
2009年12月26日、第 10 回 Intel® Teach 「MT クラブ」 フォーラム (MT = Master Teacher) を、インテル株式会社 (東京)

にて開催しました。このフォーラムは、Intel® Teach プログラムへの参加機関 (学校・教育委員会・大学) の皆様とともに、21

世紀型スキルを育成する授業について考えることを目的として、定期的に開催しているものです。

記念すべき第 10 回を迎えました今回のフォーラムでは、インテルの教育関連の活動報告と、講師として尚美学園大学教

授 小泉力一 氏、特別ゲストとして東京工業大学名誉教授 清水康敬 氏をお迎えして、『世界の ICT 教育の動向と日

本の課題 ～ Global Symposium on ICT in Education より～』 と題して、インテルの協賛にて韓国で開催されたシンポジウ

ムの情報共有も交えながら、これからの社会を生きる子どもたちに必要な教育環境とは、実現に向けての課題は何か、皆

様とともに考えました。また、ブリティッシュ・カウンシルより、国際交流事業の取組みについて、MT クラブメンバーからの情報

共有セッションでは、荒木先生、脇田先生に実践の紹介をいただきました。

 
インテルの教育支援 - よりよい未来を創る教育のために
 
冒頭に、インテル株式会社 教育プログラム推進部部長 柳原なほ子より、Intel® 教

育支援プログラムの使命と今後のめざす方向性が共有されました。テクノロジーの革

新で世の中をより豊かに便利にしていきたい、という使命を実現するにあたり、インテ

ルが創立当初から重視してきたのが 「人材育成」 です。社会の変遷にともなって望

まれる人材も変化していますが、約 10 年前からインテルが全世界的に展開する教

育を通した社会貢献活動 Intel® Education Initiative (インテル® 教育支援プログ

ラム) では、教育の活性化による革新と持続可能な成長を促すことを目的に、知識

基盤社会に対応できる力、つまり 21 世紀型スキルの育成に取り組んでいます。

2009 年の活動として、東京学芸大学・3 市連携 IT 活用推進コンソーシアムとの

共催による教育フォーラムや Intel® Teach ワークショップの実施実績、また韓国政府と世界銀行の主催で実施された ICT

教育の評価について考える Global Symposium on ICT in Education への協賛、さらに Intel ISEF (国際学生科学フェア)

や国立科学博物館で実施されたサイエンスフェスタを通した科学教育支援など、国内のみでなく国際機関とも提携しなが

ら進めてきた活動について報告がありました。

21 世紀型スキル育成のためには、さまざまな政府関係機関や企業関係団体との連携・協力がより一層大切になります。

インテルにおいても、「社会貢献、政策、関係業界との連携・協力」 の側面から相互に影響しながら 21 世紀型スキルを身

につけた人材を育成するための教育支援に取り組む体制が構築されており、世界規模で展開している新マーケティング・

キャンペーン 「Sponsors of Tomorrow.™ 未来をつくろう。インテル」 のテーマをご紹介いたしつつ、「インテルはこの先も、より

よい未来を創り続けるために皆様と協力しながら頑張っていきたい」 とのメッセージを語りました。

第 10 回 Intel® Teach 「MT クラブ」 フォーラム開催

「デジタル絵本 『ピッケ』 で育てる子どもたちの情報活用能力」
 
立命館小学校 副校長 荒木貴之 氏より、ものづくりとサイエンスを融合させた特設

教科 「ロボティクス科」 の実践について紹介いただきました。1 年生 ～ 4 年生が学

習する 「ロボティクス科」 は、「力・構造 (法則)」 「電気・回路」 「プログラミング・制

御」 「デザイン」 「社会倫理」 の 5 つの領域の能力育成と子どもたちの知的好奇心

を高めることを目標に、新たに創り上げてこられたものです。5 年生と 6 年生では、4

年間で培った力と知的好奇心をさらに伸長すべく、ロボット大会などの課外活動に

取り組まれており、2009年11月、韓国 (浦項) にて参加 24 カ国が集って開催された

World Robot Olympiad 世界大会に、日本代表として同校の 6 年生の児童が出

場された様子の報告がありました。東南アジア・東アジアの国々を中心にヨーロッパ、

中東、中南米諸国から集まった小学生たちが、ロボットの製作・プログラミングの技術を競う本大会では、世界の上位国の

レベルの高さが強く印象づけられたことが共有されました。



「ロボティクス科」 では、さまざまなテーマの学習が展開されていますが、今回は、1 年生のデジタル絵本 『ピッケ』 を活用した

実践について、5 つの領域のうち 「プログラミング・制御」 「デザイン」 について、どのような力が育まれるか、授業の様子や児

童の学習成果物の紹介を交えながら報告いただきました。

立命館小学校では、"児童 1 人に 1 台の PC" の環境が整っていますが、今回の学習では協働的な学びを重視し、2～3

名のグループで物語をつくってオリジナル絵本を作成する活動が行われました。さらに、CLASSBOOK* ワークショップを実施

するなど、発展的な学習についても紹介いただきました。

　
最後に、荒木先生の著書 「日本発 21 世紀型教育モデル - つなぐ力が教育を変える」 (教育出版刊) に記された想いと

して、21 世紀を生きる子どもたちに必要な力を育成するために、「私たち教師・学校に課せられた使命とは、『ICT で子ども

たちが変わり、その子どもたちが世界を変える』 といった信念を持って、それぞれの学校に適したカリキュラムを創りあげ、継続

的に実践していくこと」 また 「学校・保護者・社会・行政などが社会総がかりで "恊働的" に子どもたちの教育に携わってい

くこと」 の大切さをお伝えいただきました。

「教員の表現力を高める ～リーディング・ティーチャー養成研修での取り組み～」
 
大阪府教育センター 専門教育室 指導主事 脇田裕史 氏からは、これからの学校

経営を組織的に支えていくリーダー (リーディング・ティーチャー) を養成することを目的

とする実践的な研修の取り組みについて、実際に行われた講座のデモンストレーショ

ンを交えて紹介いただきました。

大阪府では、「『大阪の教育力』 向上プラン」 として、「『学校力』 を高める」 「学

校・家庭・地域をつなぐ」 「子どもたちの志や夢をはぐくむ」 3 つの目標が掲げられて

います。その中で、教育センターの役割として、教職員の資質・能力や指導力を高

めることによって 『学校力』 を高めることが求められています。そこで、従来の研修の

あり方の見直しの方向性として、「重点化と体系化」 による 1) 教職員のキャリアステージに応じた研修、そして 2) ミドルリー

ダーの育成に焦点化して研修の骨組みが検討されました。大量退職・大量採用の時代を迎え、学校の中でリーダーシップ

を発揮することが期待される世代が若年化しています。このような背景を受けて 2009 年度から実施されたのが、組織マネ

ジメント力と授業力の向上を目的とするリーディング・ティーチャー養成研修です。

今回は、その研修講座の中から、組織マネジメント力の重要な要素であるコミュニケーション力の向上を重視した、「教員の

表現力を高めるプレゼンテーション講座」 について紹介いただきました。実際に講座で提示されたコンテンツを使ったデモンス

トレーションでは、少し表現のコツをつかむだけで、いかに情報の伝わり方が変化するかを実感しました。リーディング・ティー

チャーとして、自信を持って明確にメッセージを伝えられるようにと企画された講座を通して、さまざまな情報の特性をよく理

解して表現を工夫することで、効果的なコミュニケーションにつながることが確認されました。

「国際交流事業の取り組みについて ～日英学校間交流学習の実際～」
 
ブリティッシュ・カウンシル学校教育事業部マネージャー 河合千尋 氏からは、英国の

教育の国際戦略や日英の学校間国際交流学習の事例について、紹介いただきま

した。

ブリティッシュ・カウンシルでは、英国の公的な国際文化交流機関として、日英両国

のさまざまな機関や団体と協力しながら、教育、英語学習、科学、芸術の分野にお

ける文化交流活動が行われています。その一環として、「日英学校間国際交流学

習プログラム」 では、英国をはじめ世界の小・中・高等学校との国際交流学習を希

望する学校へ向けたサービスを提供されています。学校間国際交流学習とは、

「Connecting Classrooms」 のコンセプトにより、外国の学校とテーマに基づいた学習活動を一定期間実施するものと定義
されています。



ブレア元首相が就任されたときの有名な演説 「わが国に重要な 3 つの優先課題がある。それは 『教育』 と 『教育』 と 『教

育』 だ。」 に象徴されるように、英国では教育への投資が盛んに行われており、2004 年に発表された教育の国際戦略で

は、「すべての子どもと若者がグローバル社会で活躍できるよう、2013 年までにすべての学校が海外と交流校をもち、学習

体験にグローバルな視点を取り入れること」 が目標として掲げられています。学校のカリキュラムにグローバルな視点を取り入

れることで、学習・教授内容が多様になり、自らの視野や価値観を再認識できるとして、学校間国際交流学習への期待

の高まりが共有されました。

小・中・高等学校の事例紹介では、各校のカリキュラムのなかで、教科や総合的な学習の時間における共同学習・研究、

問題解決学習、また実践的な英語学習として、学校間国際交流学習を通してさまざまな学習機会が創出されている様

子が報告されました。また、学習プロセスでは、情報収集やコミュニケーション・ツールとしての ICT の効果的な活用が不可

欠です。通常授業に交流活動を取り入れることで、世界の同世代の子どもたちとの直接コミュニケーションにより学習意欲

の向上や学習成果を発信する機会を創出できること、さらに目的意識をもって英語や ICT を活用する機会を創出できるこ

とが成果として報告されました。最後に、社会のグローバル化にともなって、学び方もグローバルに転換していく必要があるの

ではないか、との問題意識を共有いたしつつ、学校間国際交流学習がその 1 つの方法として活用されることへの期待が確

認されました。

『世界の ICT 教育の動向と日本の課題 ～ The Global Symposium on ICT in Education より～』
 
21 世紀の社会を生きる力を育成するには、どのような教育環境が求められるのか、

講師の尚美学園大学教授 小泉力一 氏、特別ゲストの東京工業大学名誉教授

清水康敬 氏をお迎えして、韓国政府および世界銀行主催、インテルの協賛によ

り、2009年11月韓国において開催された ICT 教育の評価について考える 「The

Global Symposium on ICT in Education」 の情報共有も交えながら、世界の ICT

教育の同行と日本の課題について考えました。

政策立案者と教育現場の実践者を対象とする本シンポジウムは、教育分野におけ

る ICT 関連への投資に関わる問題を測定・評価すること、および教育における ICT

の影響を分析することを目的に開催されました。

それぞれのセッションでは、具体的に、

教育政策や取り組みにおける (グローバル) ICT の有効性の分析

複雑な問題である教育における ICT の影響や評価への対応

生徒の学習到達度に対する ICT の影響とはどのようなものか ?1.

その影響はどのように測定されるべきか、関連する問題とはどのようなものか ?2.

測定可能かつ測定すべきその他の影響とはどのようなものか ?3.

発展途上国に対して、根拠に基づく ICT 教育政策のサポート

ICT 教育のアイデア・経験・好事例を協同的に共有するグローバル・ネットワークの構築

といった課題について、活発に議論がなされたことが共有されました。

さらに、各国の ICT 推進施策の動向として、韓国やインドを例に、教育における ICT 利活用が政策目標の中でどのように

位置づけられ、政策レベルで推進されているのか、また世界のいわゆる ICT 教育先進国においては、ハードウェア・インフラ

の整備とあわせて、教員の ICT 指導力向上のための研修システムや学校を取り巻く ICT サポート体制の充実・強化など、

総合的な ICT 推進施策が政策的にデザインされていることが指摘されました。

また、メルボルン大学、米国シスコシステムズ社、インテル コーポレーション、マイクロソフト コーポレーションが共同で取り組む

「21 世紀型スキル」 の効果測定プロジェクト (ATC21S = Assessment & Teaching of 21st Century Skills (英語) ) につい

て言及され、OECD 国際学力到達度テストプロジェクト PISA の 2012 年調査では、ATC21S のスキル評価が実施される

計画であるとのアナウンスが伝えられました。

世界の現状を鑑みて、



といった ICT 教育の動向が共有されました。このような問題意識から日本の現状をふりかえると、日本における 「情報教

育」 の理念は上記の流れを先読みしたものとも考えられますが、国際競争力の視点から、「世界に貢献できる日本である

ことをめざすならば、まず世界に目を向けること」、さらに政策レベルでのより強固で持続性のある ICT 推進施策が一層求め

られることが語られました。

続いて、特別ゲストの清水康敬 氏より、「ICT を教育に活用することの影響や効果

を具体的に測定して評価すること」 に関して、シンポジウムを通して実感されたその

意義と課題について教授いただきました。

学校で ICT を活用することの効果について、明確なエビデンス (数値的な根拠) とと

もに実証することが非常に重視されていますが、何をもって何を示すべきか、BECTA

の調査結果 「ImpaCT2」 を例に、具体的に解説いただきました。

今回のフォーラムの主題である 「教育における ICT 活用の影響や効果をいかに測

定・評価するか」 は、ICT 推進施策において非常に重要な課題であり、21 世紀型

スキルの評価の手法をどのように確立し発信していくか、今後の取り組みへの期待

が寄せられるとともに、よりよい未来を創る教育のためには、関係機関のさらなる連

携と協力が大切であることが確認されました。
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ICT 教育 (コンピューター教育) から時代にマッチした活用能力を育成する教育へシフトしつつある

ICT は "ツール" の 1 つであり必要条件ではあるが十分条件ではない


