えることである。プロセス
「価値ある試行錯誤」が行えることである。プロセ

やスキル等は少なくとも教員と生徒の間で共有されている。The
やスキル等は少なくとも教員と生徒の間で共有されている。The
Nueva School の場合は「What
Nueva School の場合は「What
Next」と
Next」

書いてあるように、生徒が、どのようなステップで進め、どのようなことをすべきか、気をつけるべきことは
書いてあるように、生徒が、どのようなステップで進め、どのようなことをすべきか、気をつけるべきこと

何か、ということを理解し、進めることができる。そのことによって、陥りがちな「はいまわる活動主義」に
何か、ということを理解し、進めることができる。そのことによって、陥りがちな「はいまわる活動主義」

陥りにくく、
「価値ある試行錯誤」ができる上に、振り返る際に「どのような段階で、どのようなことを行った」
陥りにくく、
「価値ある試行錯誤」ができる上に、振り返る際に「どのような段階で、どのようなことを行っ
とステップと取り組みごとに、メタ認知化されやすくなっている。
とステップと取り組みごとに、メタ認知化されやすくなっている。

②PBLとセットになった情意教育のプログラム化－Social
②PBLとセットになった情意教育のプログラム化－Social
Emotional Learningの存在Emotional Learningの存在
STEAM 教育を導入するとき、"How
STEAM 教育を導入するとき、"How
to" が形式的に取り入れられ、
to" が形式的に取り入れられ、
①で述べた
①で述べた
方法面が注視されがちである。しかし、今回視察した
方法面が注視されがちである。しかし、今回視察した
PBL や STEAM 教育に取
PBL や STEAM 教育に取
り組む学校においては、スキルセットと同程度にマインドセットをあわせて行っ
り組む学校においては、スキルセットと同程度にマインドセットをあわせて行っ
ているということが重要である。
ているということが重要である。
右の写真は Hill View
右の写真は
SchoolHill
のものであるが、"ﬁxed
View School のものであるが、"ﬁxed
mindset" と "Glowth
mindset" と "Glowth
Mindset" の場合に分け、Challenge、Obstacles、Eﬀort、Criticism、Success
Mindset" の場合に分け、Challenge、Obstacles、Eﬀort、Criticism、Success
of others という項目でその違いが示されている。
of others という項目でその違いが示されている。
The Millennium The
School
Millennium
では、朝から集会にてマインドフルネス瞑想が行わ
School では、朝から集会にてマインドフルネス瞑想が行わ
れ、"Who am I?"、"How
れ、"Who
doam
I relate
I?"、"How
to others?"、"How
do I relate to others?"、"How
can I contributecan I contribute
to the world?" と、瞑想の中で自己・他者・世界と向き合い、穏やかな気持ち
to the world?" と、瞑想の中で自己・他者・世界と向き合い、穏やかな気持ち
で精神性を高めた上で、午前中に探究にあたる”
で精神性を高めた上で、午前中に探究にあたる”
Quest” が行われている。ここ
Quest” が行われている。ここ

から、他者との協働で取り組み、解なき問いに挑む前に、そのマインドセットを行っていることがわかる。
から、他者との協働で取り組み、解なき問いに挑む前に、そのマインドセットを行っていることがわかる。
この他、The Nueva
この他、The
School でも
Nueva
Social
School
Emotional
でも Social
Learning
Emotional
が行われており、これが
Learning が行われており、これが
PBL・STEAM 教 PBL・STEAM
育を下支えする存在といえるだろう。
育を下支えする存在といえるだろう。
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わが国の協働型学習の問題点は、方法面や認識レベルの話に焦点が当てられ、情意面については多くが話題
となることが少ない、または体系化されていないことではないだろうか。
昨今生徒たちの「グループ学習疲れ」
「探究疲れ」という言葉が出現する背景には、解なき問いをグループ
で考えることは、時として他者との衝突や自己との葛藤を伴う場合が多く存在するからであろう。また、国際
比較によって明らかとなってきた、わが国の生徒・大人の自身の自尊感情・自己肯定感・自己効力感の低さ、
他者への理解や他者との関係構築力の低下等への大きな示唆を与えているのではないかと考えられる。
STEAM 教育･PBL は現実の社会について他者と取り組み、対象世界を広げ、学習の有用性を感じることので
きる刺激的な学習活動であり、市民的資質を育成できる場である。そこで、わが国において STEAM・PBL を
導入する際には、形式だけではなく、現場レベルでの調査研究と学問的な探究の往還を繰り返しながら、マイ
ンドセット教育にも同時に取り組む必要がある。

③中間成果物のアートと展示
今回視察した学校では、至るところに生徒の掲示物が展示してあったが、High Tech High（写真左）での
説明の中で「展示は最も重要」という言葉があった。なぜ重要なのかと尋ねたところ、表現することで自分達
の考えていることを整理する一方で、共有することで、たくさんのフィードバックがもらえ、次への指針が見
つかるということであった｡
写真右は、The Nueva School の廊下の展示物である。グラフィック・オーガナイザーともいうべきもので
あろう。実際に展示物に書かれている内容は、日本でいうと模造紙にマジックで箇条書きで書かれるレベルの
ものであったが、米国の視察校の場合は文字情報ベースではなく、図式ベースで書かれており、アート性も高
く展示されていた。目を引くものになっているので生徒や先生との共有とフィードバックが闊達に行われ、好
循環を生んでいると考えられる。日本の場合は優れた最終成果物が展示されることが多いが、このような中間
成果物にアート性が入ることで、生徒の社会的有用感（レリバンス）や次への指針につながるのではなかろう
か｡この背景には、メディアアート教育やグラフィックオーガナイザーなどのアートと融合した教育があるよ
うに思われる。

4 実践計画・結果・考察
デザイン・プロセスを参考にした課題設定能力の充実（短期実践計画）
1 年生の課題研究の課題発見・設定のプロセスの改善
【計画】
昨年度までは「世界の人々・社会・地球環境のために、宮崎の強みを活かしたアイディアを発想する」とい
う目標を設定していた。つまり、目的である「世界の人々・社会・地球環境のため」と手段である「宮崎の強み」
を同時に見せて考えさせるものであった。ところが、高校生は考えやすい手段から入るために、手段が自己目
的化する研究テーマもしばしばあった。
そこで、今回の米国の視察・調査、とりわけ The Nueva School のデザイン・プロセスを参考に、課題発見・
設定の過程を見直した。特に、Nueva のプロセスで設定されている” Research（Deep Dive!）
” を参考に、
深く課題を発見できるようにした。Research のプロセスは、インターネット上の検索だけにならないように、
後述のウィンターサイエンスプログラムで来日した台湾人・ベトナム人へのインタビューも含めて、深く理解
できるようにプロセスを設計した。
また、「世界の人々・社会・地球環境のため」という目的については、とりわけ連携する台湾・ベトナム・
シンガポールの共通課題から考えさせるアプローチで実施した。
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【結果】
写真左の 2 枚は昨年度の発表内容、写真右は今年度の発表内容である。昨年度の内容は、いつしか手段であ
る宮崎の強みが目的になっているのに対して、今年度は写真右のように、4 地域の共通課題を調査し考え、手
段の目的化はみられなかった。

【考察】
結果から、The Nueva School などの行うデザイン思考の過程を組み込むことで、目的に応じた有効な解決
手段を考えるプロセス設計ができる可能性が高まったのではないかと考えられる。

生徒が社会を巻き込み、課題設定をする自主企画の開催
【計画】
課題設定が重要であるというデザイン思考は、課題研究だけではなくあらゆるプロジェクトで活用すること
ができる。2020 年 2 月 14 日に、スクラムベンチャーの外村仁氏ほか 2 氏を招いたトークセッションを行う
というプロジェクトを進めた。これまでも生徒による自主企画は多く存在したが、①社会を巻き込めていない、
②参加する生徒が少ない、という課題があった。そこで、教員の介入は最低限度とし、生徒が自らの手で問い
を発し、大人と協働して、社会を巻き込むイベントを起こす「ニュー宮崎人プロジェクト」と題して実施した。
【結果】
スクラムベンチャーの外村仁氏、i.school の根本紘志氏、こゆ財団の稲田祐太朗氏の 3 名にアドバイスをい
ただきながら、生徒主催のトークイベントを開催した。ここでも、課題設定の部分に時間を費やし、Nueva
の 1 ステップである” Research（Deep Dive!）
” をもとに、生徒相互の観察・インタビューからインサイトを
得つつ、ゲスト 3 名の情報をインターネット・書籍で調べて、問いを「失敗とどう向き合うか」と設定した。

この結果､生徒自主企画のイベントとしては 5 年間で最大の校内外 80 名の参加となった。
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【考察】
五感を使い、共感しながら課題を設定するというデザイン思考のプロセスの重要性が明らかとなった。調査
だけではなく、共感から入るプロセスの存在は、課題をジブンゴト化する上で最も重要なステップであるとい
えるだろう。

デザイン思考を手早く形にするプロセスの導入
台湾・ベトナム・日本 3 国での協働チームでの PBL の導入
【計画】
2016 年から毎年 12 月に、台湾・ベトナムの高校 3 校の生徒・先生を招聘してサイエンス・ウィンター・
プログラムを実施してきた。3 地域の高校生が混合チームを結成してフィールドワーク、実験を行うが、学び
のまとめがコメントだけであったので、最終日に短時間での PBL を実施し、プログラムで学んだ内容を活用し
た PBL を実施した。
【結果】
プログラム内でフィールドワーク・実験教室を通じ、五感を使って海洋微生物について深く理解していたの
で、「未来のために海洋微生物の利活用を考える」というテーマで実施した。日本・台湾・ベトナムの混合チー
ムでは、英語で既習の海洋微生物のどのような点に着目するのか（Focus）、それを使ってどのようなアイディ
アを考えるのか（Generate Idea）という点を協働で話し合い、発表した。
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グローバルキャンプでの
グローバルキャンプでの
PBL 実施
PBL 実施
【計画】

【計画】

本校の文科情報科では、英語活用能力を涵養する行事として「グローバル・キャンプ」を実施している。英
本校の文科情報科では、英語活用能力を涵養する行事として「グローバル・キャンプ」を実施している

語活用能力の涵養、とりわけ批判的・複眼的思考を高めることを目的に実施してきたので、英語ディベートが
語活用能力の涵養、とりわけ批判的・複眼的思考を高めることを目的に実施してきたので、英語ディベー
中心であったが、ここに
中心であったが、ここに
PBL を導入し、デザインプロセスにもとづくプログラムを実施した。
PBL を導入し、デザインプロセスにもとづくプログラムを実施した。
【結果】

【結果】

「外国人観光客にとって魅力的なサービスを創出せよ」というテーマでの
「外国人観光客にとって魅力的なサービスを創出せよ」というテーマでの
PBL を実施した。県内の
PBL ALT12
を実施した。県内の AL

名が参加するメリットを最大限に活かし、ALT
名が参加するメリットを最大限に活かし、ALT
による魅力的な旅の体験の話をもとに、ニーズを分析して焦点
による魅力的な旅の体験の話をもとに、ニーズを分析し

化し、宮崎の観光地のリソースを利用した
化し、宮崎の観光地のリソースを利用した
PBL を実施した。ALTPBL
の旅の体験の内容の理解ができている生徒ほ
を実施した。ALT の旅の体験の内容の理解ができている
ど、アイディアも多く創出する傾向があった。
ど、アイディアも多く創出する傾向があった。
【前 2 項の考察】

【前 2 項の考察】

ウィンターサイエンスプログラムとグローバルキャンプにおいて共通していたのは、理解（調べる・学ぶ）
ウィンターサイエンスプログラムとグローバルキャンプにおいて共通していたのは、理解（調べる・学

の場面では、個人の取り組みの差は露呈していなかったが、アイディアをつくるという場面の様子を観察する
の場面では、個人の取り組みの差は露呈していなかったが、アイディアをつくるという場面の様子を観察

と、理解度の高低が顕著であったことである。教科教育等で
と、理解度の高低が顕著であったことである。教科教育等で
PBL に取り組む場合には、アイディアを創出する
PBL に取り組む場合には、アイディアを創

ことそのものは意義を感じられないかもしれないが、その過程で知識の理解度合いが影響するために、生徒が
ことそのものは意義を感じられないかもしれないが、その過程で知識の理解度合いが影響するために、生
より深くそのテーマを理解できる可能性があるということを、教員側が理解するのが重要であろう。
より深くそのテーマを理解できる可能性があるということを、教員側が理解するのが重要であろう。

エコシステム型の教育環境（中長期実践計画）
エコシステム型の教育環境（中長期実践計画）
5 年間の SGH 指定期間の財産を基盤とし、今回の米国での調
5 年間の SGH 指定期間の財産を基盤とし、今回の米国での調
査を踏まえて、来年度以降は「
査を踏まえて、来年度以降は「
『食』を通じてゆたかな世界を協
『食』を通じてゆたかな世界を協
創するイノベーター」という開発目標のもと、県内外の連携校・
創するイノベーター」という開発目標のもと、県内外の連携校・
国外の連携校・企業・大学等と連携し、
国外の連携校・企業
共育する共同体として「ひ
・大学等と連携し、共育する共同体として「ひ
むか AL（Advancedむか
Learning）ネットワーク」を作っていく
AL（Advanced Learning）ネットワーク」を作っていく
ことで合意した。このネットワークでは、
ことで合意した。このネットワークでは、
①イノベーティブな課
①イノベーティブな課
題解決策を構想・設計する能力、
題解決策を構想・設計する能力、
②高度かつ学際的な知識にもと
②高度かつ学際的な知識にもと
づき、課題の理解や解決策を提案する能力、
づき、課題の理解や解決策を提案する能力、
③多様な人々と課題 ③多様な人々と課題
解決に向けて協働する能力を設定し、世界を牽引するリーダー
解決に向けて協働する能力を設定し、世界を牽引するリーダー
の育成を目指す。各学校の企画したプログラムが相互乗り入れ
の育成を目指す。各学校の企画したプログラムが相互乗り入れ
できるようになり、エコシステム型の外部連携が可能になるものである。
できるようになり、エコシステム型の外部連携が可能になるものである。

6.4

新教科「グローバル協創」の構想・設計（中長期実践計画）
6.4 新教科「グローバル協創」の構想・設計（中長期実践計画）

SGH に指定されて以降、宮崎の強みを活かして、世界に
SGH に指定されて以降、宮崎の強みを活かして、世界に
貢献することをテーマとして課題研究に取り組んできたが、
貢献することをテーマとして課題研究に取り組んできたが、
自然科学・社会科学の両方のアプローチで取り組む課題研究
自然科学・社会科学の両方のアプローチで取り組む課題研究
は一定の評価を得ている。今回構想・設計した「グローバル
は一定の評価を得ている。今回構想・設計した「グローバル
協創」は、総合的な探究の時間（4
協創」は、総合的な探究の時間（4
単位）と社会と情報（2
単位）と社会と情報（2
単位）の時間を使い、これら教科の要素に加え、英語科・地
単位）の時間を使い、これら教科の要素に加え、英語科・地
理歴史科・公民科・理科を中心とした全教科の融合科目とす
理歴史科・公民科・理科を中心とした全教科の融合科目とす
る。さらに、自由設定科目として、国内外の連携校の生徒が
る。さらに、自由設定科目として、国内外の連携校の生徒が
協働型プロジェクトに取り組み、実現に向けてテーマを設定
協働型プロジェクトに取り組み、実現に向けてテーマを設定
し協働研究を進め、最終的には、
し協働研究を進め、
高校生国際会議で共同発表・
最終的には、高校生国際会議で共同発表・
ディスカッションを行う、というものである。
ディスカッションを行う、というものである。

89

第４章・事 業 結果

科目
グローバル協創Ⅰ
（GCⅠ）

自由選択科目
「国内研修」

内容
○協創基礎：アイディアの作り方・プロジェクトの方法論
（STEAM）教育、デザイン思考、イノベーション教育）
○協創基礎：協働学習のための自他の認識と関係構築スキ
ルを学ぶ（Social and Emotional Learning）

○Global Expression：英語活用能力・グローバルキャンプ
（外国人講師の活用）
○協創情報：グローバル協創で必要な ICT 機器活用能力とリ
テラシー、情報倫理を学ぶ
【国内研修：希望者】来日した台湾･ベトナム・シンガポール
の連携校の生徒とともに探究テーマについてプレゼン・ディ
スカッション。【グローバル・ユース・ミーティング】

【グローバル協創Ⅰの特徴】
○世界の共通課題をもとにしたプロジェクトの 4 領域を体験的に学ぶ。
○プロジェクトの 4 領域でアイディアを考案し、研究テーマを設定し、発表する。
自由選択科目
【米国イノベーション短期留学：希望者】
「米国短期留学」
研究テーマについて発表・ディスカッションを行い、多面的な
視点からテーマを検討する。
グローバル協創Ⅱ
（GCⅡ）

自由選択科目
「みやだい COC＋」
自由選択科目
「海外研修」

自由選択科目
「国内研修」

自由選択科目
「米国短期留学」
自由選択科目
グローバル協創Ⅲ
（GCⅢ）

○調査・実験の方法と、その結果得られたデータの分析の方法
を学ぶ。（数学科・情報科）
○研究計画を立て、調査・実験を行った結果、得られたデータ
の整理･分析を行う。
○ポスターの作成方法を学び、ポスターを作成する。（美術科・
情報科）
○グローバル協創で学んだ内容を発表する。（日本語）
○和英の先行研究論文の読解、インタビューにより情報を収集・
整理し、レポートを作成する。（国語科・英語科・地理科）
希望者は、「みやだい COC＋」を受講し、プロジェクトに関する
項目を受講。
【台湾・ベトナム・シンガポール研修】○事前研修にて、外国人講
師の活用
○宮崎 AL ネットワーク（拠点校中心）の生徒と現地の生徒の共同
チームを結成し、共通課題についてプレゼンテーション・ディス
カッションを通して、共同研究の探究課題と計画を話し合う。【グ
ローバル・ユース・ミーティング】

【国内研修：希望者】来日した、台湾･ベトナム・シンガポールの
連携校の生徒とともに探究テーマについて、実験・調査を行い、
プレゼンテーションを行う。
【グローバル・ユース・ミーティング】
【米国イノベーション短期留学：希望者】
台湾･ベトナム・シンガポールとの共同研究の結果を発表・ディス
カッションを行う。（国内外の連携校との共同発表を目指す）
【自由選択科目】希望者は、「九州大学 e- ラーニング講座」を受講
【自由選択科目】希望者は、データサイエンス e- ラーニング受講
○国内外での発表の振り返りをもとに修正し、英語ポスターセッ
ションの準備をする。
（英語科）
【グローバル高校生フォーラム in HINATA】英語ポスターセッショ
ン、英語ディスカッション
○グローバル・キャリアパス「学びの履歴書」でポートフォリオ
をもとに 3 年間の学びをまとめ、「学びの設計書」を作成する。
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探究テーマ

SEL×PBLプログラムデザインとそれを実践する教師のためのSEL開発
佐野 和之（かえつ有明中・高等学校）

1 テーマの紹介
SEL×PBLプログラムデザインとそれを実践する教師のためのSEL開発
生徒が PBL を通じて真に探究的な学びをするためには、PBL プログラムはもちろんだが、それを生徒と共に
作る教師への支援も不可欠だと考える。この背景から、以下ⒶⒷのプログラムを開発し、実践することを試みた。
Ⓐ生徒がテーマに没頭し時間を忘れてしまうような教科横断的な PBL プログラムであることに加え、深く内省
する力が育まれたり心理的に安全なチームが形成できたりするようなプログラムの開発と実践
ⒷⒶのようなプログラムをつくるための教師の内省力と心理的に安全なチームを形成する力を育む教師のため
の SEL プログラムの開発と実践。

2 テーマを選んだ背景・理由
なぜ、そのテーマを選んだのか
昨今、PBL や探究的な学びを標榜する学校が増えてきたものの、生徒が没頭によって時間を忘れ、学ぶ意義
を実社会や課題と結び付けられているようなプログラムはまだまだ多くない。しかも、それらを教科横断的に
自由に結びつけて行われているプログラムはほとんどないと言っても過言ではない。環境的要因によるものが
その大きな理由として考えられるが、一方で教師自身の過去の体験やメンタルモデル（世界を認識する際の自
分独自のものの見方）といったものに左右されている可能性もあり、それが PBL のプログラムの幅を狭めてい
るのではないかという仮説を持っていた。昨年 8 月に日本で行われた Chris 校長とその他 2 名の教師による
Millennium School の SEL 研修に参加した際、彼らは教師同士が心理的に安全な関係になるための場を定期
的に持っており、その場をつくるための具体的手法・スキル以外に、場に臨むための心構え 10 項目という形
で明確にしていた。特に印象的だったのは「場と仲間への感謝」「全身全霊で場に臨む」「模範となって自身の
内面を語る」などで、心理的安全性は自然とできるものではなく、参加者一人ひとりが意図を持って創りあげ
ていることがよく理解できた。そして、生徒同士でも同様のプログラムを通じて仲間との心理的に安全な関係
をつくり、そのプロセスで「心から信頼できる仲間」と、その仲間に無条件に受け入れられている自分への「自
己肯定感」の両面が育まれていることがわかった。それらが土台となって「より良い未来を創るための PBL」
が実践されていた。自分と仲間の力を十分信じることができているからこそ、学校から遠く離れた誰かの幸せ
を他人事とはとらえず情熱的に活動することができるようになっているとのことだった。教師同士の関係性や
教師自身のあり方が生徒に強く影響していることが推測できた。そして、それは今回の視察を通じて確信に変
わった。なぜ教師にとっても学校が心理的安全性の高い場である必要があるのか。教師一人ひとりがその人自
身で居られる環境だからこそ、生徒にとっても同様の環境となる。それが PBL や探究的な学びに没頭できる大
きな必要条件となっていた。
今後、日本で PBL や探究的な学びは大きく展開されていくであろう。その際、プログラムの中身の工夫だけ
では十分ではない。教師一人ひとりが PBL のプログラム開発に熟知し、加えてその教師自身が内省を通じて自
分の内面にある感情や想い、価値観に自覚的になること、抱えている不安や恐れ、弱さを勇気を持って示して
いくことで、チーム全体の創造的な学びの場が涵養され、教科横断的で有機的な PBL や没頭できる探究的な学
びの時間につながっていけると考えられる。
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3 視察を通じて参考になったこと
【Forum による安心安全の関係づくり】
この年代の生徒にとって、学校が『素の自分』で居られる場であることが『健全な自信』を育む上でもっと
も重要であること。また、その場をホールドする教師陣にとっても同様で、学校という職場が自身の弱さ・は
かなさすら受け止めてもらえる場だからこそ、生徒の中に生ずる多様な混乱や葛藤を穏やかに受け止めること
ができるのだと共有できた。
Millennium School からあふれ出ているオーラを体感覚で実感できたことは、頭で理解するよりも何百倍
もの叡智が自分の中に残った。

【異学年チームでの Quest への取り組み】
社会との接続を鑑みて、リアルな社会課題を取り扱う探究的な学びが声高に謳われている。それに加えて、
社会では通常のことである異年齢のメンバーとのコラボレーションが学校内でも当たり前のようにおこなわれ
るべきである。知識のみが優劣をつくるような授業では、学年上位者が教えるばかりになる可能性があるが、
そもそも正解があるのかわからないような社会課題や哲学的な問いに関しては、他者の中の異質性こそが学び
となることが多い。学齢上位者がときにはメンターとして対話相手になってくれたり、ときにはもがき苦しむ
モデルを示してくれたりすることは、
入学してきたばかりの 11 ～ 12 歳の生徒にはとても重要な存在だと思う。

【教師の裁量権と生徒の選択的な授業への参加】
今回視察したすべての学校において、教師がカリキュラムデザインをすることができる裁量が与えられてお
り、生徒の様子を見て、もしくは生徒と相談して柔軟に今目の前の生徒が必要なことを授業で取り扱っている。
また、生徒は限られた必修の授業以外は自身で選択して、授業に臨むことができる。そしてそれら選択科目は
単なる教科の枠にとらわれたものではなく、現実世界と結びついた枠組みの授業、例えば世の中を観察して必
要だと感じたもののプロトタイプをつくるデザイン思考の授業、言語習得のための日本語の授業、撮影編集、
放送まで企画・運営する放送の授業と多岐に渡っている。

4 オンラインミーティングやその他で参考になったこと
昨年 8 月に実施された Chris 校長とその他 2 名の教師による Millennium School の SEL 研修に参加し、学
校に関わる一人ひとりが安心して過ごすために実際に実践で用いている具体的手法として以下のようなものを
学んだ。
・マインドフルネス…呼吸に意識を向け、自分が今ここに居ることにあらためて気づき、心を整える（毎朝）
・Forum…自分の素の状態で、自分たちが夢中になっていることや悩んでいることについて語りあう（毎週）
・Quest…異学年でチームをつくり、6 週間で一つのテーマを探究する（毎週）
・ハーカネスメソッド…丸いテーブルを囲んで座り、誰もが上下関係のない状態で座って議論が促される
・クリアリングモデル…トラブルが生じた際に関係者が集い、事実と感情を切り分けて整理していく
その際、特に注意しているのは教師（ファシリテーター）が気を付けることは「自分が何者としてここに存
在しているのか」
「どのように他者と向き合うのか」「世界に対してどのような貢献ができるのか」という
Millennium School の Essential questions 3 つの問いに対する自分なりの解を持って臨んでいるというこ
とだった。

5 ３～４の考察

nium School では学校としてのコンセプトの一つに、一人ひとりの存在が尊重され、互いにリスペクト
Millennium School では学校としてのコンセプトの一つに、一人ひとりの存在が尊重され、互いにリスペクト

るという旨のものがある。この多様な他者を受け止め合い、
しあえるという旨のものがある。この多様な他者を受け止め合い、
リスペクトし、家族以上の存在となっていく。
リスペクトし、家族以上の存在となっていく。

現実のものとなるために授業や取り組みの中に脳科学や発達理論をベースとした具体的な手法が盛り込
それが現実のものとなるために授業や取り組みの中に脳科学や発達理論をベースとした具体的な手法が盛り込

いる。また、それらを豊かな活動とするためにチームを異学年の生徒で構成するように工夫されている。
まれている。また、それらを豊かな活動とするためにチームを異学年の生徒で構成するように工夫されている。

、これらの授業や取り組みの裁量権が大きく授業担当者に委ねられており、生徒の状況を把握し、それ
加えて、これらの授業や取り組みの裁量権が大きく授業担当者に委ねられており、生徒の状況を把握し、それ

せた実践が工夫されている。異学年運営や教師への裁量権の委譲が今後の
に合わせた実践が工夫されている。異学年運営や教師への裁量権の委譲が今後の
PBL や探究的な学び、SEL を
PBL や探究的な学び、SEL を

な活動にさせる大きなカギになると思われる。
有機的な活動にさせる大きなカギになると思われる。
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6 実践計画
•

かえつ有明高等学校・新クラス（探究・対話中心のクラス）での SEL 実践を整理

～ 2020 年 3 月

•

①の実践を同高等学校の他のクラスに応用（SEL＋PBL）

2020 年 4 月～

•

かえつ有明中学校担当教員の SEL 研修の再実施

2020 年 3 月～

•

かえつ有明中・高等学校全体の SEL＋PBL の意義の浸透を図るための研修会、勉強会

2020 年 3 月～

•

他校教職員を対象にした教員研修

•

SEL 教員研修プログラム（リアルセッション・オンラインセッション）の実施

2020 年 2 月～

•

8 月に実施予定の教員者向けマインドフルネスリトリートのプログラムの完成

～ 2020 年 7 月

7 実践の結果
①マインドフルネス、シェアリング、スパイダーウェブディスカッション、NVC（非暴力コミュニケーショ
ン）、プロジェクトを中心にチーム形成を図ってきた。関わる教師も同様に内省、対話、積極的内面の共有を
実践してきたため、自身が大切にしている想いに気づきやすくなり、学びの自分なりの意義や自身の価値観に
従ったキャリア形成が起こりやすくなっていた。
②①を整理し 4 月より拡大して実施する。
③中学 1 年担当者が数か月をかけて NVC やシェアリング通じて心理的安全性のチームづくりを体感する。
実施後は互いの強みと弱みを理解しているため相互支援的なチーム形成がされ、苦手を強いることなく能動的
にサポートがされており、全体の循環がとてもスムーズになっている。初めてのことに対してもチャレンジン
グな姿勢があり、見通しがたったらまずやってみるというスタンスにある。
④生徒に向かう教師の存在が、その主たる環境であるという思いのもとに、教員研修を継続的に実施してき
た結果、積極的に研修に参加し、内省とシェアを続けている教師が創る学びの場がどんどん変化してきている。
その影響は直接かかわる生徒に大きく伝わり、生徒同士の関係性の質にも変化は起こっている。さらに保護者
との関係も変わったことで、探究的な学びにとどまらず日々の業務でも運営のしやすさに影響がでている。そ
して、当然職場全体への影響もあり、教職員全体の空気感も変わりつつある。
⑤校外においてはオンラインでの SEL の研修、対面では 2 日間の SEL 研修を実施した。今回実施して全国
的にも SEL に高い関心を寄せている教師が増えていることを実感した。しかし、すぐに教育現場で使えるスキ
ル等ではないこともあり、一部の教師にとってはとてもわかりづらい面もあるという難しさも感じている。体
験を通してじっくり学んでいくこと、継続することの大切さをあらためて心に刻んでいる。また、研修での体
験を自身の職場でシェアしても広がりや継続性がうまくいかないとの声も上がったたため、同じ職場から極力
複数名で参加してもらい、どのように職場で展開させていくかまで研修プログラムに盛り込んだ。

8 実践の結果を踏まえた考察
教師自身がまずは自分の内面に目を向け、自己受容することがすべての始まりなのだが、それがなかなか難
しいということを感じた。これは「～であらねば」「～するべき」と外側の世界に自身を合わせ、自分の短所
を無くすように教育を受け、頑張ってきた結果なのであろう。それを同様に他者に適用すると抑圧的な指導に
なり、自分に対して適用すると自身をダメ出しし続け、自信を持って取り組むことが難しくなるようだ。
だからこそ教師にとって安心して「共に学ぶ」コミュニティを持つ機会が担保され、体験を通して SEL の意
義を獲得してほしい。体感して理解した教師が仲間とともに少しずつその影響を広げ、学校全体の PBL×SEL
プログラムづくりに参画していくことが理想である。ゆっくりでも持続的な実践を目指して腰を据える覚悟で
進めることが、遠回りに思えるが、一番の近道でなのではないかと思う。
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探究テーマ

学習成果を校外に発信することの有用性
髙橋 就（宮城県石巻高等学校）

1 テーマの紹介
学習成果を校外に発信することの有用性
学校以外の存在からフィードバックを得ることは、生徒が主体性を発揮して学習に取り組むきっかけの一つ
になり得る。校外発信型の成果発表会は外部からのフィードバックを得る絶好の機会になるのではないか。

2 テーマを選んだ背景・理由
なぜ、そのテーマを選んだのか
数年前から勤務校で、総合的な学習の時間のカリキュラムデザインを担当している。自身の実践では、学習
に取り組んで手に入れた知識や考え方を実践する、アウトプットの機会を十分に設けることができていなかっ
た。実際には、志望理由書を作成したり、探究学習の成果をポスターにまとめたりといったアウトプットの機
会は少なからずあったのだが、生徒自身が学習に取り組んで手に入れた知識や考え方を活用しているという実
感を持っていなかった可能性がある。その結果、生徒目線では総合学習に取り組んだ成果が「何かをやった」
程度に留まってしまい、何を得たか、どんなことができるようになったかといった自身の成長を生徒自身が実
感できていないと感じることが課題だと考えている。
こうした課題意識から、学習成果をアウトプットする良質な機会として、生徒が学校や保護者以外に地域社
会などの第三者へ学びの成果を提案・発表する機会を設けたいと考えた。今回の派遣プログラムでは、そのよ
うな機会を設定する際に、学校以外にどのようなステークホルダーが存在し、彼らとの連携をどのように構築
することができるか、またその時に発生しうる課題（問題点）としてどのようなことが起こり得るのか、とい
う点を調査したいと考えた。

3 視察を通じて参考になったこと
High Tech Highの取り組みについて
High Tech Highの取り組みについて
•

学習成果をアート作品として形に落とし込み、それを学校の外に積極的に公開している。
• 学習成果をアート作品として形に落とし込み、それを学校の外に積極的に公開している。
例：化学のプロジェクト→石鹸の制作・販売
例：化学のプロジェクト→石鹸の制作・販売
数学のプロジェクト→アート作品の展示・公開
数学のプロジェクト→アート作品の展示・公開
ゴミのプロジェクト→Earth
ゴミのプロジェクト→Earth
Day でのプレゼンDay でのプレゼン
（参考 URL:https://www.hightechhigh.org/student-work/student-projects/）
（参考 URL:https://www.hightechhigh.org/student-work/student-projects/）

•

プロジェクト学習の評価については、時間と手間をかけている印象がある。
• プロジェクト学習の評価については、時間と手間をかけている印象がある。
例：ルーブリックなどを利用した生徒の自己評価
例：ルーブリックなどを利用した生徒の自己評価
評価のフレームを提示した上で行う生徒同士による相互評価
評価のフレームを提示した上で行う生徒同士による相互評価
教員による対話的評価（質疑に対する応答を見て評価する）
教員による対話的評価（質疑に対する応答を見て評価する）

•

PBL の設計段階から評価・振り返りまで、一連の流れの組み立て方やフレームワークがウェブ上で公開さ
• PBL の設計段階から評価・振り返りまで、一連の流れの組み立て方やフレームワークがウェブ上で公開さ

れている。（参考 URL：https://gse.hightechhigh.org/design/）
れている。（参考 URL：https://gse.hightechhigh.org/design/）

地域社会との協働・連携について（San
地域社会との協働・連携について（San
Diego STEMDiego
Ecosystemの存在）
STEM Ecosystemの存在）
High Tech High ではプロジェクトに関係する人を探すこともあれば、それとは逆にビジネスの関係、友人
High Tech High ではプロジェクトに関係する人を探すこともあれば、それとは逆にビジネスの関係、友人
関係から連携できそうな人の目星をつけて、その人に合わせてプロジェクトをデザインすることもある。いず
関係から連携できそうな人の目星をつけて、その人に合わせてプロジェクトをデザインすることもある。いず
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れのケースでもどのくらいの人数に、どのくらいの時間を使ってもらってプロジェクトをサポートしてほしい
れのケースでもどのくらいの人数に、どのくらいの時間を使ってもらってプロジェクトをサポートしてほし
かをあらかじめ考えておくようにしている。
かをあらかじめ考えておくようにしている。

The Nueva School
Theでは、学期間のインターセッションで保護者主導の特別講座が開催される。何を、どの
Nueva School では、学期間のインターセッションで保護者主導の特別講座が開催される。何を、ど

ように進めるかは保護者に預けられており、その間教員はテストの評価や自身の専門性開発に集中することが
ように進めるかは保護者に預けられており、その間教員はテストの評価や自身の専門性開発に集中すること
できる。

できる。

子供たちの教育は学校が単独で行うものではなく、学校を中心とした「エコシステム」の中で行われるもの
子供たちの教育は学校が単独で行うものではなく、学校を中心とした「エコシステム」の中で行われるも

であるとの認識が浸透している。San
Diego STEM Ecosystem
は、教育を取り巻くエコシステムの中で学校
であるとの認識が浸透している。San
Diego STEM
Ecosystem は、教育を取り巻くエコシステムの中で学
と民間団体等の協働の調整役を担う組織である。
と民間団体等の協働の調整役を担う組織である。

4 オンラインミーティングやその他で参考になったこと
探究学習のサポート役や対外的な発表の場として、高校生マイプロジェクトアワード（通称マイプロ）への
参加が考えられる。マイプロは、認定 NPO 法人カタリバが運営する高校生向けの実践型探究学習プログラム
である。マイプロジェクト事務局では、探究学習・マイプロジェクトの導入／実践などをサポートする「パー
トナー登録」と、探究学習に取り組む高校生を支える「伴走者」の方々によるコミュニティづくりを目指した
「学び合いイベント」を行っている（マイプロジェクトホームページより引用）とのことである。
また、探究学習の成果発表を複数学年にまたがる形で実施することで、探究テーマの遺産化が図れる。また、
中学生の参観も募ることで学校としての広報活動にもなり得る。（中学生に「先輩カッコいい」と思ってもら
えることが重要。
）

5 ３～４の考察
High Tech High に限らず、視察先の多くの学校で、PBL における学習の成果を作品として形に残すことが
大切にされていた。作品づくりの機会は単なる「芸術的創作活動」として捉えられているのではない。人間社
会が直面する課題の解決手段を生み出す「創造的活動」を進めるための、基礎的・汎用的資質能力を獲得する
場面の一つとしてカリキュラムの中に位置づけられている。例えば The Nueva School では、生徒たちは
i.Lab でのものづくり活動を通して、どのように道具を使うとどんな加工ができるか、どんな材料を使えばど
ういったものが作れるか、といった体験的知識を獲得していく。獲得した知識は、例えば Inter Session での
プロジェクトであれば「動物園の動物たちを楽しませるために」活用される。
このようにして生徒たちは、学びを通して自らが獲得した資質・能力を「他者のために活用する」ことを経
験する。他者との接点を持った取り組みは、生徒達に他者からのフィードバックを与える。他者からのフィー
ドバックを得ることで、生徒達は学びを通して自分の中に「社会に影響を与える力」が生まれつつあることに
気付く。自らの可能性を感じることで、
生徒達はより一層主体性を発揮し、自らのあり方を模索するようになる。
こうしたカリキュラムデザインの背景にあるのは「デザイン思考」であり「人間を大切にする心」を育むリ
ベラルアーツ領域での学びである。他者のために自分は何ができるか、どこにどのような需要があるのか、と
いった「他者への共感」を出発点とした思考を体験させることが、よりよい未来社会を創り出す人材を育む土
台となっている。
（参考文献：ヤング吉原麻里子・木島里江『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』
）
また、学校と学校以外の組織（行政や企業、あるいは保護者集団など）との連携関係については、文化的側
面によるところが大きいと感じた。学校だけでなく地域全体で子供たちを育んでいくのが当たり前になってお
り、学校も積極的に子供たちを地域社会に放り込んでいる。PBL の初期段階では地域社会の課題を洗い出すた
めに実際に子供たちを地域に送り出して現地調査を行ったり、昼食も学校の近くのショッピングモールでとっ
たりしている。こうした文化的環境のもとで、子供たちの教育を取り巻く「エコシステム」が構築されており、
更には学校とその他のステークホルダーとの協働を実現するために、「調整役」を担う組織も存在している。
San Diego STEM Ecosystem はそのような組織の一つの例であり、日本ではあまり見られない事例である。
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6 実践計画
勤務校で探究学習を本格的に導入したのは 2018 年度のことである。その年の反省事項を次年度の担当者に
引き継ぎ、2019 年度の 1 年生の総合的な探究の時間では、地域探求学習において導入部分と最終発表段階で
外部（石巻市観光協会と地元 NPO 法人）から講師を招聘し、学校外のステークホルダーとの連携を実現した。
しかし、以下の 2 点がさらなる課題として見えてきた。
•

学校単独で探究活動を進めていくとどうしても方向性が偏りがちになってしまう。

•

最終的な発表が校内発表の形だと、生徒たちの取り組みが実社会にインパクトをもたらしにくい。

上記の課題と、視察やその後の研修会等で得た知見を踏まえ、令和 3 年度入学生の総合的な探究の時間につ
いて、下記の視点からカリキュラムデザインを行い、管理職に提案し、職員会議等を経て実行に移したいと考
えている。
•

複数学年をまたいだ校内発表の機会を設定し、探究テーマの遺産化の仕組みを作る。可能ならば本校に入

学してくる地域の中学生など、校外のステークホルダーにも公開したい。
•

探究活動が校内で完結しないよう、校外発表の機会を設ける。具体的には、石巻市政策コンテストやマイ

プロジェクトへの参加などが考えられる。
•

継続的に探究活動にかかわってくれる外部のステークホルダーを取り込む。候補として、石巻圏域の行政

機関、石巻専修大学、Ishinomaki2.0、女川向学館、東松島みらいとし機構、Intilaq 東北イノベーションセン
ターなどが考えられる（石巻市観光協会と Ishinomaki2.0 は連携実績あり）。
また、実践の一環として、東北沿岸部教育情報交換会議（2020 年 2 月 8 日、宮城県石巻市で開催）で情報発
信を行った。
•

米国の先進校における PBL や STEAM の取り組みについて

•

STEAM における Arts の重要性とデザイン思考・エコシステムの概念紹介

•

生徒を社会とつないで校外からのフィードバックを得る機会を設けることの有用性の提言

7 実践の結果
勤務校の同僚職員からは、取り組みの方向性としては面白いとの反応をもらった。その一方で、現在の総合
的な学習（探究）の時間の枠組みの中で取り組んでいる学習活動をどうするのか、との意見が出た。また、上
記の取り組みが現状の業務体制では賄いきれない新たな業務負担となり得る。決して多くはないリソースでい
かにして取り組みに実現性を持たせるかが大きな課題である。
「東北沿岸部教育情報交換会議」は、宮城県を中心とした複数の学校の関係者、ならびに地域で活動する
NPO が参加して開催された。探究を含めた学習活動の成果を校外に向けて発信し、フィードバックを得るこ
との有用性について一定の理解を得られたように感じる。また、教育をとりまくエコシステムの構築について
投げかけたところ、学校以外のステークホルダー（地元企業など）との連携について、課題の共有が行われた。

8 実践の結果を踏まえた考察

実践の結果感じたのは、探究学習に対する校内での取り組み状況について、教員間で認識に差があるという
実践の結果感じたのは、探究学習に対する校内での取り組み状況について、教員間で認識に差があるという

とである。従前の取り組みが、これからの時代の教育に求められることに応えられるのか、十分な議論が求
ことである。従前の取り組みが、これからの時代の教育に求められることに応えられるのか、十分な議論が求

られる。もちろん、従前の取り組みの全てを無しにするという議論ではない。これからの時代の教育にとは
められる。もちろん、従前の取り組みの全てを無しにするという議論ではない。これからの時代の教育にとは

かを定義し、これまでの取り組みがそれに応えられるものかどうかを一つ一つ検証していくことが必要であ
何かを定義し、これまでの取り組みがそれに応えられるものかどうかを一つ一つ検証していくことが必要であ

。残すべきものとそうでないものを区別し、新たな取り組みを残すべき取り組みとどのように関連付けてカ
る。残すべきものとそうでないものを区別し、新たな取り組みを残すべき取り組みとどのように関連付けてカ

キュラムを設計するか、総合的な探究の時間のグランドデザインをしなければならない。その上で、学校全
リキュラムを設計するか、総合的な探究の時間のグランドデザインをしなければならない。その上で、学校全

の業務体制を見直し、実現性のある業務体制を整えることが必要である。
体の業務体制を見直し、実現性のある業務体制を整えることが必要である。

一方で、あまりに急激な変化は組織の中で軋轢を生む原因となりかねない。理想としては全体で足並みを揃
一方で、あまりに急激な変化は組織の中で軋轢を生む原因となりかねない。理想としては全体で足並みを揃

て、ではあるが、それではスタートするのが遅くなってしまう。むしろビジョンを共有できる小さい集団か
えて、ではあるが、それではスタートするのが遅くなってしまう。むしろビジョンを共有できる小さい集団か

走り始めて生徒を変える、生徒が変わった姿を見せることで取り組みを全体に浸透させていく、という始め
ら走り始めて生徒を変える、生徒が変わった姿を見せることで取り組みを全体に浸透させていく、という始め

の方が実現性は高いだろう。
方の方が実現性は高いだろう。
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学校外との連携については、商業・水産・農業・工業といった実業高校の方が学校以外のステークホルダー
学校外との連携については、商業・水産・農業・工業といった実業高校の方が学校以外のステークホ

との協働の機会に恵まれており、その分課題に直面することも多い。企業や
との協働の機会に恵まれており、その分課題に直面することも多い。企業や
NPO などの場合、それぞれの狙
NPO などの場合、それぞ

いとするところが必ず学校の期待と合致するとは限らない。商品開発で企業と協働関係を結ぶケースでは、い
いとするところが必ず学校の期待と合致するとは限らない。商品開発で企業と協働関係を結ぶケースで

わゆるアイディアの持ち逃げをされる事もあるという。そのような結果にならないようにするためには、どの
わゆるアイディアの持ち逃げをされる事もあるという。そのような結果にならないようにするためには
ような対策が有効なのかについてのさらなる調査が必要だと感じる。
ような対策が有効なのかについてのさらなる調査が必要だと感じる。

また、外部との連携関係を構築する際に、生徒自身が連携先とのコンタクトを取るということも考えられる。
また、外部との連携関係を構築する際に、生徒自身が連携先とのコンタクトを取るということも考え

生徒を社会とつなぐために外部との連携をするのであれば、連携関係を構築することも教材の一つとなり得る。
生徒を社会とつなぐために外部との連携をするのであれば、連携関係を構築することも教材の一つとな

当然、生徒だけで全てを進めるのはリスクも多いが、視察先では失敗も含めていろいろな経験をさせることで
当然、生徒だけで全てを進めるのはリスクも多いが、視察先では失敗も含めていろいろな経験をさせる

学びを得る、という考えが浸透していた。国内の先進的実践をしている学校でも同様の取り組みをしていると
学びを得る、という考えが浸透していた。国内の先進的実践をしている学校でも同様の取り組みをして

ころもあるという。こうした取り組みをする際に、教員側でどのようなサポート体制を整えるか、どこまで支
ころもあるという。こうした取り組みをする際に、教員側でどのようなサポート体制を整えるか、どこ
援すべきかなどについても追加調査が必要だと感じる。
援すべきかなどについても追加調査が必要だと感じる。
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探究テーマ

STEAM教育を通じジェンダーギャップを越えた問題解決力を高める総合学習のデザイン
中野 真依（神奈川学園中学・高等学校）

1 テーマの紹介
STEAM教育を通じジェンダーギャップを越えた問題解決力を高める総合学習の
デザイン
神奈川学園は中高一貫の女子校で、中学 1 年～高校 2 年にわたる 5 年間で「社会」に出会いながら段階的
に問題意識を深める総合学習 “Kanagawa プロジェクト” を実施している。ここにジェンダーギャップを考慮
した STEAM 学習を取り入れ、発見した問題の解決に向けて具体的な行動につなげるプログラムを加えていき
たいと考える。

2 テーマを選んだ背景・理由
なぜ、そのテーマを選んだのか
現在の Kanagawa プロジェクトには、以下のような課題がある。
•

生徒が最終的には「自分の行動」に移っていくような学習デザイン／学習支援の仕方

•

課題解決能力としての論理性の磨き方

•

こういった高次の学習活動の目標の立て方、支える教員の育て方、教員組織／学校目標の持ち方

•

生徒ひとりひとりの「伸び幅」の評価のしかた

特に、” 自分ごと化” と論理性の育成について壁を感じているが、それらをまとめて乗り越える可能性を
STEAM 教育に感じている。

3 視察を通じて参考になったこと
Stanford 吉村先生のSKY
Stanford 吉村先生のSKY
Laboプログラム
Laboプログラム
現在実施している総合学習では意図はしていなかったが、人を通じて社会問題を考える機会を多くとること
現在実施している総合学習では意図はしていなかったが、人を通じて社会問題を考える機会を多くとること
によって、Empathy（共感）を問題発見の土台に置いて取り組んできた。SKY
によって、Empathy（共感）を問題発見の土台に置いて取り組んできた。SKY
Labo のデザイン思考の中心に
Labo のデザイン思考の中心に
はこの Empathy があり、一連のデザインプロセスの折々で「誰の・何のためにその問題を解決するのか」と
はこの Empathy があり、一連のデザインプロセスの折々で「誰の・何のためにその問題を解決するのか」と
いう根源的な問いに立ち戻ることで、反照として人を大事にする自分のありかたを常に問われることになると
いう根源的な問いに立ち戻ることで、反照として人を大事にする自分のありかたを常に問われることになると
感じる。そのためには、いったん作ってみることが非常に大事である。
感じる。そのためには、いったん作ってみることが非常に大事である。
「誰かのために」という抽象的な想い
「誰かのために」という抽象的な想い
を形にするために論理や知識が必要となるということが実感できたなら、生徒たちも意欲をもって学び取るこ
を形にするために論理や知識が必要となるということが実感できたなら、生徒たちも意欲をもって学び取るこ
とができるようになるのではないだろうか。
とができるようになるのではないだろうか。

The Nueva School
The Nueva
の i.Lab
School の i.Lab
視察では、生徒がどう意欲的になるのかに注目した。様々な授業の中から自分で選択しているためにそもそ
視察では、生徒がどう意欲的になるのかに注目した。様々な授業の中から自分で選択しているためにそもそ
もやる気がある、ということもあるが、教員が生徒との対話を通じて興味を引き出しているというところは、
もやる気がある、ということもあるが、教員が生徒との対話を通じて興味を引き出しているというところは、
改めて自分も大事にしたいと感じた。また、保護者主催のワークショップ・出前授業によって、学校の中には
改めて自分も大事にしたいと感じた。また、保護者主催のワークショップ・出前授業によって、学校の中には
ないリソースを保護者を通じて取り込めるところだけでなく、保護者に企画から任せて先生は採点や次の授業
ないリソースを保護者を通じて取り込めるところだけでなく、保護者に企画から任せて先生は採点や次の授業
デザインに集中する時間が取れる、という仕組みになっているところも魅力的であった。教員が時間をかけら
デザインに集中する時間が取れる、という仕組みになっているところも魅力的であった。教員が時間をかけら
れる仕組みがあれば、より深い学びを促進する取り組みも実施しやすくなるだろう。i.Lab
れる仕組みがあれば、より深い学びを促進する取り組みも実施しやすくなるだろう。i.Lab
の Joey 先生に、 の Joey 先生に、
Nueva は高校で探求や研究がすでにできているのに、さらに大学に行く意味はどう考えられるのかと尋ねた
Nueva は高校で探求や研究がすでにできているのに、さらに大学に行く意味はどう考えられるのかと尋ねた
ところ、The Nueva
ところ、The
School は研究の入り口としてモノづくりのマインドとハートを育てているのだ、と言っ
Nueva School は研究の入り口としてモノづくりのマインドとハートを育てているのだ、と言っ
ていたことが印象的であった。自分の生徒に研究マインドを育ててあげた上で、その生徒が伸び伸びと研究で
ていたことが印象的であった。自分の生徒に研究マインドを育ててあげた上で、その生徒が伸び伸びと研究で
きる大学に行かせてあげたいと感じた。
きる大学に行かせてあげたいと感じた。
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ミレニアムスクールの安心できる環境づくり
ミレニアムスクールの安心できる環境づくり

SKY Labo の取り組みのように他者への
SKY Labo の取り組みのように他者への
Empathy を中心に学びを深めていくとき、必ず自分自身と向き合
Empathy を中心に学びを深めていくとき、必ず自分自身と向き

うことにもなり、それがさらなる学びの深みへとつながるのだと考えるが、それは剥き出しの自分自身と向か
うことにもなり、それがさらなる学びの深みへとつながるのだと考えるが、それは剥き出しの自分自身と向

い合う苦しいプロセスでもある。そこにおいては、仲間たちや教員がありのままの想いを歪みなく受け止め、
い合う苦しいプロセスでもある。そこにおいては、仲間たちや教員がありのままの想いを歪みなく受け止め

それでいいのだと受け入れてくれるのだという安心感や信頼関係があれば、生徒が挑戦できるようになるので
それでいいのだと受け入れてくれるのだという安心感や信頼関係があれば、生徒が挑戦できるようになるの

はないだろうか。ミレニアムスクールでは、まさに安心感を学びの根本に置いており、だからこそ他者と向か
はないだろうか。ミレニアムスクールでは、まさに安心感を学びの根本に置いており、だからこそ他者と向
い合い、関わり合える自分でいられるのだという原理を感じた。
い合い、関わり合える自分でいられるのだという原理を感じた。

global vision global
technology天野さんの西海岸ベンチャー文化から考える新しい学びの目標
vision technology天野さんの西海岸ベンチャー文化から考える新しい学びの目

私自身の想いとして、
私自身の想いとして、
学校教育の成果は学校教育の成果は
21 世紀の社会に生きる人々が共通で持つべき資質を育むものであっ
21 世紀の社会に生きる人々が共通で持つべき資質を育むものであ

てほしく、それを腑に落ちる言葉にしたいと思ってきた。天野さんが指摘してくださった多様性、生態系、オー
てほしく、それを腑に落ちる言葉にしたいと思ってきた。天野さんが指摘してくださった多様性、生態系、オ

プン化…などのキーワードから考え、“意思ある楽天性”
プン化…などのキーワードから考え、“意思ある楽天性”
というコンセプトを得た。その後天野さんとのメール
というコンセプトを得た。その後天野さんとのメー

のやり取りで、これからの学びの目標は「新たなる正解を見つけること」であり、自由でオープンな環境では
のやり取りで、これからの学びの目標は「新たなる正解を見つけること」であり、自由でオープンな環境で

最初はよくわからなくて混乱することが多いが、諦めずに積極的に取り組んで、想定外のことも受け入れる広
最初はよくわからなくて混乱することが多いが、諦めずに積極的に取り組んで、想定外のことも受け入れる

い心があれば、いずれ「新たな正解」が見つかるという意味で、
い心があれば、いずれ「新たな正解」が見つかるという意味で、
” 意思ある楽天性”” はとても重要なキーワード
意思ある楽天性” はとても重要なキーワー

になる、とコメントをいただき、
になる、とコメントをいただき、
励まされた気持ちである。一方で、
励まされた気持ちである。一方で、
天野さんが西海岸での考え方はこうである、
天野さんが西海岸での考え方はこうであ

と前置きされたうえで仰っていた「こうなれるのは全員ではない」という言葉に少し救われた気持ちもある。
と前置きされたうえで仰っていた「こうなれるのは全員ではない」という言葉に少し救われた気持ちもある

全ての生徒が強い意思や粘り強い積極性を持てるわけではないが、それでも新しい時代を生きていくために小
全ての生徒が強い意思や粘り強い積極性を持てるわけではないが、それでも新しい時代を生きていくために
さな力を助けていく試みも教育の役割だ、と改めて受け止めることができた。
さな力を助けていく試みも教育の役割だ、と改めて受け止めることができた。

4 オンラインミーティングやその他で参考になったこと
聖光学院の「レゴ®シリアスプレイ®」メソッドを使った中学生の探究活動
この研修中にご一緒した聖光学院の名塩先生から、ご自身が実践されている、中学 3 年生での「レゴ ® シ
リアスプレイ ®」メソッドを活用した探究ワークの話を伺い、とても興味深く感じた。曖昧な考えや気持ちに
レゴで形を与えることで自分自身を見つめ直し、自分の将来や社会を展望しながら想像力や表現力を高めてい
く活動は、本校の総合学習で目指したいものと重なり合っており、また自分を表現した「もの」を介して意見
を言い合う活動は、自分自身に意見を向けられるよりも安心して気持ちのやり取りができるというところも大
変良いものだと感じた。高校で行われる本格的な探究学習の前段階として位置づけられているのも納得である。

広尾学園 医進・サイエンスコースの研究活動
以前から色々と先生方からお話を伺ったり、生徒さんから直接お話を伺ったりしてきたが、研修で学んだこ
とに鑑みても、面白い学習活動をされていると改めて思った。研究は医進・サイエンスコースの生徒たちの学
校生活にとって授業、部活動と合わせて 3 本目の柱になっており、まだ見たことのない答えを探すという研究
の営みが当たり前のものとして内在化されていることに感心する。そのような生徒たちを支える教員団も生徒
たちとの研究活動を楽しんでおり、日々の授業の革新にも軽やかに取り組んでいる話を伺うと、新しい学びは
生徒ともに教員にも想像力や表現力を高めていくことを求めるのであると思うし、自分もそういう教員であり
たいと思わせてくれる。広尾学園の医進・サイエンスコースの木村先生はいまの形にとどまらず、さらに先へ
拓いていくプランを進めており、挑戦を生徒だけに求めるのではなく自ら挑戦し続ける教員の姿は何より生徒
を励ますものになるのだろうと感じた。
その他、本研修に参加されたすべての先生との対話が、参考になる気づきに溢れていた。地域による違い、
教科による違い、学校種による違い、公立 / 私立による違いが、異なる視点からの問題意識を与えてくれ、日
本のそれぞれの場所で問題を乗り越え豊かな学びを作ろうとしている取り組みは真似したいものばかりであっ
た。
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5 ３～４の考察
Kanagawa プロジェクトを進化させるために、いくつかの乗り越えたい課題が見えてきた。
⒈

人との出会いで得た Empathy から問題発見につなげる

⒉

発見した問題を解決するための方法を具体的な形にする

⒊

繰り返し試行錯誤する活動に取り組めるよう生徒の不安感を軽くする

⒋

不安や低い自己効力感の背景としての環境要因を減らす

⒌

問題解決に向けた活動を通して論理的な思考力や表現力を身につける

1 と 2 については、SKY Labo の活動目的と共鳴することから、人間中心のデザイン思考のものづくり実践
が有効ではないかと考える。一方、3 と 4 に関して、女子には社会的な生育環境的にものづくりに関わる機会
が少なく、苦手意識や不安、大人から期待されていない感覚があることを踏まえれば、ミレニアムスクールや
聖光学院の実践から学ぶところが多い。ものづくり活動について丁寧な導入と支援が大切であろう。
5 については、
「なぜ論理的思考力が必要なのか？」について生徒たち自身が納得するためにも、デザイン思
考のものづくり活動が有効だと考える。Kanagawa プロジェクトの各学年には「平和学習」「環境学習」など
の大きなテーマがあるが、そのテーマの中にいる誰かのために問題を解決しようとするとき、論理性が必要に
なってくる。相手へのインタビューから根本にある問題を探り出す、問題に対する解決策としてものを作ると
きにほころびが無いか吟味する、自分たちが作ったものが誰かの問題解決にどう役に立つか説明する。これら
の各プロセスでは仮説検証を繰り返して改善を目指していく。より良い解決策をかたち作ろうとするほど、論
理性が必要になることを実感できるはずである。問題解決において論理性は目的ではなく手段であり、道具と
して論理性を使う活動が、生徒たちを鍛えていくのだと考える。
女子の生育環境に基づくジェンダーギャップは、学びの選択肢を増やし創造的な学習活動を活発にするため
に解消されるべきものであるが、一方で、教育の取り組み方によってはジェンダーの再生産を招く恐れもある。
学校、教員、保護者、社会で触れる方々について「女子だから苦手」「女子だから得意」「女子だから○○する
べき」…などを行動の理由や説明原理にしないよう、大人も生徒本人たちも注意深く取り扱うことが肝心であ
り、また同時にとても難しい点でもあると考える。

6 実践計画

今後の Kanagawa プロジェクトの進化に向けた
今後の Kanagawa プロジェクトの進化に向けた
STEM＋A 学習の導入について、
STEM＋A
具体的な実践計画としては、
学習の導入について、具体的な実践計画としては、

下のようなものを考えている。
以下のようなものを考えている。

中1・中2】「平和学習」「環境学習」…問題意識の種を蒔く
【中1・中2】「平和学習」「環境学習」…問題意識の種を蒔く

講演会やインタビューで伺ったお話から、問題を抱えている人や地域の様子を深く理解するためにチームで
講演会やインタビューで伺ったお話から、問題を抱えている人や地域の様子を深く理解するためにチームで

ロトタイピングを行う。
プロトタイピングを行う。
「レゴ ® シリアスプレイ
「レゴ
®」メソッドを使ってみたい。抱えている問題の根元にあ
® シリアスプレイ ®」メソッドを使ってみたい。抱えている問題の根元にあ

もの、何が問題なのかを考え、語り合うことにより問題をより深く自分たちのものとすること、また問題に
るもの、何が問題なのかを考え、語り合うことにより問題をより深く自分たちのものとすること、また問題に

を与えることで解決されるべきものとして相対化することを目指す。
形を与えることで解決されるべきものとして相対化することを目指す。

また、STEM 学習としては、
また、
問題を構成要素に切り分け制御する感覚を学ぶために、
STEM 学習としては、問題を構成要素に切り分け制御する感覚を学ぶために、
ロボットを制作しイメー
ロボットを制作しイメー

した動作をさせるプログラムを組んだり、イメージ通りに特殊効果を盛り込んだ映像作品をつくるなどの活
ジした動作をさせるプログラムを組んだり、イメージ通りに特殊効果を盛り込んだ映像作品をつくるなどの活

も導入したい。

動も導入したい。

中3・高1】「多文化共生」「日本の課題」…よりよい社会とは何かを考える
【中3・高1】「多文化共生」「日本の課題」…よりよい社会とは何かを考える

講演会やインタビュー、訪問で伺ったお話から、問題を抱える方々や地域と自分との現在の関係を考え、チー
講演会やインタビュー、訪問で伺ったお話から、問題を抱える方々や地域と自分との現在の関係を考え、チー

でプロトタイピングする。また自分たちが共に生きる社会としてとらえ、よりよくなった状態をイメージし、
ムでプロトタイピングする。また自分たちが共に生きる社会としてとらえ、よりよくなった状態をイメージし、
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プロトタイプを進化させる。
「よりよい社会」とは何が実現された状態なのかを具体的に語り合うことで、逆
プロトタイプを進化させる。
「よりよい社会」とは何が実現された状態なのかを具体的に語り合うこと
にそれが実現されていない現実の抱える問題を具体化・相対化する。
にそれが実現されていない現実の抱える問題を具体化・相対化する。

STEAM 活動としては、問題をより深くとらえるための活動として、問題同士の関係性をとらえるような複
STEAM 活動としては、問題をより深くとらえるための活動として、問題同士の関係性をとらえるよ

数チームでの共同制作に挑戦する（High
Tech High のプロジェクトのように動的なものが作れると素晴らし
数チームでの共同制作に挑戦する（High
Tech High のプロジェクトのように動的なものが作れると素

い）。表現方法は工作・プログラミング・映像・演劇などいろいろな形があってよいが、何を表現しようとし
い）。表現方法は工作・プログラミング・映像・演劇などいろいろな形があってよいが、何を表現しよ

たのか、そのためにチームがどのように動いて作ったかをプレゼンテーションし、目的と手段と制作物の整合
たのか、そのためにチームがどのように動いて作ったかをプレゼンテーションし、目的と手段と制作物
性と、メッセージの伝わり方について自分たちと保護者で評価する。
性と、メッセージの伝わり方について自分たちと保護者で評価する。

【高2】「問題意識と向き合い行動する」…社会をよりよくするための自分のアクシ
【高2】「問題意識と向き合い行動する」…社会をよりよくするための自分のア
ョンを実践する

ョンを実践する

中 3・高 1 で具体化した、現実の抱える問題に対して自分が何を感じるのか、どうしたいのか、進路を通じ
中 3・高 1 で具体化した、現実の抱える問題に対して自分が何を感じるのか、どうしたいのか、進路

てどう関わっていきたいのか、自分の考える解決策を「レゴ
てどう関わっていきたいのか、自分の考える解決策を「レゴ
® シリアスプレイ ®」メソッドを通じて見つけ
® シリアスプレイ ®」メソッドを通じて

ていく。また、自分の解決策によって目指す「よりよい社会」のプロトタイプを校外の方に見せてインタビュー
ていく。また、自分の解決策によって目指す「よりよい社会」のプロトタイプを校外の方に見せてイン

するか、プロトタイプを使って説明する動画を録り、
するか、プロトタイプを使って説明する動画を録り、
校外の方に見せて感想をいただき、
校外の方に見せて感想をいただき、
ブラッシュアップする。
ブラッシュアッ

STEAM 活動としては、専門科目の学びに入っていることもあり、STEAM
STEAM 活動としては、専門科目の学びに入っていることもあり、STEAM
の専門家をふくむ SDGs
の専門家をふくむ
に立ち
SDGs

向かう方に話を伺って、自分の専門領域がどんな問題解決の力になるのかを考えたうえで、実装を目指してほ
向かう方に話を伺って、自分の専門領域がどんな問題解決の力になるのかを考えたうえで、実装を目指
しい。

しい。

7 実践の結果
実践は今後 5 年かけて作っていくことになるので、随時相談していきたい。特に、今回の研修に参加した先
生方には、プランについて議論していただくなど協力を仰げたらと思っている。
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探究テーマ

地域と学校が協働し共に生徒を育てる環境を作るために～学校が地域に一歩踏み出す勇気～
永田 卓裕（福井県立羽水高等学校）

1 テーマの紹介
地域と学校が協働し共に生徒を育てる環境を作るために～学校が地域に一歩踏み
出す勇気～
探究学習やプロジェクト学習（PBL）に関する実践が広がり、また地域や社会に開かれた学校づくりが求め
られている現在、授業の内外にかかわらず多くの学校でそれぞれの地域の行政機関や一般企業などとの連携が
急速に進んでいる。新学習指導要領への移行に伴い、全ての学校でそのような動きが進んでいる（または今後
進んでいくことが予想される）が、その連携方法にはまだまだ課題がある。研究指定などの有無や私立公立な
どによって、各学校が地域との連携に費やすことのできる予算や人員、エネルギーは様々であるが、一方その
連携先となる地域の企業や行政機関にとっては、多くの負担を生んでいる。そういった状況を考えれば、各学
校と地域が今後どのように連携していくべきなのか、またどのような形の連携であれば長期的に持続可能であ
るのかを考えることは、各学校だけでなく各市町や都道府県の教育行政機関にとっても大きな課題ではないだ
ろうか。

2 テーマを選んだ背景・理由
なぜ、そのテーマを選んだのか
私が勤務している福井県立羽水高等学校は、2016 年度より OECD 日本イノベーション教育ネットワーク（以
下 ISN）に参加した。その目的は、OECD Education2030 プロジェクトで研究が進められているキー・コン
ピテンシーを身につけるためのカリキュラム開発であり、それを実現するために総合的な学習の時間（以下総
合学習）において PBL を取り入れることになった。ISN に加盟している学校は全国各地にあるが、本校の特徴
としては、福井県の公立普通科高校としても最大規模である 1 学年 300 人を超える生徒たちが全員で取り組
むという規模の大きさと、文部科学省からの研究指定などは受けていないことから、それほど大きな予算を準
備せずに取り組んでいることである。
その中でも 1 年次の取り組みは、本校の多くの生徒の生まれ故郷であり、また将来も生活圏となる福井市を
フィールドとした探究学習であり、PBL 導入初年度から「市役所に提案！」と銘打ち、4 年目になる今年度も
その基本的なコンセプトは同じである。新聞記者による講座や、市政出前講座、フィールドワークなどを通し
てチームごとに課題を設定し、過去３年間は中間報告会として生徒全員が市役所を訪問してプレゼンテーショ
ンを行い、職員の方から直接フィードバックをいただき、それを活かして最終報告会に向けてさらに探究して
いく流れである。このように、地域の行政機関と連携した探究学習のカリキュラムは全国各地で行われている
が、果たしてそのような学習の連携先となっている地域の行政機関や企業などは、このような学習をどのよう
に捉えているのか。
2019 年度は本校の PBL の実践も 4 年目に入り、過去 3 年間の実践を振り返ることから始まった。すると、
校内だけでなく、共に実践を共有してきた市役所の職員の方々からも多くの課題を突きつけられることとなっ
た。例えば、本校の PBL が目指しているている長期的なビジョンが見えないこと、地域課題を探究しても、生
徒のアイディアが政策として実現されていないこと、担当してくださる職員の方々への負担などである。どれ
も学校側が地域に対し一方的に PBL に協力してほしいという思いをぶつけてきたことによる弊害である。また、
本校が PBL を実践し始めた 4 年前に比べ、現在では多くの学校が同じ行政機関に協力を依頼してきており、担
当する側としても手一杯であるという状況も見えてきた。
このような状況が見えてきた年度当初、このままでは PBL を長期的に継続することはもちろんのこと、今年
度の実践も難しくなるように思われた。そのため、私たちが過去 3 年間で築いてきた地域との連携方法を抜本
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的に改革する必要に迫られていた。また同時に、このような課題意識は同一の地域内に複数ある学校のうち、
的に改革する必要に迫られていた。また同時に、このような課題意識は同一の地域内に複数ある学校のうち

本校だけが持っていても解決には至らないようにも思われた。そこで、それぞれの学校と地域が一つのチーム
本校だけが持っていても解決には至らないようにも思われた。そこで、それぞれの学校と地域が一つのチー
として、共に生徒の学びをサポートできる連携体制とはどのようなものなのかを意識するようになった。
として、共に生徒の学びをサポートできる連携体制とはどのようなものなのかを意識するようになった。

3 視察を通じて参考になったこと
学校と地域のつながりをコーディネートする行政機関の存在
San Diego Ecosystem（SDSE）に関する考察は視察報告でも述べているため、改めて詳細に記述すること
はしないが、SDSE のように各学校もしくはその生徒と地域の企業などのステークホルダーたちをつなぐこと
を専門としている行政機関があることは、日本にない取り組みともいえる。

企業・学校の実践を取り入れた評価方法の開発
SDES の特徴的な取り組みとして、企業などの実践から学校や教員が学ぶ機会が挙げられる。例えば、教員
が学校を飛び出し、地域にある一般企業を訪問し、そこで実施されている研修についてや人事評価について学
んでいる。また、生徒たちが地域の企業などで STEM 学習を経験する場を提供していることもあり、その学習
カリキュラムなどを評価するにあたり、STEM に関する実践や政策を評価するためのルーブリックも整備され
ている（https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/12/STEM-Education-Strategic-Plan2018.pdf 。
）

学校が目指すビジョンの構築と共有の徹底
今回訪問した様々な学校では共通して、それぞれの学校で育成したい
資質・能力が明確に定められていた。またそれは教員間で共有されてい
るだけでなく、児童・生徒間でも徹底して共有されていることが印象的
であった。その取り組みが顕著であったのが、Katherine Smith Elementary
School である。幼稚園と小学校が併設されており、幼稚園児から小学 6
年生までが学年ごとにそれぞれのプロジェクトに取り組んでいる。どの
プロジェクトにおいても、学校として設定している 6 つの能力（THINK
/ LEARN / WORK / COMMUNICATE / COLLABORATE /
CONTRIBUTE）からその目標が明確に示され、各教室などに必ず掲示してある。また、私たちが視察した際
には、小学生はもちろん幼稚園児がそのプロジェクトの目標を説明してくれた。このように、教員間ではもち
ろんのこと、子供たちがそのプロジェクトの目的を認知し、なんのためにそのプロジェクトがあるのかを理解
していることは、徹底してビジョンが共有されていることの証である。
※https://ksmithschool.eesd.org/page.cfm?p=3724（図の出典として記載）

4 オンラインミーティングやその他で参考になったこと
生涯学習としてのSTEM学習が可能にする地域と学校の協働
学校が地域と連携する際に大切になるのは、なぜ地域とつながる必要があるのかを学校と地域が共有するこ
とである。今回の視察で訪れたどの学校においても先進的に STEM 学習が実施されており、またなんらかの形
で地域との連携が展開されていた。その連携が上手くいっている一つの要因として、STEM 学習を生涯にわた
る学習だと捉えていることが挙げられる。現在または将来の社会に対して見通しを持ち、学校と生徒、そして
地域が共に STEM 学習の必要性を認識していることが、地域と学校が協働して子供たちを育てるという共通認
識を持つことにつながっていると感じた。
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5 ３～４の考察
3 ～ 4 を踏まえ、
①地域と学校が協働し共に生徒を育てる環境を作るためにまず学校側ができることとは、②
地域に開かれた学校教育とは、③そして地域と学校が持続可能につながるために必要なこととは、について考
えてみたい。

地域と学校が協働し共に生徒を育てる環境を作るために、まず学校側ができることとは
4 で先述したとおり、学校が地域と連携するためには、なぜ地域と協働する必要があるかを学校が認識する
必要がある。もちろんこれは STEM 学習のように生涯学習という観点からのアプローチでもあるが、一方でそ
れぞれの地域に複数の学校の実情に合わせた必要性が生まれると考える。つまり、同じ地域の中でも学校ごと
に地域がその学校に期待することは異なっており、また同様に学校側がそれぞれの地域に求めるものも変化す
るはずである。そういった意味で、
まず学校側が取り組むべきは、それぞれの学校がどのようなビジョンを描き、
そしてそれを達成するために地域とどのように連携することが求められるのかを認識し、校内で共有すること
である。このことに関しては、上に述べた Katherine R. Smith Elementary School の実践が先進的である
と言え、教員だけでなく子供たち自身を含めた学校全体がそのビジョンを共有する必要があると感じる。

地域に開かれた学校教育とは
5-1 のように校内で共有されたビジョンを一方的に主張し、その実現のために一方的に地域に協力を求める
ことが、地域に開かれた教育なのではない。重要なのは、一方的な連携ではなく、地域の声を取り入れた学校
教育を展開することであろう。教育活動を評価するためのルーブリックを作成する上でも、そこには SDES の
担当職員が地道に集めた地域から学校に対する「声」が込められている。学校から生徒を地域に送り出したり、
形式的に地域から学校に人材を送ってもらうことが本来あるべき連携なのではなく、地域と学校が共に声を出
し合い協働して作り上げる学校教育こそ、地域に開かれた学校教育なのであると考えられる。

地域と学校が持続可能につながるために必要なこととは
現在日本において急速に加速している学校と地域の連携の状況を考えると、それぞれの学校が自力で連携先
を見つけ交渉し、実践している場合が多いように思える。しかしこのような動きが更に加速すれば、一部の地
域行政機関や学校教育に協力的な企業への負担が増大し、場合によってはその連携体制が崩れかねない。先進
的に地域連携を進めている学校や今まさに地域連携を始めようとしている学校が混在している今だからこそ、
その全体の体制やシステムを見直す必要があるのではないだろうか。
そういった意味では、日本にも SDES のような地域と各学校の繋がりをコーディネートする専門機関は必要
であろう。それが必ずしも教育行政機関である必要はないが、地域と学校それぞれの実情を的確に理解し、両
者にとって Win-Win の関係を作るための調整役が必要になってくるのではないだろうか。

6 実践計画
私が勤務する福井県立羽水高校は、福井市の公立私立合計 13 校ある高校の 1 つであり、その中では比較的
早い段階から地域との連携を進めてきた学校である。上記 5 で述べた内容を、本校の実践に結びつけるために
以下のような実践計画を立てた。

2019年度12月の実施計画
1 年生 PBL「新」中間報告会の実施
毎年 7 月の福井市役所の職員を招いての市政出前講座を皮切りにスタートしたプロジェクトであるが、昨年
度まではその中間報告会として 1 年生の生徒約 300 人が福井市役所を訪問し、市役所職員に対して報告のプ
レゼンテーションを行っていた。今年度は、年度当初の市役所職員の方々からの意見を取り入れ、より生徒の
探究テーマに適した地域の方々に生徒の発表を聞いてもらうために、11 月にチームごとに実施したフィール
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ドワークで訪問した企業や行政機関の担当者の方々をアドバイザーとして招いて実施することとした。
ドワークで訪問した企業や行政機関の担当者の方々をアドバイザーとして招いて実施することとした。またこ

の機会を利用し、本校
PBL の取り組みや育成目標としている資質能力の発信を図ると同時に、地域か
の機会を利用し、本校 PBL
の取り組みや育成目標としている資質能力の発信を図ると同時に、地域から本校の
取り組みに対する意見を募り、カリキュラム改善のために活用する。
取り組みに対する意見を募り、カリキュラム改善のために活用する。

地域企業との連携の進化に向けて
地域企業との連携の進化に向けて

前項で述べたような、本校の
前項で述べたような、本校の
PBL での地域との新しい繋がりの形を模索しつつ、より福井市および福井県全
PBL での地域との新しい繋がりの形を模索しつつ、より福井市および

体の学校と地域企業の繋がりのあり方を検討する。その際、本校のビジョンや
体の学校と地域企業の繋がりのあり方を検討する。その際、本校のビジョンや
PBL の取り組みについて精通し
PBL の取り組みについ

ており、また日頃から地域企業との連携にも先進的に取り組んでいる福井大学の先生方にも助言を仰ぎながら
ており、また日頃から地域企業との連携にも先進的に取り組んでいる福井大学の先生方にも助言を仰ぎ
進めていく。

進めていく。

今後１年間の計画 今後１年間の計画
地域と継続的に協働しながら探究を深めるためのカリキュラムづくり
地域と継続的に協働しながら探究を深めるためのカリキュラムづくり

今年度連携してきた福井市役所やフィールドワーク訪問先（中間報告会アドバイザー）の方々、また学校内
今年度連携してきた福井市役所やフィールドワーク訪問先（中間報告会アドバイザー）の方々、また

の関係教員からの声を集約し、本校の取り組みを地域と協力しながらいかに発展させていくことができるかを、
の関係教員からの声を集約し、本校の取り組みを地域と協力しながらいかに発展させていくことができ

長期的な議論を通し見極めていく。予算や授業時間数、連携機関や担当教員への負担など、様々な視点からの
長期的な議論を通し見極めていく。予算や授業時間数、連携機関や担当教員への負担など、様々な視点
議論が必要になることが予想される。
議論が必要になることが予想される。

教員が地域から学ぶ機会づくり（校内ビジョン共有に向けて）
教員が地域から学ぶ機会づくり（校内ビジョン共有に向けて）
本校が掲げる学校教育目標は、
本校が掲げる学校教育目標は、
平成 30 年度に 1 年間かけて議論し、
平成 30 年度に 1 年間かけて議論し、
各教員からの意見を元に作りあげられた「USUI７」である。もちろ
各教員からの意見を元に作りあげられた「USUI７」である。もちろ
ん PBL での学びはその中心的な役割になるため、この
ん PBL での学びはその中心的な役割になるため、この
USUI 7 の実
USUI 7 の実
現に向けた地域との連携が必要になる。だが一方で、まだまだ校内
現に向けた地域との連携が必要になる。だが一方で、まだまだ校内
のビジョン共有は徹底されていない。各教員が
のビジョン共有は徹底されていない。各教員が
USUI 7 習得の必要
USUI 7 習得の必要

性を実感するためには、教員自らが地域へと足を運び、これからの地域社会を作る担い手にいかにそれらの力
性を実感するためには、教員自らが地域へと足を運び、これからの地域社会を作る担い手にいかにそれ

が必要とされるかを実感してもらうことが有効であると考えられる。このように、生徒や教員が実社会の中で
が必要とされるかを実感してもらうことが有効であると考えられる。このように、生徒や教員が実社会

自分たちが目指すビジョンの有用性を認識することで、地域との連携の素地である校内でのビジョン共有の徹
自分たちが目指すビジョンの有用性を認識することで、地域との連携の素地である校内でのビジョン共
底を目指していきたい。
底を目指していきたい。

7 実践の結果
「新」中間報告会について
生徒 300 人が市役所を訪問して行っていたが、市役所職員からのアドバイスや生徒引率などにかかる労力
などを考慮し、今年度からはフィールドワーク先の担当者の方々に来校いただき、探究テーマごとに講座を作っ
て実施することになった。この形式の一番の成果は、本校の取り組みを直接アドバイザーの方々に説明するこ
とができたことである。フィールドワーク で訪問した約 70 の訪問先から、約半分にあたる 35 名の方々に参
加いただくことができた。これまでは直接お会いすることもなく文書での説明しかできなかったが、これだけ
多くの地域の方々に、直接本校の目指すビジョン（USUI7）や、2 年間の詳しいカリキュラム、中間報告会の
位置付け、生徒の学習状況（探究の進捗状況）などを説明することができた。
中間報告会終了時にお願いしたアンケートでは、本校 PBL の取り組みに対する肯定的な意見として、次の 3
つの観点が主に書かれたていた。
•

課題を見つけそれについてどうアプローチするかは人間力が問われ、これからの人材に必要である。引き

続き取り組んでもらいたい。
（社会で問われる力の育成）
•

学生の時に官公庁や企業の方々と意見を交換できる機会があるのは素晴らしい。私の頃にはなかった取り

組みであるから、うらやましく思う。
（キャリア教育）
•

私たち行政側にも、日頃の業務に新しい視点を取り入れるいい機会となっている。（地域へのメリット）

一方で、私たち担当教員への要望には、次のような意見が見られた。
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•

事前に今回の位置付けや生徒さんの学習の度合いを設定されているのかを見せていただくと、「今後こう

したらいい」とか「誰に聞くこといい」などを勧めることもできたかと思う。（事前の打ち合わせ）
•

テーマに対して的確な助言ができるアドバイザーがいないこともあった。（テーマと助言者のマッチング）

今回のこのような意見は、我々にとってはカリキュラム改善や報告会の運営改善に向けた大木はヒントと
なった。これらの意見を踏まえ、学校側が地域の期待にどう答えていくかが、次の課題になると考える。

地域企業との連携の進化に向けて
今年度の中間報告会の内容で述べたように、福井市を中心とする地
域と羽水高校の連携体制も少しずつ変化してきている。しかし、それ
はあくまで 1 つの学校と地域との繋がりであり、同じ地域の中で羽水
高校以外の学校も様々な形で地域と連携している。だが 5 で述べたよ
うに、そのような体制が今後も継続できるかは危ういと考える。
福井大学と地域探究を通して連携しており本校の取り組みに興味を
持っていただいた福井銀行地域創生チームの方、福井大学教職大学院木村先生、そして本校の PBL 担当者が参
加しての打ち合わせを行った。まず中間報告と同様、本校のビジョンおよび PBL の現状を共有させていただい
た。そこでは、銀行ならではの多種多様な情報網から、羽水高校生の多様なニーズに答えてもらえる企業や人
材を紹介してもらえるだけでなく、どうすればこのような連携を持続させることができるかが議題となった。
これは羽水高校に限らず、地域にある様々な学校の取り組みを念頭に置いたものである。様々な学校の多様な
ニーズと、地域で活発に活動している人々や企業を結びつけるには、両者がそれぞれのニーズに応じてアクセ
スできるコンソーシアムを構築することが考えられる。このコンソーシアムを機能させるには、地域と学校だ
けでなく教育行政機関や高等教育機関などがサポートに入る必要性がある。むしろこのような場を設け、今ま
では積極的になっていなかった教育行政機関などを巻き込み始めることが、コンソーシアムのスプレッドと持
続声にとって必要となるだろう。
この実践はまだまだ設計段階だが、今後数年間をかけて地域全体が学校・企業・教員・生徒・集団・個人な
どの立場の違いにとらわれずに自由に参加できる場を作っていきたい。

8 実践の結果を踏まえた考察
アメリカでの STEM に関する実践のように、日本でも PBL や探究学習を生涯学習として捉える動きは今後
加速すると思われる。だからこそ、
地域や社会全体が最終的に目指しているビジョンは同じであるはずだ。だが、
私自身も今回の視察をきっかけにより身の回りの地域に目を向けるようになってきた。そこで気づいたことは、
私たち学校・教員が地域の実情を理解していないということである。例えば、地方創生に関するプロジェクト
に対して銀行が積極的にサポートするようになってきたということは、私にとっては寝耳に水であった。学校
で行われている PBL や探究学習には時間や予算などたくさんの弊害があり、学校の中で生徒の興味関心に完全
に答えられる体制を整えることは難しい。そしてその生徒の有り余る学習意欲や探究心に答えるにはどうすれ
ばよいか、頭を悩ませる先生や学校も多いはずだ。この課題に対して、各学校がそれぞれに地域と連携しよう
としていることが、今の課題ではないだろうか。地域の実際を知らない学校・教員がそれぞれの都合に応じて
地域に協力を求めることは、それぞれの地域にとって大きな負担になるはずだ。
このような実情を打開するためには、学校や教員が積極的にそれぞれの地域に出向き、地域がどれだけ先進
的に探究学習・PBL・STEM に取り組んでいるかを知る必要がある。言い換えれば、教員による地域探究である。
学校・教員が地域を知り、地域が学校を知り、その上で生徒の学びを必要な環境・場をコーディネートするこ
とが必要であろう。そして、教育行政としては先ほど述べた教員による地域探究を支援する体制が必要であろ
う。各学校と地域のつながりを行政がサポートし、産学官が協働することで持続可能な地域と学校の協働的な
連携が可能になると考える。
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探究テーマ

探究活動の有効性とその方法について
名塩 隆史（聖光学院中学校高等学校）

1 テーマの紹介
探究活動の有効性とその方法について
•

探究活動における生徒のモチベーションの維持のさせ方

•

自発的にテーマを設定できるための工夫

•

教科横断をすることの有効性

•

アート教育、プログラミング教育についての日米の違い

•

探究活動の目標について

•

教員の理解とサポート体制の構築について

2 テーマを選んだ背景・理由
なぜ、そのテーマを選んだのか
勤務校がスーパーサイエンスハイスクール（SSH）の指定を受けている関係で、これまで 3 年間、中 3 ～高
2 の 3 学年で探究の授業を実施しており、その企画と授業実施を行ってきた。「自ら問いを立てて行動できる」
人材を育成することを目的として、ダン・ロスステインによる QFT（Question Formulation Technique）
を用いた質問づくりワークや、レゴ ® シリアスプレイ ® メソッドを利用した想像力トレーニング（SDGs や
AI を利用したテクノロジー、社会システムについて考え、将来に向けての課題を自分ごと化する）の授業を行っ
てきた。その他、通常の授業で物理と数学の連携、数学の理論を洋書を通じて学ばせるといった教科横断の取
り組みも行っている。その中で湧いてきた課題をテーマとして掲げた。
※探究授業で活用した各メソッドと題材に関する参考文献
•

QFT…ダン・ロスステイン『たった一つを変えるだけ』

•

レゴ ® シリアスプレイ ® メソッド…ロバート・ラスムセンほか『戦略を形にする思考術』

•

SDGs…Think the Earth『未来を変える目標～ SDGs アイデアブック』

•

AI 関連…ソニー・コンピュータサイエンス研究所『好奇心が未来をつくる』

3 視察を通じて参考になったこと
High Tech Highのアートを絡めた教育と教材開発
•

理数の基礎概念をアートの形で表現させ、教室の随所に展示。

•

教員の作成した教材を自身のウェブサイトにほぼすべて公開。

•

学校名から連想される状況とは逆で、木工（ギアを用いたエンジニアリ

ング）やミシン、ペーパークラフトなど、デジタルツールではなく手作業に
よる製作を重視。3D プリンタはほぼ使用していない。プログラミングもツー
ルとしての使用で成果物を重視。スクラッチでの課題か Processing による
メディアアートを行うのみで、python や C 言語といった文字コーディング
は行われていない。
•

PBL 以前に教科の専門性を重視（教員の専門性が高い）。導入やゴール

部分では PBL らしい実験をベースにした展開が見られるものの、基礎知識・
概念はしっかりと教えることが前提（数学では日本同様筆記のワークシート
を用いる）。学力テストのスコアを掲載する点は日本と同様。
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•

教員と生徒の人数比は 1：20 ～ 25 程度。寝そべりながら課題に取り組む生徒も見られ、授業態度の見

た目よりも創造性を掻き立てることを優先。

Katherine R. Smith Elementary SchoolのHabitsとPBLのフレーム
•

Think, Work, Learn, Communicate, Contribute, Collaborate という 6 つの行動習慣（学校独自で決

定）を毎週の朝礼や校舎のポップアート・掲示物等で徹底的に意識さ
せる。その他 self-awareness, succeesful, unique といった探究活
動を行う上で重要なキーワードも掲示。担任教諭の出身大学の旗や情
報も。
•

教室に児童の到達目標としての疑問や既知のことを貼る PBL

ボードがあり、全学年・教室共通で PBL のフレームが用意されている。
•

日本同様時間割が用意されていて、理科や社会も含めた教科教

育を行う時間が確保されている。PBL や STEM はそれらとは別時間
として設定。

Millennium Schoolの3つの問い
•

“Who am I ?” “How do I relate to others? “ “What will I contribute to the world?” という 3 つ

の問いがあり、自己理解・他者理解のための問いを簡潔に表現できている。PBL のテーマが Humanity で一貫
していることも印象的。
•

当校も基礎リテラシー（語学と数学）は PBL とは別に授業が設定されている。

4 オンラインミーティングやその他で参考になったこと
•

サンディエゴ・エコシステムの存在（学校や企業をつなぐ機関の存在）

•

縦型社会（生産・管理の企業）から横型社会（ネットワーク・創造・シェアと協働の企業システム）への

変化に日本が遅れを取っているという現実（グローバルビジョンテクノロジー 天野氏との対談より）。

5 ３～４の考察
参考にできる点
•

身につけさせたい行動習慣やスキルを明確にして、授業を通じて意識させる。

•

教材の公開（日本では企業秘密にする傾向が強いが、日本社会全体を考えるとシェアの文化はあるべき）。

•

他者理解や情動理解とその意義について考えさせ、探究活動に安全安心の場をもたらす。

•

社会構造の変化を踏まえた上で、探究活動の意義を伝えることの必要性。

• （エコ）システム・シェアの概念を定着させることが急務。
•

基礎リテラシー（読み書き算盤）と PBL を目的に応じて切り分けることも大切。

•

探究活動のフレーム（Katherine R. Smith Elementary School の PBL ボードなど）があると便利。

難しそうな点
•

アートと教科教育の連携。探究の授業レベルでは可能かもしれないが、各教員（または学校組織）が意識

しないことには難しい。そもそも日本ではデザインミュージアムや現代美術館の存在と活用がまだまだ少ない
ように思われる。明確な答えがない状況や解釈が困難なものに対する受け入れ態勢がまだまだ弱いことも要因。

検討が必要な点
•

マインドフルネスとフローなど情動性の教育の設計（メンタル面でのケアが必要な生徒が増えているのみ

ならず、自己効力感を高め、視野を広げる目的でも重要となるであろう）。
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6 実践計画
•

広報活動と成果普及の観点で、
「各教員の作成した特徴的な取り組みに関連する教材」を学校のウェブサ

イトで公開する。
•

探究授業の導入目的の明確化と伝達

•

なぜ探究の授業が必要なのか？
→インターネットの普及による縦型社会から横型社会への変化が主要因であることを伝える。

•

どのような力を養わせたいか？
→質問力・観察力・俯瞰力・関連付けと類推（アナロジー）・ダイバーシティの理解
ストーリーテリング（言葉のニュアンスを含めて正確に伝えるべく文脈と共に語る）

•

探究の授業の進め方と着地点
→中 3…レゴ ® シリアスプレイ ® メソッドを通じて、上記の能力養成の意図を伝え、向上を図る。加え
て自己理解・他者理解・情動の理解の意義が伝わるワーク設計を目指す。また、同時進行で行う、教員有
志によるミニ課題研究（教員がテーマを与えた探究活動）の拡充（継続させることでより多くの教員の参
加を促す）を図る。
→高 1…生徒自ら問いを立てて、探究活動を行わせる（今年度を踏襲）。問い続けることの重要性を体得
させる一方、成果を上げることにはこだわらない。また文理選択を意識したキャリア教育も兼ねることと
する。特に読書の重要性を認識させるべく、文献調査を重要視する。
→高 2…前年度の探究活動の深化（データ分析・成果発表）または高大接続を意識しての学問の調べ学習。

•

新指導要領を見据えた情報科の授業の計画（単なるコーディングではなく、AI の理解・ロボティクスに

よるエンジニアリング入門、データサイエンス入門といった授業の企画を目指す）

7 実践の結果
•

1/6 に App Inventor を用いたアンドロイドアプリ開発講座を、講師を招いて中 2 生対象に実施。イン

ドの貧困地域の課題解決（水汲みを待つ女子児童に、勉強の機会を少しでも確保する方略案を出す）をアプリ
開発を通じて提案。レゴ ® シリアスプレイ ® のメソッドで解決案を練る。
→ビジュアルコーディングのため比較的生徒の習得も早く（とはいえ様々な機能があるのと、マニュア
ル本が少ないため習得は難しい）、デザインの時間も十分含められ、STEAM 教育の 1 つの在り方が見え
た。文法を習得するのに時間のかかる python 入門講座よりもなじみやすく成果も得られ好評だった。
•

中 3 探究基礎の授業（レゴ ® シリアスプレイ ® のワークショップ）で、チームで一つの作品を作る（理

想の文化祭）課題を導入。価値観の共有（全員の意見を取り入れること）が難しいことを納得させた。
→これまでの授業でも同じであるが、何のためにこの課題をやるのかが理解できる生徒とできない生徒
がはっきり分かれた。探究の授業はこれまで慣れ親しんだ授業とは一線を画すので、目的を明確に伝え
る必要性をあらためて認識。また、個人レベルでの作品が作れても、他者との協働や傾聴に抵抗感を示
す生徒も一定数いた。
•

中 3 探究基礎の授業で、ブレーンストーミングと社会システムの把握の練習として、ビジネスモデルキャ

ンバス（参考文献：アレックス・オルターワルダーほか『ビジネスモデル・ジェネレーション』）を導入し、
コンビニや飲食店のビジネスモデルについて考えさせるワークを行った。
→ブレストのフレームがあることで連想が起きやすく、終始生徒の意欲も高い状態が続いた。
•

中 3 探究基礎の授業は、今年度から教員有志のミニ課題研究（教員 1 名あたり生徒最大 10 名）を導入

したが、探究授業に対する生徒の意欲は昨年度よりも高かった。高 1 探究も昨年度よりも、テーマ設定の段階
からの教員や大学院生 TA によるフィードバックの機会を増やしたため、意欲は向上している。フィードバッ
クが生徒との信頼関係や探究に対する意欲の維持につながっている大きな要因となっている。
•

中 3 探究基礎の「質問づくりトレーニング」の冒頭で、探究の授業を導入する理由付けとして、「社会構

造の変容」「唯一の答えから複数解の存在」について説明。「質問力」のほか「観察力」の重要性を説いた。
•

高校情報科授業の設計案の作成と試験実施（夏季冬季 3 日間集中授業として開講。下記内容から選択受講）
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•

本校 OB による Python 入門講座を 12 月に実施。来夏本格導入。

•

東大発ベンチャー企業 Aidemy のオンライン授業（AI の概要 +Python プログラミング入門）の導入決定。

•

Excel による統計・機械学習入門講座を試験的に 4 月上旬に実施し、来夏授業にも本格導入。

•

Mind Render を用いた 3D・VR プログラミングの導入決定（高 1 情報）。

•

ソニー・グローバルエデュケーション社との提携で、KOOV® ロボットによる Python 入門授業を設計

して来夏実施決定。
•

女子進学校の探究授業の成果発表会を視察。男子校である勤務校と比較して、探究授業への取り組む意欲

と完成度の高さを痛感した。女子生徒は同年代の男子生徒と比べ将来を展望している、とりあえず行動しよう
とする姿勢があることが感じ取れた。
•

システムの概念について学ぶ研究会を社会人・中高大の教員向けに開催（1/18）
→レゴ ® シリアスプレイ ® メソッドのファシリテータ有志を募り、4 時間で複雑系としての社会システ
ムを体感するワークを実施（通常 7 時間かけて行うワークの短縮版を企画、需要はあるものの、長時間
での実施は難があるケースが多いことを受けて実施）。今後定期的に行い、SDGs や地方創生といったテー
マで中高生向けのワークショップ案を開発予定。

8 実践の結果を踏まえた考察
•

探究のモチベーションを上げるには、何より探究の授業を行う理由を生徒が納得することが必須になるの

ではないか。身につけさせたい力も、毎回生徒に規則として確認させることも効果的と考えられる。また、男
子生徒は女子生徒に比べ、将来について考えることから背を向ける傾向があるのみならず、通常の学校カリキュ
ラムで未来について考える場面が少ないことからも、将来を想像・創造する授業の導入も必要となるであろう。
その上で、教員による適切なフィードバックの存在が意欲の維持につながると考えられる。
•

ブレストを中心としたワークを行う際も、何かしらのフレームがあると運営上役立つことが多い。実践を

通じて開発を試みているが、実践者による研究の場を設けて、共有できるものが増えることを望みたい。
•

関心事や強みを探るための自己探究と、他者との関係性や社会への貢献像を探る利他探究のバランスを図

ることが重要。感情の理解や、マインドフルネスとフロー理論とも関連していると考えられ、解説を試みる必
要性も含めて、導入の検討をしていきたい（参考文献：入山章栄『世界標準の経営理論』）。
•

EdTech のようなオンラインでの教材の普及、特にプログラミングについての教材開発が急務。

•

Python や Java Script のような文字コーディングは、英語と同じくらい文法をマスターするのに時間が

かかること（英文法が苦手だとプログラミングも困難）、成果物を作るまでの時間を考えると、Scratch など
のビジュアルコーディングに留め、ロボット制御やアプリ開発による問題解決を目指すほうが STEAM 教育と
しての在り方に近いのではないか。AI 人材・データサイエンティスト育成ということを考えると、Python や
R の習得ということになるが、それ以前に数学の基礎の習得が不可欠となる。いずれにしても、何のためのプ
ログラミング教育かを担当者が把握し、生徒に伝えることは探究活動同様必要となるであろう。
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探究テーマ

教科横断型の思考活動を通じて、好きだけれど英語が苦手な生徒の言語力を伸ばすことはできないだろうか？
村上 奈麻子（武蔵野大学附属千代田高等学院千代田女学園中学校）

1 テーマの紹介
教科横断型の思考活動を通じて、好きだけれど英語が苦手な生徒の言語力を伸ばす
ことはできないだろうか？
昨今の生徒達の傾向として、スピーキング・リスニングは好きだが努力は苦手、文法・単語、リーディング
はできないという生徒が多い。また論理的に自分の考えを伝えることも苦手だ。そこで言語学習と探究活動を
組み合わせることで、思考力の育成も伴った外国語習得ができないか調べることにした。

2 テーマを選んだ背景・理由
なぜ、そのテーマを選んだのか
自身の過去の活動を振り返り、生徒の自発的な学びと教育的効果の高かった授業展開を考えると、どれも「何
かを生み出す」もしくは「人との関係づくり」を最終目的にした活動であった。例えば、以下のようなテーマ
である。
•

死刑制度を日米の比較から学ぶ（現代社会と英語の教科横断）：2 ヶ月

•

社会・環境問題を共に議論し最後に提言をする高校生国際会議への参加：準備期間半年、会議 2 日間

•

Yale 大学生との「答えのない」問いに取り組むプロジェクト：2 週間

•

米国大学インターン生の人生のストーリーテリングプロジェクト（ドラマ、映像作り）：2 週間

•

サンディエゴでの米国現地校体験：1 週間

生徒によるフィードバックやその後の学習への意欲向上を見れば、これらの活動効果は明らかであったが、
これらはスポット的に行ったインテンシブなプロジェクトにすぎず、実際のところ長期スパンで見た場合にど
こまで教育的効果があるのか未知数であった。また、長期的なプロジェクトの実践や、スパイラルにプロジェ
クトを重ねてカリキュラムの体系化をしようとすると、現状の枠組みの中でどのように教員間の連携を取るこ
とができるのかわからず、思い悩んでいた。一部の教員の授業だけ新しい試みを続けたり、周囲の理解を得な
いまま教育活動を続けても効果は限定的であり、学校全体としての教育効果は薄いのではないかと考えたから
だ。そこで教科横断型のカリキュラムを学校全体で取り組み、教育効果をあげている学校から、その組織づく
りや学習環境の工夫を聞いて見たいと思った。
また私自身、英語と、探究活動を軸とした TOK（Theory of Knowledge：知の理論）の 2 種類を教えてい
るので、外国語教育と探究活動を合わせられないだろうかと考えていた。例えば米国の現地校に行けば生徒は
四苦八苦しながらもコミュニケーションを図り、わからないながらも一生懸命学ぼうとする。しかし現状の日
本の外国語教育では、英語自体が目的となる場合が多く、生徒が「どうしてもこのツールを使うぞ」と自発的
に思うような「本物」感を持てるトリガーを用意することは簡単ではなかった。また、生徒は外国語を楽しんで
学ぶものの、思うほど運用力も論理性も育まれないことが悩みの種であった。そこで、生徒が自然と没頭して
しまうような探究活動にヒントがあるのではないかと考えた（そもそも TOK を教え始めた理由がこれである）。
最後に、BYOD（Bring your own device：私的デバイスの活用）を導入している学校に勤務する中で、
STEAM 教育の有用性が取りざたされる今、STEAM にどのようにアプローチし、活用できるのか知りたいと
考えた。
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3 視察を通じて参考になったこと
•

SPICE 吉原さんの SKY Labo の取り組み、Millennium のクエスト ― 年齢の近いメンターの存在が与え

る刺激、生徒の可能性を社会的ノームで閉じないこと
•

Nueba のデザインプロセス、HTH のプロジェクトの作り方 ― 視覚（知覚）と思考の連動を軸とした探

究活動の提案、探究はマインドセットで方法論ではないということ
•

訪問した学校全てに共通するもの ― 個人・社会・環境をつなぐカリキュラムデザイン、「最終的に何か

社会のためになるもの」を生み出す活動
•

学校内の掲示 ― 学校教育のビジョン（到達目標、学習スキル）の共有化

•

Millennium のフォーラム、Nueva の教員研修やインターセッション ― 教員の労働の軽減と教員同士の

信頼関係の構築
•

Hillview の STEAM 教育 ― デバイスをフルに利用した授業スタイル

•

HTH の美しい生徒作品の展示 ― 自分たちが何を学んだか、そのプロセスの見える化

4 オンラインミーティングやその他で参考になったこと
•

派遣仲間の先生方から拝聴した、学校と地域の連携の実践例

•

本校 DP coordinator 坂本龍教諭の取組：HOPE（Hands-on Philosophy Education）

（http://h-o-p-e.amebaownd.com）
•

坂本龍（2018）
「探究的思考」におけるデザインの活用、東亜大学大学院修士論文、山口 .

5 ３～４の考察
上記のようなテーマを引っ提げ、実際に現地を視察し、教育思想を学び、3 で述べた要素をうまく組み合わ
せたら何か生まれるかもしれないという希望を抱いたものの、知識過多で軸のないマインドマップのような状
態が私の頭の中では続いていた。
「ギフテッドの子供達が通うヌエバだからできることなのではないか？」「同
じ目的を持つ教員陣の集まった HTH だからできることなのではないか？」「潤沢な資金のある学校だから、
STEAM を有効利用できるのでは？」など壁にぶつかったような感覚を覚え、ベクトルをどこへ向かわせたい
のか見えなくなってしまっていた。しかし、まずはとにかく授業から試験的にでも始めてみることにした。6
の（1）①でプロトタイプと書いたのは始点である。そして①を回しきる頃に、②を行ってみることとなった。
それは 4 で述べた、Nueva のデザインプロセスを参考にされた坂本龍教諭の HOPE を元にした授業だった。
実践して初めて見えてきたことがあるので是非 6・7 を読んでいただきたい。

6 実践計画
（1）IB 科目で試験的に新たな取り組みを初める（TOK 知識の領域『自然科学』『芸術』）
TOK（知の理論）の授業では、複数の教科を通じて思考活動を行うため、ものづくりを使った探究活動を試
行してみることにした。
①2019 年 11 月～ 12 月：
（プロトタイプ）TOK 授業内での『自然科学』導入時
テーマ：「箱の中身をどうやって調べるか？」
ミステリーボックスを用意して、その中身が何かを調べるにはどうしたらいいか考察させた。ボックスの
調査・推測に使える要素を取り出し、それから自分たちで方法論（考察・実験・仮説などのサイクル）を考
えさせた。
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②2020 年 1 月～ 2 月：TOK
教員（筆者）と同校
IB 音楽教員（筆者）と同校 IB 音楽
②2020
年 1 月～ 2 月：TOK
担当の川名奈紀教諭による芸術の授業／坂本龍教諭の
担当の川名奈紀教諭による芸術の授業／坂本龍教諭の
HOPE を使用（右表：坂本教諭考案のデザインプロセス）
HOPE を使用（右表：坂本教諭考案のデザインプロセス）
テーマ：「芸術とは何か」 テーマ：「芸術とは何か」
1. ジャンルの違う音楽を各自調査
1. ジャンルの違う音楽を各自調査
2. 持ち寄った音楽から「芸術」を作り出す音楽の要素を
2. 持ち寄った音楽から「芸術」を作り出す音楽の要素を
抽出

抽出

3. 2 を元に「芸術的な音楽」と「破壊する音楽」の
3. 2 を元に「芸術的な音楽」と「破壊する音楽」の
2 種類をガレージバンドで創作
2 種類をガレージバンドで創作
4. 作品を発表、分析

4. 作品を発表、分析

5. 振り返りとブラッシュアップ
5. 振り返りとブラッシュアップ
6.「芸術とは何か」という問いに答える
6.「芸術とは何か」という問いに答える
（2）来年度ー他教科の探究活動と言語（外国語）学習の並行型授業
（2）来年度ー他教科の探究活動と言語（外国語）学習の並行型授業
（1）の実践例と HOPE を取り入れながら、探究活動を用いた英語教育を行う。
（1）の実践例と HOPE を取り入れながら、探究活動を用いた英語教育を行う。
〔そのために取り入れたいこと〕
〔そのために取り入れたいこと〕
•

プロジェクトの目的を伝え、賛同してくれる教員を見つける
• プロジェクトの目的を伝え、賛同してくれる教員を見つける

•

プロジェクトを支援してくれる外部支援者と繋がる
• プロジェクトを支援してくれる外部支援者と繋がる

•

教員の「I wish, I like」の洗い出しと共有
• 教員の「I wish, I like」の洗い出しと共有

•

実践報告を学校全体で共有する会を設ける
• 実践報告を学校全体で共有する会を設ける

7 実践の結果
•

6（1）
①の川名教諭による HOPE を使った一連の活動と自分が行っていた 6（1）①の活動には偶然にも

重なる点が多いことに気づいた。そして両活動ともに生徒は積極的に参加し、思考する様子が見られた。
•

手を動かし何かを生み出す（eg; 方法論、音楽）過程で、生徒の探究活動の一連の流れが円滑に進んだ。

•

グループの全メンバーが活動に没頭していた。話し合いが不十分だったグループは、発表活動の過程で自

らそのことに気づき、修正を図っていた。
•

生徒たちの学びがいつも以上に深まり、使用する言葉も高度で豊かな表現を自然と使うようになっていた。

•

他教科の先生と一緒に授業を持つことで、教員自身が授業の組み立てに対して新しいアイデアを吸収する

ことができた。
•

事前の話し合いを十分にしているつもりだったが、途中で教員間のプロジェクトの目的がいまいち共有さ

れていなかったことが判明し、音楽から TOK へのシフトチェンジで混乱した場面もあった。

8 実践の結果を踏まえた考察
実際に身体を動かしながらテーマに取り組む活動は、生徒の探究心に火をつけるように思えた。彼らの好奇
心を刺激する活動、自らの経験を元に新たな創作・思案へ向かう過程は、自発的な学びに直結するようだ。そ
のような意味で、上記の HOPE のサイクルを参考にした授業プランの効果は高いように思う。振り返ると、昨
年の夏に行った米国インターン生とのプロジェクト（2 を参照）も期せずして似た経路を辿っていることに気
づいた。今回は探究活動に重きを置いた教科横断型授業の試みだったが、その過程で自分の考えを伝えるため
に生徒が豊かな表現を自然と使用しだす様子や、新しい言葉を吸収する様子は、今後の自分のテーマに何かし
らの示唆を与えてくれたと思う。
一方、教科横断をする場合には、それぞれの到達目標や共有されるゴールがあるのか、その活動を行うには
学習者はどんな経験や知識、スキルを必要とするのか、自発的な活動を促せる場面はどこか、など様々な側面
を考慮に入れておく必要があると感じた。また、身近に面白い実践をしている人がいるのに、教員同士、意外
とお互いに何をやっているのか知らないものだなと思った。そして活字で情報を仕入れるのもいいが、まずは
試してみることがとても大切だと感じた。
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本事業では「イノベーション創出に向けた教育のためのカリキュラムマネジメント及びそれを支える環境
の研究」をテーマとし、以下のような論点について調査・検討を行ってきた（３章１節）。
「生徒一人ひとりのニーズに即したカリキュラムの個別最適化をどう実現するか」
「PBL および STEM 教育を始めとする先進的な取り組みを他の学習活動とどう結びつけるか」
「学校内外のステークホルダーとどのような関わりをもつことが望ましいのか」
「社会に開かれた教育課程を実践するために学校外との連携をどう推進するか」
本節では、本事業の成果に加え、これらの論点について、学術的視点、教育実践的視点、さらには学術的
視点と教育実践的視点の融合的視点という３つの視点で考察を加える。続けて本事業の成果普及活動を紹介
し、最後に今後の展望を述べる。

1.学術的視点からの成果
稲垣忠（東北学院大学）

多様な営みに出会う価値
「あの国の教育は素晴らしい。導入すべきだ」「あの学校の取り組みをマネしてみよう」「あの先生の発問
をそのまま使ってみよう」どれも上手くいきそうにないのはなぜだろうか。教育は極めてドメスティックな
営みである。国が異なれば、背負ってきた歴史的・文化的背景が異なるがゆえに、教育に期待することも異
なる。恒吉 (1992) は、日米の個と集団の関係性の違いが育児や教育現場を通してどう形成されていったの
かを描いた。筆者が専門とする教育工学（Educational Technology）は、
「教育者がより適切な教育行為を
選ぶことができるようにする工学（東 1976）」とされている。「より適切な」方向は、国によっても学校の
置かれた状況によっても、クラスの児童生徒の実態によっても、一人ひとりの教員の持ちうる資質・能力に
よっても異なる。そして「選ぶことができるようにする」ためには、選択肢が何であり、どのようなプロセ
スで選び、組み合わせ、デザインし、その結果をどう評価するのかを知る必要がある。
本調査研究は、各地の高校で活躍する教員がそれぞれの実践を背景に問題意識を明確にした上で、米国カ
リフォルニア州にある複数の学校を対象に調査が行われた。レポートは「教室空間・学校空間（学習環境）
」
「授業」
「生徒」
「教員」「学校経営」と多面的に報告されている。調査対象の学校はそれぞれに特色豊かであ
り、模倣しようと思ってすぐにできるものではなく、各校独自の教育システムと学校文化が精緻にデザイン
されていたことがレポートから分かるだろう。対象となった学校は、近年、日本でも映画「Most Likely to
Succeed」の上映会が各地で開かれ、PBL（Project Based Learning）を中心に教育システムを再構築し
たサンディエゴのチャータースクールである High Tech High や、全米で学校改革の支援を行っている New
Tech Network のサポートを受けている Katherin R. Smith 校などが含まれる。2019年時点の実践の実際
を知る意味でも貴重なレポートである。ただし、各校の訪問時間は半日〜1日程度であり、複数の教員の目
で見、インタビューを行い、資料を読み解いていても、わずかな滞在時間に受けた刺激にその報告は大きく
左右される。興味をもたれた学校については、ぜひ関連資料にあたっていただきたい。
その上で、日本の高校教員の立場から、どんな発見があり、何が参考になったのか、どんな背景があった
のか考察がなされている。東北から九州まで、私立、公立、IB（国際バカロレア）校と多様なバックグラン
ドをもった教員が同じ学校を視察し、その場で、その後もオンラインで議論を積み重ねた考察と、その経験
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をいかした取り組みの報告が含まれる。つまり、本報告書は、米国の学校の（正確にはカリフォルの一部先
進校の）多様性だけでなく、日本の高校教員の（より正確には先進的な取り組みにチャレンジする熱意あふ
れる教員の）多様性にも触れることができる。

共通のフレームワークを求めて
教育の営みはドメスティックなものであるとしても、社会の変化はグローバルである。情報化が世界規模
で進展し、AI や5G といった新しい技術が人々の職業、働き方、生活の仕方に大きな影響を及ぼしている。
それらを牽引しているのが GAFA(Google, Amazon, Facebook, Apple) と称される IT 企業であり、シアト
ルを本社とする Amazon 以外はカリフォルニア州に本社を構えている。今回の調査では、学校訪問だけでなく、
シリコンバレーで長く日本と米国の企業を結ぶ取り組みを続けてきた（株）グローバル・ビジョン・テクノ
ロジー社の天野雅晴氏からビジネスや生き方の視点から日米の違いと世界の変化について示唆に富む話を伺
うことができた。
情報化に代表される社会変化に対して学校教育を変革する動きについて、ライゲルースとカノップ (2018)
は、学習者中心主義に根ざした学校へと転換（パラダイムシフト）を起こしていく時期にあるとした。その
枠組みとして以下の６つのコア・アイデアを示している。
・コア・アイデア１：到達ベースのシステム
・コア・アイデア２：学習者中心の指導
・コア・アイデア３：21世紀型スキルを含む広がりのあるカリキュラム
・コア・アイデア４：教師、学習者、保護者およびテクノロジの新たな役割
・コア・アイデア５：調和ある人格を育む学校文化
・コア・アイデア６：組織構造、選択、インセンティブ、意思決定のシステム
本調査で訪問した学校においても、６つのアイデアに対する重心の置き方や実施の仕方に差はあるにして
も、同様の傾向を確認することができた。こうした傾向は米国だけでなく、世界中で活性化している（シュ
ライヒャー 2019)。19世紀末、産業化が激しく社会を変革していった只中に、J. デューイは米国東部にあ
るシカゴに実験学校を創設し、学習者中心の教育を展開した（森 2004)。教科横断的であり、探究的であ
り、子どもたちの生活に根ざしたデューイ・スクールに通ずる教育理念が、世界の情報化の最先端であるシ
リコンバレーで再び活発になってきていることは興味深い。訪問先の学校はそれぞれに学習環境、カリキュ
ラム等の仕組みは多様だったが、共通する教育実践上のアプローチが PBL である。デューイの弟子であるキ
ルパトリッックが「プロジェクトメソッド」を掲げてから100年あまりが経過した。米国では、High Tech
High 以外にも PBL Works( 過去の Buck Institute for Education), EdVisions 等、さまざまな団体が PBL
をデザインするためのフレームワークや教員研修プログラムを開発し、教員の力量形成に貢献している。ま
た、上述の NewTechNetwork や ElEducation 等、学校改革のコンセプトとして PBL を中核に据えた支援
団体の動きも活発である。日本でも特に高等学校の新学習指導要領において「探究」が中心コンセプトとし
て掲げられた。今回の調査に参加した教員も、探究学習に強い関心をもってさまざまな実践に取り組んでい
る。これら PBL のフレームワークの動向を整理した上で、各校での活用の実際を分析することができれば、
日本でこれから探究やその一手法として PBL を普及させていく上で、有効なフレームワークを構築できる
可能性がある。筆者は、児童生徒が探究を遂行するスキルとして情報活用能力に着目し、さまざまな教科で
PBL を導入しやすくしたモデルとして「情報活用型 PBL」を提唱し、研修プログラムを展開している（稲垣
ら2019)。今回の調査に同行する中で自身の取り組みについても改めて省察し、新たな洞察を得ることがで
きた。
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個別最適化の可能性
最後に今後への課題として「個別最適化」に言及しておきたい。近年の教育改革のもう１つの側面である、
Peronalized Learning（学びの個別最適化）は、今回の調査ではカバーできていない。
「学びの個別化・協
同化・プロジェクト化の融合」を掲げる教育哲学者の苫野 (2019) のように、PBL の中でさまざまな他者と
関わりながら探究するプロセスと、一人ひとりの学びの興味関心やつまずきに応じて個別化を図っていくこ
とは、学習者中心の教育をつくる上で車の両輪の関係にある。2019年12月に文部科学省が発表した「GIGA
スクール構想」では、全国すべての小中学生に一人一台の情報端末を配備し、「公正に個別最適化された学
び」の実現を目指すとした。経済産業省「未来の教室」においても、EdTech を活用した学びの個別最適化
と STEAM 化（実質的には PBL ／探究学習）の連携を掲げている。
PBL や探究学習を進めていく上で、追究を支える知識や技能の軽視は、表層的なアイデア勝負や、解釈や
熟考の無い体験の押し売りを招くリスクがある（クリストドゥールー 2019)。探究の道のりは、柔軟なカリキュ
ラムや学習環境を用意し、題材と問いさえ工夫すれば、あとは放置しておけばよいわけでは無い。学習者が
探究を遂行する際に「知りたい！」
「学びたい！」と思ったそのときをどう教員（あるいは何らかのシステム）
が見取り、どんな教材やフィードバックを与えていくのかが勝負である。次回、同様の調査研究事業が実施
されるのであれば、特定の実践の細部によりフォーカスし、教員が児童生徒個々の探究プロセスにどのよう
に・どの程度、介入しているのか、その際、どのようなテクノロジが活用されているのかを調査できれば、
ICT 環境の整備を急ぐ日本の教育現場においても、有益な授業・学びのデザインモデルを提案することがで
きるだろう。今後の展開に期待したい。
参考文献

・恒吉 僚子 (1992) 人間形成の日米比較―かくれたカリキュラム、中央公論新社
・東洋 (1976)「教育工学について」『日本教育工学雑誌』第１巻第１号、1-6.
・シュライヒャー、A. (2019) 教育のワールドクラス〜21世紀の学校システムをつくる、明石書店
・ライゲルース、C.M. & カノップ、J.R.(2018) 情報時代の学校をデザインする〜学習者中心の教育に変え
る６つのアイデア、北大路書房
・森 久佳 (2004) 都市化・産業化に対応するデューイ・スクール (Dewey School) の試み -- 訪問者の目か
ら見た授業実践の特色、都市文化研究 (4)、28-43
・稲垣忠、松本章代、豊田充崇、後藤康志 (2019) 情報活用能力を育成するプロジェクト型の単元設計を行
う教員研修プログラムの開発と評価、日本教育メディア学会研究会論集 (46) 77-82
・苫野一徳 (2019)「学校」をつくり直す、河出書房新社
・クリストドゥールー ,D. (2019) 7つの神話との決別 : 21世紀の教育に向けたイングランドからの提言、
東海大学出版部

2 .教育実践的視点からの成果
STEM教育を実践する上での示唆：どこから始めるか？
「はじめに」でも述べたように、STEM 教育は教科・科目を横断した取り組みである。「STEM 教育をやろ
う」と言われると「何が出来たら STEM 教育ができたと言えるのか？やることがたくさんあるのではない
か？」と疑心暗鬼になってしまう。米国の先進的な事例では STEM 教育が高い完成度で行われているのでは
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ないか ... こうした不安を抱えての海外調査であったが、調査の結果見えてきたのは元々行われている取り組
みを活かして STEM 教育を行う各学校の姿であった。
例えば、High Tech High ではまず教科学習で必要な概念を習得し、その後最終成果物を発表する際に他
教科・科目と連結させた表現活動に取り組ませる事例が紹介された。一方で、Millennium School ではほぼ
全ての学習活動が統合的なカリキュラムと呼ばれる Quest をベースにしており、その中で STEM の各要素
が扱われていた。
STEM 教育を実践する上で、統合的な学習から始めるか？教科から始めるか？はたまた両方一気に入れな
いといけないのか ... ？この問いに対して、High Tech High で行われた質疑での返答は「どちらから始めて
も良い」であった。無理に全ての教科・科目に STEM 要素を組み込もうとするのではなく、教科学習に力を
入れている学校であればその学習にどう STEM 要素を組み込むか、探究学習・総合的学習に力を入れている
学校であればその学習にどう教科・科目の内容を組み込むか、まずはそこから考えることが大事だと言える。

LEANにPBLする：どう繰り返して良くしていくか？
「LEAN（LEAN STARTUP の LEAN）に始め、良くしていくことが大事だ」The Nueva School で実践
を一通り紹介いただいた後に、「どうやってそこまで完成された教育実践を作ったのか」と質問した際に得
た回答である。複数の学校において、「各先生が毎年新しい PBL 実践をプロトタイプ的に作る」「PBL は残
るものもあれば、1年で取りやめになってしまうものもある」というお話があった。毎年同じカリキュラム
を繰り返すわけでも、毎年完全に新しいことをやるわけでもなく、一部分でも良いから新しいことを始め、
それを繰り返しながら良いものは広げていく ... 米国西海岸というスタートアップ企業の多い土地柄もあってか、
新しい授業実践を導入し広げていく過程でも LEAN の考え方が取り入れられていることがうかがえた。同時
に、LEAN の考え方では「ユーザーの声を聞く」ことが重視される。The Nueva School の先生は「新しい
PBL 実践をやる時には生徒にも意見を聞くんだ」とも語っていた。教員だけでなく、生徒の力も上手く使っ
て授業実践を育てていく様子が見受けられた。
本事業に参加された先生方との対話の中でも、これらの話と引き付けて「『1年に1回で良いから、会心の
出来だ、という授業をしろ』と言われたことがある」という発言があった。もちろん、日々の授業において
も一定以上のクオリティが求められることはいうまでもないが、それだけにこだわると新しい取り組みを始
めることは難しくなってしまう。良いものを小さく作り、それを周囲の力を借りて何度も続けながら育てて
いく、必要に応じてやめる、という考え方が共有されていることは、良い授業実践を生み出し続ける上で大
事にしたい考え方である。

思想が分かるSTEM/PBL：何のためにやるか？それをどう伝えるか？
できるところから始め、繰り返し良くしていく ... これだけであれば皆がバラバラな教育実践を行ってし
まいそうだが、今回訪問した学校に共通していたのは STEM/PBL に取り組む上での思想がはっきりして
おり、それが児童・生徒にも共有されていたことである。例えば、小学校で PBL に取り組む Katherine R.
Smith Elementary School では6つの Habits という形で教育思想が繰り返し児童に共有され、ICT を活用
した PBL が盛んな Hillview Middle School では5Cs という形で身につけるべき力が生徒に明示されている。
SKY Labo では女性のエンパワメントを軸に STEM 教育が行われており、Minerva School at KGI では身
につけるべき能力が Habits of Mind として整理されている。High Tech High では PBL を作る上でのエッ
センスが紹介されたが、まず議論されたのは「何を大事にするか」だったという。
また、学校外との連携を進める上でもこれらの思想が可視化されていることは価値を持つ。各学校とも、
構内掲示で児童・生徒の作品はもちろん「学校が何を大事にしているか」が分かるようにディスプレイされ
ていた。こうした展示物・掲示物が、学校に来訪した生徒・児童の保護者やボランティア、地域の方々の目
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に触れることで生徒・学校の良さが理解され、協力を得られる関係性が作られるのだと考えられる。

エコシステムという考え方：学校に何が提供されるべきか？
3章1節で述べた通り、カリキュラム・オーバーロードや教員の多忙化問題を踏まえれば、STEM/PBL を
実践していく上でエコシステムという考え方は不可欠である。エコシステムを生徒や教員・学校を取り巻く
環境だと捉えれば、以下のような役割を持つエコシステムを設計する必要がある。
■生徒が能力を最大限発揮するための支援を受けられるエコシステム
Millennium School では生徒1人が Quest と Forum という2種類のグループに所属し、PBL と日々の学校
生活をそれぞれのグループが支えていた。他の学校でも授業ごと、授業とクラブ活動といった形で複数のグ
ループが存在するが、それぞれのグループが生徒にとってどのような役割を果たすのかが明確に設計されて
いる。Millennium School では、Quest は PBL を通じて挑戦する場所、一方の Forum は悩みも含めて何で
も話せる場所と分かれており、High Tech High でも授業ごとの集団と家庭状況を把握する「アドバイザー」
と呼ばれる教員ごとの集団が存在する。日本においてもクラス、授業、部活動のように生徒は複数の集団に
属するが、それらの集団同士が有機的に機能することは生徒の能力発揮に役立つと考えられる。
■教員・学校が能力を最大限発揮するための支援を受けられるエコシステム
今回の視察先学校の教員が繰り返し述べていたのは、教員の ”Professional Development” の重要性であ
る。学校内には生徒の授業成果物だけでなく、教員の趣味や専門、さらには教員研修の成果がうかがえる展
示物が数多く掲示されていた。教員自身が考えていることが可視化され、またそれをアップデートする機会
が定期的に提供されていることは教員が良い実践を生み出す上で不可欠である。
合わせて興味深かったのは The Nueva School の事例である。期末試験が終了した後、生徒は1週間程度
の Inter Sesison 期間に入る。その時期に教員は試験結果をもとにした評価や次期の授業準備を行い、その
期間生徒には特別プログラムが提供される。この特別プログラムは完全に生徒の保護者によって企画・運営
されており教員は一切タッチする必要がない。これは、保護者の学校への関わり方が生徒・教員両方にとっ
て良い支援となるようデザインされている好事例だと言える。
■学校では扱われないが、重要な機会を生徒に提供するエコシステム
学校が提供しないが、生徒にとって重要な機会も存在する。例えばプログラミングを学んだ生徒がその先
のキャリアについて相談をする機会、大学受験のための SAT 対策を受ける機会などである。こうしたニー
ズに対して適切なリソースが提供され、それを生徒・教員が選択できる環境にあることは重要である。San
Diego STEM Eco System は前者のようなニーズを支援する組織であり、企業などと連携し学校や公的施
設を通じて様々な機会を提供している。一方、後者について The Nueva School では SAT を民間事業者に
依頼し、教員は一切手をつけないと言う。外部のリソースと学校の実践の旨い棲み分けのデザインも重要な
ポイントだと言える。

当然、これら全てを一気に揃えることは難しい。しかし、これらのうちどれかを LEAN に作り始め、良い
ものにしていく活動を続けていくこと、それが PBL/STEM を始めるということなのかもしれない。
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3.学術的視点と教育実践的視点の融合的視点からの成果
安藤明伸（宮城教育大学）
本事業は、「イノベーション創出に向けた教育のためのカリキュラムマネジメント及びそれを支える環境
の研究 ~ 日米の PBL および STEM 教育の分析 ~」と題し、PBL および STEM 教育を日本の初等中等教育の
カリキュラムで実践するにあたり、
「1： 総合的な探究の時間と教科学習をどのように結びつけるか」および「2：
地域、教育機関、NPO、民間企業との連携をどのように推進するか」について、担当教科・科目が異なる全
国8か所の高校教員が、渡航前・渡航後にオンラインのビデオミーティングを重ね、現地を調査するプロジェ
クトであった。
本プロジェクトの学術的視点と教育実践的視点の融合的視点からの成果は、プロジェクト自体が STEM ＆
PBL（Project Based Learning）として遂行されたことが大きく寄与している。図1は、本プロジェクトの
探究＆創造プロセスを私なりに示したものである。「探究」とは、いわゆる調べ学習のように、既にあるこ
とを深く認識する印象が強いが、本プロジェクトには、そこに E(Engineering) の要素、つまり、願いの実
現のための創造が目的として加わっていることが重要である。情報収集と整理・提言で終わるのではなく、
帰国後に自校および地域での展開につなげるプロジェクトであることに意味がある。そのための確実な足場
作りのために、本プロジェクトでは事前の探究活動から充実した取組みを行っている。例えば、視察渡航前
に実施された3度のオンラインミーティングにより、今回の調査研究プロジェクトのゴール設定を共有しつつ、
各自の使命を明確にし、調査対象を分担することで責任を持って現地調査に臨めた。この事前ミーティング
には、毎回「宿題」が課されていた。例えば、事務局が作成した「探究シート」では、各自が取り組んでき
たこと、今回の研究から自分・学校で実現したいことを整理し、それを踏まえて、何が課題であるのか、今
回の渡航先で何を知ることが有効なのか、項目別に思考を整理できるツールとなっていた。今回参加者は、
それぞれ PBL を先駆的に推進してきた実力のある教員である。そうした異なる各学校や教員の実情や実態が
このシートで共有され、さらに各学校の取り組みを詳細に解説したプレゼンファイル（これが、渡航先での
プレゼンの原型となる）が共有されることで、多種多様な PBL のねらいと取り組み、そして課題が焦点化さ
れた。さらに、それぞれの立場から相互にコメントや質問を積み重ねたことが、テーマの深掘りにつながっ
ていた。単なる方法論としての PBL ではなく、設定した課題・プロジェクトに応じて、必要な調査や試行を
繰り返し、他者との対話・関わりを経て探究が進められる過程に学びのエッセンスが凝縮される。その点に
おいて、理系教員・文系教員、PBL 推進のプロパー大学教員、テクノロジーとエンジニアリングの視点で関
わる大学教員で構成された意義は非常に大きい。そして欠かせないのは、メンバーをナビゲート・ファシリ
テートする事務局の皆さんの存在である。非常に細やかに、かつ大胆にプロジェクトの推進を支えていた。
こうしたオールメンバーで毎日実施された1日の振り返りセッションでは、各々の視点でレビューが行われ、
それを踏まえて各自のプレゼンをリバイスしていた。こうした枠組みによって、さらに翌日の視察を有意義
なものにする機能を有していた。

図1

本プロジェクトの探求＆創造プロセス
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さらに本プロジェクトの学術的視点と教育実践的視点な視点として特筆したい点は、「現地での実践を単
に輸入しない」、
「日本の教育実践の特長を現地の学校に伝えフィードバックを貰う」という2点である。こ
れらについても、前述の毎日のレビューが有効に機能した。例えば、その日訪問した視察先で得られた学び
と自校への展開に関するディスカッションによって、経験・感動・感激から適用・実現への考察が深まり、
参考にできる点・我々の取組みに欠けていた点はどこか、それを自校や地域に適用するとすればどのような
アレンジが有効か等、現場の実態に即した輸入と展開、即ち、自校のカリキュラムへの適用と実現につなが
るものとなっていた。そしてこのことは、我々の強み・特長を相対的に認識するきっかけとなり、各自が担
当する実践紹介プレゼンテーションのリバイスに寄与していた。
こうして直前まで修正とアレンジが行われたプレゼンが、現地の教職員との濃いディスカッショントリガー
となり、より具体的で示唆に富むフィードバックを得ることができていた。日本国内では、視野が限定的に
なり、自分たちの実践している教育活動の特長を実感することが比較的難しい。今回訪問した先々では、文
化や背景が異なりつつも、子供たちの資質・能力を伸ばしたいという実践者同士の気持ちが共鳴している場
面が多々あったことが印象的であった。また、日本の教育の強みを伝えられたことは、視察先の関係者にとっ
ても有益であったと思われる。
こうした実践上の特徴は、本プロジェクトのタイトルにあるとおり、イノベーション創出に向けた教育の
ために非常に重要なものである。それは、まさにティム・ブラウン (2010) が言う「イノベーションの3つ
の空間」
、即ち、
「着想：ソリューションを探し出すきっかけになる問題や機会」
、
「発案：授業や教材の創造、
設計」
、「実現：アイディアをプロジェクトから授業へと展開する」と位置づけられるステップと言えよう。
調査報告だけでも非常に価値があるが、このプロジェクトに参加した全国の学校を拠点として、日本国内で
の、イノベーション創出に向けた STEM/SETAM ＆ PBL の展開が大いに期待できる。
参考文献
ティム・ブラウン：
『デザイン思考が世界を変える』イノベーションを導く新しい考え方、ハヤカワ新書 (2010)

4 . 成果の普及
学会等研究者のネットワークにおける成果の共有・普及
本報告書執筆段階（2020年2月）において、下記の学会やシンポジウム等にて本事業の海外派遣参加者
による成果共有・普及を予定している。

日程

イベント

場所

2020年3月

本事業参加２団体による合同報告シン
ポジウム

埼玉大学

2020年3月

日本 STEM教育学会

新宿カンファレンスセンター

表5.1. 学会等研究者のネットワークにおける成果の共有・普及予定一覧

初等中等教育機関の教育現場への成果の共有・普及
海外教員派遣からの帰国後、参加者が各自の勤務校などで実施した報告会等は以下の通りである。
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日程

概要

場所

報告・発表者

2019年11月

岡山龍谷高等学校での報告会

岡山龍谷高等学校

青山

2019年11月

神奈川県立山北高等学校 令和元
年度第１回「地域との協働による
高等学校教育改革推進事業」に係
る運営指導委員会での事例共有・
助言

神奈川県立山北高等学校

小村

2019年12月

宮城県石巻高等学校での報告会

宮城県石巻高等学校

髙橋

立命館宇治中学校・高等学校

小村

2020年1月

立 命 館 宇 治 中 学 校・ 高 等 学
校 ワールド・ワイド・ラーニン
グコンソーシアム構築支援事業
（WWL）運営指導委員会での研究
調査結果共有

2020年1月

経済産業省「未来の教室」実証事 武蔵野大学付属千代田高等学院千
業「STEAMプログラムハッカソン」 代田女学園中学校
事業 への企画提言

佐野・木村

2020年1月

長野県教育委員会 令和元年度
第３回学びの指標検討会での提言

長野県庁 教育委員会室

小村

2020年2月

東北沿岸部会議での報告会

石巻グランドホテル

木村・髙橋

2020年2月

岡山大学「SDGs ユースプロジェ
クト」で全国の高校生とのディス
カッション

オンライン

来住

2020年3月

総合学習担当者会議での報告と提
案

神奈川学園中学・高等学校

中野

表5.2. 初等中等教育機関の教育現場への成果の共有・普及 実績/予定一覧

G7各国等諸外国への波及効果や今後の連携交流の見通し
参加者は各自の勤務校と今回の派遣先および G7各国等諸外国の団体との間において、今後以下のような
連携交流の見通しが立っている。

対象校

連携先

連携概要

連携
担当者

宮崎県立宮崎大宮高
等学校

Stanford SPICE

Stanford e-Miyazaki プ ロ グ
ラムの立ち上げ

木塲

広尾学園中学校高等
学校

一般社団法人カピオンエデュケー
ションズ

DECA Japan の立ち上げを通
した、
「研究活動」とビジネス
やソーシャルイノベーションの
連携活動

木村

かえつ有明中・高等
学校

Millennium School

Social Emotional Learning 教
員研修の実施

佐野

表5.3. 連携交流 予定一覧
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5.今後の展望

事業の継 続性と活動計画

4章2節でご紹介したように、本事業ではご参加いただく先生方に「追求したいテーマ」
「行いたい実践活動」
を考えていただき、現地視察や事前・事後研修を通じてその内容を深め具体化していただいた。これからは、
本事業に参加された先生方が主役となり、それぞれ作り上げた調査・実践計画を進めていくフェーズへと移
行する。
本事業の実施主体である CRET は STEM や PBL に関する調査研究を行うとともに、日本 STEM 教育学会
などの学会活動やシンポジウムを通じて、それらの成果を発信し共有する場作りにも取り組んでいる。今後
は先生方の実践を共有・改善していくためのプラットフォーム作りを通じ、本事業の成果が還元されるエコ
システムを形成していく予定である。
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おわりに

本稿を書いている2020年03月上旬現在、世界中で COVID-19（新型コロナウィルス感染症）の流行が拡
大している。各国とも未知のウィルスに対応すべく確かな情報やデータがなく何が正解かは分からない中で
も国民・市民の生命・健康を守るための対応策を次々と打ち出し、日本国内では前代未聞の一斉休校措置が
取られている中、本事業に参加された先生方も含め、学校・教育関係者の皆様が身を粉にして対応に当たら
れている。
そうした中で、本事業を総括する本報告書を通じてできる貢献としては、こうした状況も踏まえて PBL や
STEM 教育、そしてそのカリキュラム・マネジメントの観点で重要なことをまとめておくことだと考え、最
後に4点触れておくこととしたい。

やってみて、続けること
PBL や STEM 教育、またこれらを実践していく上で最も大事なことして複数の視察先で強調されたこと
が「やってみて、続けること」であった。
始めは上手くいかないかもしれない、部分的かもしれない、満足いくものでもないかもしれない ... 自分の
得意な領域でもないかもしれない、突然想定外のことが起きるかもしれない、自分だけ・学校だけではでき
ないかもしれない ... 重要なのはそうした状況を受け入れ、専門外のことであっても、想定外のことが起きても、
学校内外のリソースを上手く使って前に進んでいくこと、そしてすぐに諦めるのではなく、都度状況を判断
し最善と思われる手を打ち続けることである。
図らずも今起きている事態が示しているように、一気に完全な結論を求めるのではなく、可能な範囲で最
善手を打って進めることが重要であり、カリキュラム・マネジメントも一気に変更するのではなく少しずつ
新しいことを導入していくという姿勢を共有した上で進める必要があるのではないか。

現場で実践を続けている方に尊敬の念を持ち対価の返し方を考えること
本事業を通じて事務局スタッフが痛感したのは事業に参加される先生方の忙しさ、大変さであった。本事
業に参加される先生方は学校の中でも重要な所掌を担当され、場合によっては他校も交えた研修等を主導さ
れるお立場にある。多忙を極めるにも関わらず、いやだからこそご参加いただいた先生方は一つ一つの時間
を実りあるものにしようとプログラムに積極的に取り組まれ、事務局も微力ながらそれにお応えできるよう
なサポートの仕方を考えた ( 学校の取り組み内容を詳しくうかがう代わりに、事務局スタッフが先生の英語
プレゼンテーション作成をサポートするなどした )。
先生方に対し、「学校を視察したい」「もっとこうした方がよいのではないか」「こういうツールがある」
と外野的な関わり方をすることは簡単である。しかし、先生方のカリキュラム・マネジメントを真に支える
上ではそれとは異なる関わり方が必要だと考える。
例えば、今回視察した High Tech High は見学者1名あたり300米ドルの見学費を徴収する。また、今回
視察した各学校では「日本の様子はどうなんだ？」という質問に答えられるよう、参加した先生方にはご自
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身や学校での取り組みをご発表いただいた。SSH や SGH を始めとした日本国内の先進事例や、生徒の生活
指導から学科・進路指導まで包括的にサポートする日本の教員のあり方は訪問先の先生方にとっても学びと
なったとのフィードバックを得ている。
このように（学校・先生方が相手の場合に限らないが）、外部の人間が学校・先生方と関わるときには相
手の実践に敬意を払い、相手に対し協力・協働の対価を払うという姿勢は、学校内外のステークホルダーが
関わり合う PBL や STEM 教育を進める観点で重要だと言える。

実践のあり方、目指すものを理解した上で支援の仕方を考えること
多忙、多様な先生方とご一緒する上で事務局が苦心したのが事前・事後研修の設計であった。研修を行う
際に何を行うか、またどのような頻度で行うかには複数の考え方がある。全員が集まりづらいことを考えて
日を絞って集合研修を行うか、あるいは短時間でも良いから繰り返し可能な方にご参加いただくか、複数の
選択肢を検討した。結論として、本年度の事業では現地視察、任意参加の執筆合宿とは別に1.5時間程度の
オンラインミーティングを6回実施した。現地視察前の調査、事後の執筆活動をステップに分けて定期的に
先生方同士が言葉を交わすことができるような構成・グループ分けを行い、ミーティングは大体20時から実施。
先生方にはご自宅、時には学校からミーティングにご参加いただいた。
時期を分けて定期的にミーティングを実施したことで、先生方が「どういう条件下であれば学び、研究す
る機会を作れるか」を考えるためのヒントが得られた。オンラインという形式や実施時間、先生方の実践と
紐づいた議論テーマの設計のあり方、さらには業務上あまり関係ないが類似したテーマを追求する先生方と
の出会いなど、現状下で今後の研修・研究会などで先生方を支援していくための方法に関するポイントを見
つけることができた。
また、時期により先生方が読んでいる本や参照している資料が変化していったことも感じ取れた。例えば、
事業開始時には PBL や STEM の基本的な考え方、実践事例について議論されていた先生方が、派遣事業後
の事後研修ではデザイン思考の「共感」の考え方や経営理論と PBL の考え方などについて議論されていた。
こうした知見は、免許更新研修を始めとした研修等で扱うべき内容を考える上で参考になると考えられる。

産・官・学それぞれの立場で気軽な意見交換を行うこと
サンディエゴやサンフランシスコでの現地視察中、学校や教育関係機関の訪問に加え、現地で会社を経営
されている方や官庁から現地総領事館・大学院に派遣されている方と意見交換する機会があった。普段あま
り接することのない産業界、官庁の方々と今の日本・アメリカの現状や学校内外における教育のあり方につ
いて意見交換ができたことは、現地における学校・教育制度を立体的に見る助けとなるとともに学校や教育
のあり方を考える上でとても有意義であった。
特に、現場から離れたアメリカという場所でざっくばらんに会話する環境があったことで、
「実際どうなの？」
というやりとりが可能となり、結果として双方の立場をより理解する機会となったように感じている。現地
でお世話になった方々とはその後も SNS で交流を続けており、こうしたコミュニケーションの積み重ねが
いざ何か変革を起こすという時の糧となると考えている。
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