
第 11 回 Intel® Teach 「MT クラブ」 フォーラム開催

2010年 7月31日、第 11 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。

今回のフォーラムでは、MT クラブメンバーからの話題提供と情報交換、そしてインテルの教育関連の活動報告、6 月にイン

ドネシアで開催された Asia ST Summit2010 の情報共有も交えながら、21 型スキル育成へのさらなる理解を深めるために

開発された Intel® Teach プログラムの最新のショートコース・シリーズ、Intel® Teach Elements のワークショップを行いまし

た。

 

 
インテルの教育支援について - 社会貢献、関係業界との連携・協力、政策による体制構築
 
はじめに、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めざす方

向性、そして 2010 年上期の活動が報告されました。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 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、「21 世紀型スキル」 の

育成に取り組んでいます。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 (人材育成)、関連業界との連携・協力、政策」 の側面から相互

に影響しながら教育支援に取り組む体制を構築してきました。

2010 年上期の活動として、

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 2010」 実施

21 世紀型スキルの評価への取り組み 「ATC21S※1」 のホワイトペーパーの日本語版サマリー編纂

Intel ISEF (国際学生科学フェア) への日本代表の学生の派遣

和歌山県教育委員会・放送大学・インテルの共同研究プロジェクト 「T21」 の実施

シニアトレーナー研修 「Asia ST Summit 2010」 への参加

東芝とインテルの共同開発による教育用タブレット式小型ノート PC 「CM1 (シーエムワン)」 の商品化

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。

世界規模で展開している Intel® Teach プログラムの受講者も 700 万人を超えました。変化の激しい社会でグローバルに

活躍できる人材の育成が求められる中、日本の子供たちのライバルはもはや日本国内だけではなく世界の若者となっていき

ます。Intel ISEF においても、科学研究の成果に加えて 「プレゼンテーション、ビジョン、イノベーション」 が評価されますが、こ

れは科学分野だけではなく 21 世紀に求められる視点としてすべての分野に共通しており、日本の教育においても、育成強

化すべき視点ではないかとの考えが示されました。

※1　ATC21S (Assessment of Teaching of 21 Century Skills) は、OECD と連携し、Cisco、 Intel、 Microsoft とメルボルン
大学、さらに各国政府や研究者が協働して 21 世紀型スキルの具体的評価についての研究・実践を行う官民連携のプロジェクト
です。



「T21」 について ～ 和歌山における共同研究プロジェクト
 
続いて、インテル株式会社 事業開発本部 公共事業統括部 教育事業開発部長 竹元賢治より、

東芝とインテルの共同開発による教育用タブレット式小型ノート PC 「インテル® クラスメイト PC」 の日本版 「CM1

(シーエムワン)」 の商品化

1.

産学官協働によって次世代を担う子供たちの 『21 世紀型スキル』 を育成する体系的な教育改革をめざす 「T21

プロジェクト」

2.

についての紹介がありました。

インテル® クラスメイト PC は、教育用途向け PC として、世界の 60 を超える国々で累計 250 万台以上が出荷されており

(2010 年末実績)、日本でも教育用タブレット PC 「CM1」 として、2010年 7月 1日、株式会社東芝より販売が開始されま

す。手書き学習に対応したタッチスクリーン液晶や耐衝撃性に優れた筐体設計など、これからの 1 人 1 台 PC の ICT 環

境を見据えて、児童・生徒の効果的な学習を実現するさまざまな機能が紹介されました。

2010年 5月から開始された 「T21 プロジェクト」 は、インテル、和歌山県教育委員会、放送大学 中川教授 (ICT 活用・

遠隔教育センター) の産学官協働により、学校における ICT 活用を含めた授業方法を実践的に研究し、実践モデルの確

立をめざすもので、以下の 4 つの事業を展開します。

(1)　『21 世紀型スキル』 育成のための ICT 利活用 "思考支援型" 授業研修の実践

『21 世紀型スキル』 の育成および、児童・生徒が自ら考える力を育てる "思考支援型" 授業実現のため、Intel® Teach

プログラム研修を実施し、教員の指導力の向上をめざします。

(2)　「T21 プロジェクト実行委員会」 設立による指導・評価の実施

中川一史研究室を中心とした 「T21 プロジェクト」 の実行委員会メンバーによる ICT 授業モデルの構築および、授業内容

や教員研修プログラムの実施や指導・評価を行います。

(3)　協力校 4 校間での協働的な学習のための児童 1 人 1 台 PC の ICT 環境整備

インテル® クラスメイト PC を児童へ 1 台ずつ配布し、電子黒板などを活用した授業、(例えばデジタル新聞などの作成) を

通じて、思考力、プレゼンテーション力、コミュニケーション力などの育成をめざします。

(4)　地元 IT 企業との連携による学校 IT サポートの実現

より身近でスピーディーな対応ができる地元企業と連携した IT サポートにより、これまで教員が ICT 機器やシステムの保守

などに要していた負担を軽減し、児童・生徒と関わる時間を確保し、本来教員が担うべき教育活動の充実をめざします。

『21 世紀型スキル』 を育成する教育環境の実現のために、今回のプロジェクトで 「ICT 環境の整備」、「教員の ICT 活用

指導力向上のための研修」、「学校 IT サポートの構築」 の連携による ICT 利活用授業モデルを構築することにより、広範

な教育改革の実現につながる有益な知見が得られると期待されます。

 
授業における ICT スキルの指導と ICT 活用を巡って ～ デジタル教科書の動向と可能性
 
白百合女子大学 文学部 児童文化学科 准教授 神永典郎 氏からは、教育委員会や学校管理職の立場から ICT 活

用と関わってきた中で得られた知見を共有いただきながら、文部科学省の ICT 活用を巡る最新動向から見られる課題につ

いて問題提起いただきました。

「i-Japan 戦略 2015 (内閣・IT 戦略本部)」 の 「新たな IT 戦略工程表」 の教育分野の取り組みとして、デジタル教科

書・教材の普及促進がクローズアップされています。政府のビジョンを受けて、文部科学省でも 「教育の情報化に関する手

引き」 において授業での教員による ICT 活用、児童・生徒による ICT 活用が示され、学校教育の情報化に関する懇談

会で検討された骨子 (案) が 「教育の情報化ビジョン」 として提示されます。ここで謳われているのは、21 世紀にふさわしい

学校と学びの創造、つまり学びの場 (教科指導) における情報通信技術の活用により、子供たち 1 人ひとりの能力や特性

に応じた学び、子供たち同士が教え合い、学び合う協働的な学びの創造です。デジタル教科書・教材を巡っては、その効



 
MMTC 国際フォーラム & シンポジウム 2010 について
 
東京学芸大学の木村先生からは、北京で開催される 「マルチメディア・ティーチング・コンテスト (以下、MMTC) 2010」 につ

いて、情報共有いただきました。MMTC と MMTC 国際シンポジウムは、2005 年度より中国、韓国の協定校などと連携し

て行われ、そこで選抜された各国地域の代表によるシンポジウムを行うことで、互いに ICT 活用授業を紹介し合い交流を

深めてきました。2010 年度の国際フォーラム & シンポジウムでは、各国地域においても Intel® Teach プログラムを活用した

授業実践を共通のテーマに取り上げて各国地域での代表選抜を行う予定であること、お互いに共通の認識を持った東ア

ジア各国の教員同士によって、21 世紀型スキルを見据えた、より活発かつ有意義な情報交流が期待されることについて、

報告いただきました。

国内選抜においては、1) 東京学芸大学・3 市連携 IT コンソーシアム主催の教員研修 (Intel® Teach プログラムを活用)

に参加する教員全員に加え、過年度の研修参加者などにも働きかけ、コンテストの参加者を充実させること、2) 応募者の

中から 1 名を代表として国際シンポジウムに招待し、発表などを行うこと、3) 代表に選出されなかった場合でもポスターセッ

ションへ授業案などを発表すること、4) 国際フォーラム & シンポジウムに参加した教員には、コンソーシアム主催の 「教育

フォーラム 2011」 において、その成果を発表することなど、できるだけ多くの教員同士で情報交流ができるようにするしかけ

が予定されています。「今年度の試みは、まずは 3 市近隣地域の 「21 世紀型教員力」 の質的向上を図るものであり、将

来的には 3 市から全都および全国に向けて変革の輪を推し進めていきたい。」 との展望が語られました。

 
小平市の ICT 活用の現状と課題について
 
東京都小平市立小平第一小学校の藤原裕校長からは、電子黒板をはじめとする多様な ICT 機器が導入され、学校の

ICT 化が進むなかで、実際の学校現場ではどのような課題に直面しているのか、それらの課題に対してどのような対策を講

じているのかについて情報共有いただきました。

教室にさまざまな ICT 機器が導入され、授業で活用されることで、子供たちの学習活動も著しく変化しています。特に教

室への ICT 機器の設置にあたっては、安全かつ使いやすい環境づくりが求められます。実際の教室の写真を用いながら、

導入・活用して分かる、現場ならではのさまざまな課題に対する細やかな工夫を紹介いただきました。各学校の取り組みは

もちろん、教育委員会においても、校務用 PC およびシステムの運用と個人情報保護に関する管理規定の検討委員会

の立ち上げ、グループ研究としての校務の効率化のための調査研究など、現場感覚を重視した、さまざまなフォローアップが

行われていることが報告されました。

果や活用方法がさまざま研究・議論されているところですが、今後いかに短期間で実証研究を行っていくか課題が示されま

した。

アジアにおける Intel® Teach プログラムの動向と日本の課題 ～ Asia ST Summit より ～
 
和歌山市教育委員会 角田佳隆 先生より、2010年 6月に開催されたアジア地域のシニアトレーナーのトレーニング 「ASIA

ST Summit2010」 の参加報告がありました。

ASIA ST Summit2010 は、アジア地域の 16 カ国から、インテルの担当者、各国のプログラム運営機関 (主として国の教育

機関)、プログラムの開発・改訂者、評価者など、約 50 名が集まり、Intel® Teach が提供する新しいプロダクトの伝達ト

レーニングや各国の実施状況の共有によって各国の積極的なロードマップの発展を支援することを目的に開催されました。

Intel® Teach が提供する新しいショートコース・シリーズ 「Intel® Teach Elements」 をはじめとする新しいプログラムやツール

の実践的なトレーニングやよく知られている方法 (BKM's) の共有、また各国での発展的な展開について活発に議論がなさ

れた様子について、デモを交えながら共有いただきました。

今後の日本の教育に求められることとして、グローバル化への対応や基礎基本としてのスキルの育成 (知識 + 思考力・判

断力・表現力など)、課題解決力の育成などが挙げられますが、「アジア各国において国の施策との連携による教育に対す

る投資が盛んに進められる中、日本においてもグローバルを見据えた教育の推進がますます求められている」 トレーニングを

通して実感された問題意識が語られました。



ワークショップ : Intel® Teach Elements -A series of 21st Century Short Courses-
 
ASIA ST Summit2010 で紹介された、Intel® Teach プログラムの最新のショートコース・シリーズ 「Intel® Teach

Elements」 のワークショップを行いました。Intel® Teach Elements は、21 型スキル育成へのさらなる理解を深めるために開

発されたオンライン・トレーニング・コースです。カリキュラム内容や研修の実施形態が進化し、複数コースに拡張されて適用

の幅も広がったことで、ますます多くの教員の、さまざまなニーズに対して、高品質な研修の提供が可能になります。

日本でも 2008 年から、のべ 36 時間の Essential Intel® Teach プログラムの 5 つの視点をそれぞれ 2 時間 ～ 4 時間で

学ぶワークショップを提供していますが、時間的により柔軟性のある研修が求められていることから、 Intel® Teach Elements

を活用した 『オンラインでの個人学習』 と 『集合研修』 の組み合わせの検討、ICT の利活用に長けた教員に対しての 『次

なる発展的研修』 の検討など、さまざまな展開可能性が考えられます。

ワークショップでは、Intel® Teach Elements の 「Project-Based Approaches」 と 「Assessment in 21st Century

Classrooms」 を紹介し、参加者全員で実際にコンテンツを見ながら、このコースを受講することでどのような効果が期待され

るか、どのような対象に適しているかなど、質疑や意見交換しました。

「操作が簡単で、オリエンテーションをしっかり行えば、個人でも十分進めていける」、「実際の授業や児童・生徒の活動の

様子が視覚化されてイメージできるのがよい」、「36 時間の Essential Intel® Teach プログラムの強みである 『参加者同士

の情報共有による学び合い』 の要素をどのように持たせることができるか、SNS などのオンライン・コミュニティーを活用するな

ど、情報共有の機会を設けることが大切」 といった、さまざまな観点からのフィードバックをいただきました。

さらに、和歌山市がめざす 「教育の活性化 : ICT を使いこなす教員の意識改革」 として、教職経験や専門分野別

に、教員の指導力向上のための研修体系をどのように組み立てていくか、従来の教員研修に加えて、教員のキャリアステー

ジに応じた Intel® Teach プログラムを取り入れた研修体系の計画が示されました。特にリーダー教員となる MT (=Master

Teacher) 教員の育成および情報教育担当教員の指導力の向上をはかり、校内の研修体制を充実することで、児童・生

徒の 21 世紀型スキルを育成する教育活動の活性化、ICT を活用した授業の一般化をめざしたいとの抱負が語られまし

た。

人づくりを担う皆様とともに
 
インテル株式会社 事業開発本部 公共・教育事業開発部長 緒方功治より、1) これからの社会を見据えた新しい学力観

への対応、2) 日本の ICT 教育を推進するうえで必要となる政策の観点から、日本の ICT 教育に関する問題意識が共有

されました。

社会におけるさまざまな "変化" が加速する時代において、今まさに 「生きる力」 「21 世紀型スキル」 をいかに育成するか

が問われています。そのような中で、従来の ICT 教育政策には基本的なピースが欠けてはいないか、特に "ICT 教育" に

関するビジョンやマスタープランの策定、国と地方をつなぐ政策執行機関の設置といった基本的な骨格部分は早急に政策

的なデザインがなされなければなりません。

「児童生徒 1 人 1 台情報端末環境を 2020 年に実現」 するために、各省の政策目標では教育における ICT 利活用が

どのように捉えられ、政策レベルで推進されているのか、昨今の政府の ICT 推進施策の動向を振り返り、今後の ICT 教

育政策は 「継続性」 「実現性」 「高品質化」 がより一層大切になることなどをお伝えいたしつつ、今後の取り組みへの意欲

を語りました。


