
Intel®Teach Elements  プロジェクト型アプローチ 

インテルでは、子どもたちが将来、知識基盤社会の中で活躍できるように、情報・ICT活用力、問題解決力、思考・判断力、
コミュニケーション力といった“21世紀型スキル”を習得することが大切であると考えています。 
Intel® Teach Elements『プロジェクト型アプローチ』は、 ICT を効果的に活用し、児童・生徒が自ら考える力を育てる
“思考支援型”授業を実現するためのプロジェクト型学習について、授業設計や評価、授業運営、21世紀型スキルを育成す
る指導手法への理解を深める、インタラクティブなオンライン研修コースです。 

Intel® Teach Elements 『プロジェクト型アプローチ』とは 

プロジェクト型学習の 
特徴とメリットを学ぶ 

プロジェクト型学習の 
設計の手順を学ぶ 

プロジェクト型学習の 
評価を学ぶ 

プロジェクト型学習の 
授業運営を学ぶ 

プロジェクト型学習の 
多様な指導手法を学ぶ 

M1 M2 M3 

M4 M5 

従来型学習との比較を通して、 
プロジェクト型学習の特徴を理解する。
授業実践に対する課題を確認し、 
コースを通して学びたいこと、 

解決したい課題、考え得る解決策を 
整理する。 

プロジェクト型学習で育成する21世
紀型スキルについて理解する。学習
目標の設定、カリキュラム構成質問
の作成、評価の計画、学習活動の 

設計という4つのステップにそって、 
授業の全体像を構想する。 

プロジェクト型学習の評価方略（評
価の目的、手法、ツール）について
理解する。特に21世紀型スキルの 
評価について考え、自身の授業案に

おける評価計画を検討する。 

学習支援者としての教師の役割を確
認し、プロジェクト型学習の授業運
営（児童・生徒の主体的な自己管理スキ
ルやコラボレーションスキルの育成、テ
クノロジーの活用、リソース管理など）

について考え、授業案の 
詳細を企画する。 

      

児童・生徒の学習意欲を高め、学び
を充実させるための教師の指導手法
（目的に応じた発問、21世紀型スキル
のミニレッスン、ふりかえりの手法な

ど）について考え、授業案の 
詳細を再検討する。 

オンライン研修コースの特徴 

本コースは、プロジェクト型学習にはじめて取り組むエイブ先生が、先輩のマリア先生のアドバイスを聞きながら、プロジェ
クト型学習に対する疑問や課題を解決し、授業を企画していくストーリーにそって進みます。 
●アクションプラン・・・各モジュールで学習した概念を整理し、授業実践に応用するためのアクティビティ。 
             アイデアの記録や授業の企画、授業実践に対する課題や解決策について検討します。  
               *基本とオプションがあり、 オプションのアクティビティまで実施すると授業案の構想が完成する。 

●理解度のチェック・・・クイズや各モジュールのまとめで実施する自己チェックなどで、理解を深めることができます。 

『プロジェクト型アプローチ』は、5つのモジュールで構成されています。各モジュールのオンライン学習で概念や手法を学習した後、 
 アクションプランのアクティビティを通して、学習した概念や手法を実践に適用していきます。 
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プロジェクト型学習の 
特徴とメリットを学ぶ M1 

L1 

・自身のプロジェクト型学習の理解度のチェック 
・従来型学習とプロジェクト型学習を比較し、違いの理解 
・プロジェクト型学習に関連する用語の定義の理解 
（構成主義、探求型学習など） 

プロジェクト型学習の授業への導入 

L2 プロジェクト型学習のメリット 

＜メリット＞ 
・コラボレーションの充実、児童・生徒の学習意欲や思考の高度化スキ 
 ルの向上、主体的な自己管理スキルの発達 
・すべての児童・生徒に対応する効果的な学びの機会 
 
上記メリットを理解したうえで、 
・児童・生徒の現状を踏まえ、プロジェクト型学習の実施における教師 
 の指導ついて検討 

L3 プロジェクト型学習の特徴 

Action Plan 

★プロジェクト型学習について、自 
 身の現在の理解度をチェックする。 
 使用ツール：K-W-L-Hチャート 
 

★プロジェクト型学習の目標設定・    
 考えられる課題を検討する。 

★自身のクラスに置き換えて、 
 プロジェクト型学習のメリットを 
 考える。 
 
★プロジェクト型学習の実施におけ 
 る課題の再検討、L2で学んだ解決 
 策を記録する。 
 

★自身の授業や指導法を評価し、プ 
 ロジェクト型学習を授業に取り入 
 れた場合に起こる変化と課題を確 
 認する。 
 使用ツール：プロジェクト型学習の特徴 
 チェックリスト 

★プロジェクト型学習の課題の再検  
 討、コースから得られた解決策を  
 追記する。 

ふりかえり 

＜特徴＞ 
・学習者と学習支援者の役割の変化（児童・生徒中心型へ） 
・授業構成の要素 
 （学習指導要領に基づく学習目標の設定、21世紀型スキル育成、 
  カリキュラム構成質問、体系的評価、多様な指導方略） 
・実社会とつながる学習（体験的な学び、制作物の発表など） 
 
上記の特徴を理解したうえで、 
・プロジェクト型学習が児童・生徒にもたらす変化について検討 
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プロジェクト型学習の 
設計の手順を学ぶ M2 

L1 

・授業計画の４つのステップの確認 
 （学習目標、カリキュラム構成質問、評価、学習活動） 
・学習指導要領の目標からプロジェクト型学習の授業を構想 

プロジェクト型学習の授業計画 

L2 プロジェクト型学習の学習目標 

・21世紀型スキルの概要 
・効果的な学習目標に求められる要素 
（学習指導要領と連動している、思考の高度化が組み込まれている、21 
 世紀型スキルの育成に焦点があてられている） 

L3 学びを構成する発問体系 

・カリキュラム構成質問の目的と構成の理解 
・カリキュラム構成質問の事例(内容質問、単元質問、本質的質問） 
・カリキュラム構成質問の評価 

Action Plan 

L4 プロジェクト型学習の授業における評価のあり方 

・プロジェクト型学習の評価 
・評価の目的、タイミングと方法 

L5 プロジェクト型学習における学習活動の設計 

・児童生徒中心型の学習活動（活動の種類と満たすべき要件） 
・プロジェクト型学習の活動の構想 

M3で更に詳しく 

M4で更に詳しく 

Action Plan 

★プロジェクト型学習のアイデアを  
 考える。 

★21世紀型スキルについて理解した 
 ことを書きとめ、自身の授業で優 
 先的に育成したいスキルを特定す 
 る。 
 
★自身のプロジェクト型学習におけ 
 る学習目標のアイデアを考える。 

★自身のプロジェクト型学習におけ 
 るカリキュラム構成質問を考える。 

★自身のプロジェクト型学習におけ 
 る評価計画のアウトラインを考え 
 る。 

★自身のプロジェクト型学習におけ 
 る学習活動のアイデアを考える。 
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プロジェクト型学習の 
評価を学ぶ M3 

L1 

・評価の概要 
・評価の手順と目的（ニーズの判断、進捗確認、理解度確認など） 
・ 評価のタイミング、ツールの構想 

プロジェクト型学習の授業における評価方略 

L2 21世紀型スキルの評価の視点 

・コラボレーションの評価 
・主体的な自己管理スキルの評価 
・思考、判断、表現スキルの評価 

L3 21世紀型スキルの評価の計画 

・L1,L2で選択した評価ツールのブラッシュアップ 
・全体の評価計画の作成 

Action Plan 

★自身のプロジェクト型学習の評価 
 の目的を明確にし、サンプルを参 
 考に、自身のプロジェクト型学習 
 用に評価ツールを改訂する。 

★21世紀型スキルを評価するツール 
 サンプルを参考に、自身のプロ 
 ジェクト型学習用に改訂する。 

★自身のプロジェクト型学習の評価 
 計画を作成する。 

L4 プロジェクト型学習の授業における評価の手法 

・ルーブリック評価と採点 
（ルーブリックを採点表として活用するアイデア） 
・グループ活動の採点 
・学習課程の評価、採点 

★ルーブリックによる採点手法を確 
 認する。 
 
★グループ活動における評価手法に 
 ついてまとめる。 
 
★L２で改訂した評価ツールをどのよ  
 うに採点に適用するか考える。 
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プロジェクト型学習の 
授業運営を学ぶ M4 

L1 

・プロジェクト型学習を運営していく上での課題 
・プロジェクト全体の学習活動を考える上での留意点 
 （学習段階に応じた教師の支援、個人、グループ、教師主導の学習活 
  動、地域とのつながり） 
 

プロジェクト型学習の実践に向けて 

L2 プロジェクト型学習の授業運営方略 

●内外のコミュニケーション 
 ・課題や評価基準の伝達、児童・生徒の責任感、主体的な自己管理の 
  促進 
 ・発表やまとめの場面における地域の協力者からのフィードバック 
 
●スケジュール・進捗管理 
 
●コラボレーションスキルの管理 
 ・目的に合わせた、グループの規模・種類（例：ジグソー） 
 ・グループ活動管理の方法（参加促進、ミーティング） 
 
●リソースの運用・管理 
 ・テクノロジー管理（学習目的にそくした準備の工夫） 
 ・ファイル管理 
 ・教材管理（教材の目的、有効性を精査する） 
 ・外部リソースの管理 
 （校外学習、ゲスト講師、web会議など多様なリソース管理） 

L3 プロジェクト型学習の授業実施の詳細計画 

・M4で学んだ授業運営方略を取り入れながら授業の詳細な計画を立てる 

Action Plan 

★自身のプロジェクト型学習の授業  
 計画を作成する上での留意点を確  
 認する。 

★自身の授業に使える発表やまとめ 
 のアイデアを記録する。 

★サンプルを参考に、自身のプロジェ 
 クト型学習の授業案を作成する。 

★自身の授業に使えるスケジュール・進 
 捗管理方略のアイデアを記録する。 

★自身の授業に使えるリソースの運用・ 
 管理アイデアを記録する。 

★自身の授業に使えるコラボレーション 
 スキルの管理方略を記録する。 
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プロジェクト型学習の 
多様な指導手法を学ぶ M5 

L1 

●教師：児童・生徒の意欲、学習効果を高める発問 
 ・対話での質問提起 
 ・発問の目的（好奇心刺激、理解度確認、ふりかえり、メタ認知等） 
 ・時間を与える 
●児童・生徒：学習を深める発問（正当化、明確化など） 
 児童・生徒に発問させるためのミニレッスン 

プロジェクト型学習の授業における発問 

L2 コラボレーションスキルと主体的な自己管理スキルの育成 

・主体的な自己管理のサブスキルの特定 
・コラボレーションサブスキルの特定 
・それぞれのスキル向上のためのミニレッスンを構想 

L3 情報活用スキルの育成 

・情報活用のサブスキル（情報の評価、選定、利用）の特定 
・情報活用スキル向上のためのミニレッスンを構想 

Action Plan 

★自身のプロジェクト型学習の学習 
 段階に合わせた発問の目的を明確 
 にし、実際の発問を構想する。 

★自己管理またはコラボレーション 
 スキル向上のためのミニレッスン 
 案を作成する。 

★自身のプロジェクト型学習で育成 
 したい情報活用スキルを検討する。 
 
★情報活用スキル（サブスキル）を 
 特定し、スキル向上のためのミニ  
 レッスン案を作成する。 

L4 ふりかえり 
★自身のプロジェクト型学習で取り 
 いれたい児童・生徒のふりかえり 
 のアイデアを追記する。 
 
★自身の評価計画を再考し、プロ 
 ジェクト完了時のふりかえりのた 
 めの発問を追記する。 

・ふりかえり（最終段階だけでなく日常的に行う）についての理解 
・ふりかえりのガイドライン（目的、方法、タイミング） 
・ふりかえりのスキル育成（ふりかえりの姿勢、批判的思考スキル） 


