導入事例
インテルの会議室・教室向け情報共有・協働テクノロジー「Intel Unite® ソリューション」

生徒自身の自由な PC 選択で ICT 教育を促進
BYOD によるマルチ OS 環境下での情報共有・協働を
実現するのはインテルのテクノロジー
先進的な学校現場が実践する生徒 1 人に 1 台の PC 環境。清教学園中・高等学校では、2017 年度から高校入学時に生徒自身の裁量で
自由に PC を購入し、Bring Your Own Device（以下、BYOD）による 1 人 1 台の PC 環境を実現しています。文房具のように生徒個人の
好みに合わせて活用できる BYOD 環境ですが、複数の端末や OS が混在してしまうため、教室のプロジェクターやモニターなどでの画面
共有や協働作業が行いにくいという課題がありました。その課題を解決するため、同校が導入したのが、インテルの会議室・教室向け情
報共有・協働テクノロジー「Intel Unite® ソリューション」です。では、同校が実践する先進的な学びに、インテルの技術はどのように活
用されているのでしょうか。

学校法人清教学園
清教学園中・高等学校
〒586-8585
大阪府河内長野市末広町 623
生徒数：中学校 507 名 高等学校 1,227 名（2018 年 4 月現在）
概要：大阪府河内長野市に校舎を構える、男女共学の中高
一貫校。キリスト教主義を基盤とした自ら考え、調べ、学
び、課題を解決していく新しい学力を獲得する教育を目指

課題

きっかけに、2012 年度から生徒用 iPad* を 50

・生徒 の BYOD 環境下で、複数端末や

台導入しました。いっぽうで、MacBook Air* と

OS 混在での画面提示・共有が難しい

MacBook Pro* もそれぞれ 50 台ずつ導入し、

・グローバル人材育成をさらに推進したい

生徒が自身の目的に応じて端末を利用できる

ソリューション
・
「Intel Unite® ソリューション」

している。目標とする人間像として「神を信じ、誠実に仕え
る」
「真理を学び、賜物を生かす」
「隣人とともに、平和を築
く」を掲げている。特に「一人ひとりの賜物を生かす」こと
を教育理念としており、一人ひとりの生徒に与えられた能力

導入効果
・端末や OS が異なる環境でも、ワイヤレスで
画面共有を実現

環境を構築しました。また 2016 年度からラー
ニングコモンズを新たに設け、その場所で自由
に 使 える 貸 出 端 末 として Chromebook* も

200 台導入しています。
そん な 同 校 が、2017 年 度より高 等 学 校 で

や可能性、持ち味の良さを 100％生かして、自分らしく生き

・アクティブラーニングのさらなる活性化に貢献

スタートさせたのが、BYOD による生徒 1 人

る人を育てていくことに注力してきた。近年では、グローバ

・海外提携校との交流拡張の強力なツール

1 台 の PC 運 用です。もともと iMac* や iPad *、
MacBook Air*、そして MacBook Pro* の利用環境

ルリーダー育成に向けた「SGH（スーパーグローバルハイス
クール）
」アソシエイト校として文部科学省に指定されてお

SGH アソシエイト校として

を提供して貸し出しを行っていた同校ですが、

り、ICT を活用した先進的な学びに取り組んでいる。また、

グローバルな学びを実現する

生徒個人所有の PC を学びに活用しようとした
背景には、同校が以前から導入していた e ポー

高等学校においては端末や OS を指定せずに生徒自身が選
定した PC を学びに活用する BYOD を実施し、生徒 1 人に

清教学園中・高等学校では、教育理念として

つき 1 台の PC 環境を実現している。これらの ICT 環境で、

掲げる「一人ひとりの賜物を生かす」に基づき、

りました。同校では、2015 年度に文部科学省

生徒の個性を尊重した学びや、グローバル人材

より SGH（スーパーグローバルハイスクール）

の育成を進めています。それらの学びを実現

アソシエイト校に選出されており、“グローバ

するため、同校が力を入れているのが 21 世紀

ル時代や教育の多様化を見据え、大学受験だ

型の ICT を活用した新しい教育です。

けに縛られない人間教育を目指す” という方

さらなる協働的な学びを実現するため、同校ではインテル
の会議室・教室向け情報共有・協働テクノロジー「Intel
Unite® ソリューション」の導入を決めた。
http://www.seikyo.ed.jp/

トフォリオ・システム「まなBOX」の存在があ

針を掲げています。その人間教育を実現する

21 世紀型の教育を実現するため、同校では早

インフラとして導入したのが、
「まなBOX」でし

くから ICT 環境の整備に取り組んできました。

た。
「まなBOX」は各種課題や生徒のレポート、

2010 年度に中学校の全教室に電子黒板を整

学習のプロセスや成果物、評価などをクラウド

備し、2014 年度には校内全域の WiFi* 環境を

上に蓄積して、主体的な学びを支援するシステ

構築しました。また、2015 年度には全教職員

ムであり、同校の学びの中で情報共有や意見

に iPad* を貸与するなど、段階的に ICT を活用

交換などに積極的に活用されています。しか

した学びを実践する環境を整えてきました。

し、学校が用意した端末を利用する従来の運
用方法では、この「まなBOX」をフレキシブル

特に注力してきたのが、生徒が学びに使用する
端末の整備です。情報科教室の設備更新を

に活用できないという課題がありました。

「Intel Unite® ソリューションはプロジェクト型学習を実践する上で
重要な価値を担っていくと考えています」
生徒一人ひとりの学びに合わせた

と同じであると考えています。そのため購入費

つけ出したようですね」と田邊氏は話します。

“完全な BYOD” での PC 運用

は家庭に負担してもらい、生徒自身に自分に適

また、今年からインテルが地域の家電量販店と

した PC を選定してもらうべきだと考えました。

協力し、清教学園高等学校の学びために、どの

学校法人 清教学園の理事・総合企画部長 ICT

また、PC は在学中だけでなく、卒業してから

ような PC を購入すべきか、生徒やその保護者

コーディネーターを務める小林直行氏は「貸出

も利用します。だからこそ、生徒一人ひとりの

に店舗でアドバイスする取り組みも実施してい

端末が用意されているのは、情報科教室とラー

ニーズに合った端末を購入してもらうために

ます。生徒が PC に求めるニーズをヒアリング

ニングコモンズに限られていました。そのた

は、学校から機種指定するのではなく、生徒自

しつつ、店員が最適な PC を提案することで、

め、生徒が「まなBOX」をさらに効果的に使う

身が判断して自分の好きな PC を購入してもら

学習 効 率 の向上につなげ ているようです。

ためには、教室を移動する必要があるなど、学

い、学校に持ってきてもらう BYOD スタイルが

2019 年度には、高等学校の全生徒に BYOD に

習記録を蓄積するツールとして十分な活用がで

最適だと考えました」と田邊氏は語ります。

よる 1 人 1 台の PC 環境を提供できる予定です。

ます。
「まなBOX」は本来生徒一人ひとりの学び

OS が混在する PC 環境をシームレスにつなぐ

生徒 1 人 1 台の PC 環境を実現した同校は、次

のプロセスを残したり、学習成果物を蓄積した

Intel Unite® ソリューションで学びを活性化

のステップに踏み出しています。授業において

きていませんでした」と以前の環境を振り返り

りすることで、学習者中心の学習活動と評価活

生徒が主体的・協働的な学びを行うためには、

動をサポートし、学びの質を高めるシステムで

田邊氏が語ったように、同校での端末の機種選

PC で調べたり、グループで話し合ったりしてま

す。すぐに端末を取り出して確認したり、学習

定は生徒の裁量に任されています。そのため、

とめた内容を発表し、さらに学びの内容を深め

情報をアップロードできたりする環境がなけれ

1 つの学級の中で Windows* PC や MacBook*、

ていく必要があります。しかし、前述したよう

ば、その機能を十分に活用できていないと同

Chromebook*、iPad* を 使う生徒 が 混 在し

に同校の ICT 環境は、複数の端末や OS が混

校では考え、生徒 1 人 1 台の PC 環境構築を

ています。端末の管理には、モバイルデバイ

在しており、プロジェクターを用いて画面共有

進めていく決断をしました。

スをクラウドから管 理できるツールであ る

を行う場合でも、それぞれの端末へのケーブル

「MobiConnect」
、
「AirWatch」な ど を 複 数 併 用

の抜き差しや、機種ごとに異なる画面出力端子

清教学園中・高等学校 特任教諭の田邊則彦氏

し、複数の端末や OS が混在する同校の環境

に対応する手間などがあり、なかなかスムーズ

は、同校の ICT 環境整備について次のように

を管理しています。

な画面共有ができていませんでした。各教室
に Apple TV* は設置されていたため、iPad* や

語ります。
「学内の ICT 環境を整備していく中
で、生徒 1 人 1 台の PC を配備していく構想は

「面白いのは、昨年と今年の環境を比較する

MacBook Pro* を使用している生徒はワイヤレ

以前からありました。
「まなBOX」の存在は、そ

と、所持する端末に変化が現れていることです

スでの投映ができていましたが、マルチ OS 環

の構想を後押ししてくれた形です。1 人 1 台の

ね。例えば昨年だと iPad* を選定した生徒が

境下での迅速な画面共有やコラボレーション

PC を整備するにあたっては、
『学校から支給す

多かったのですが、画面サイズが小さく、学習

作業を行うには、さらなる環境整備が必要と考

る貸与端末』
『学校が指定した端末を家庭で購

用の端末として適さないと判断したのか、今年

えていました。

入』など実現する方法が複数あり、教員の間で

からは 2 in 1 Windows* PC に買い換えた生徒

議論を重ねました」

がいました。こだわりを持って MacBook* を

そこで同校が導入を決めたのが、インテルの会

使用している生徒などもおり、授業で活用した

議室・教室向け情報共有・協働テクノロジー

中で、自分なりの学びに適した端末の要件を見

「Intel Unite® ソリューション」です。Intel Unite®

議論の末に決定したのが、BYOD による 1 人 1
台の PC 環境の実現です。多くの学校現場で
は、学校側が購入する端末の機種や OS を指
定し、生徒の家庭が端末の購入費を負担する
形で、自宅でも学校でも端末を学習に活用する
スタイルを BYOD 運用と呼んでいます。しか
し、同校は端末の機種や OS の選択を生徒の
自主性に任せる “完全な BYOD” での運用を選
択し、現在高等学校 1 年生と 2 年生を対象に

1 人 1 台の PC 環境を構築しています。
「学びに使うツールである以上、PC は文房具

学校法人清教学園
清教学園
理事・総合企画部長、ICT コーディネーター

学校法人清教学園
清教学園中・高等学校
特任教諭

小林 直行 氏

田邊 則彦 氏

1. グループ単位のディスカッションでは個人所有の PC で調べながら紙に意見を書き出した
2. プロジェクターに表示された 6 桁の PIN を学級で共有
3. 情報科教室に備え付けられた iMac* に PIN を入力して画面共有を行う
4. 複数台の端末の画面を同時に共有することも可能だ
5. グループでまとめたマンダラートをケーブルレスに表示して発表した

1

3

2

4

ソリューションとは大型のモニターやプロジェ

田邊氏。

５

冒頭で紹介したとおり、清教学園は現在 SGH
アソシエイト校に指定されています。アソシエ

クターなどに、Intel Unite® ソフトウェアを搭載
した専用の小型 PC を接続すれば、Intel Unite®

実際の授業においては、マンダラート（拡散型

イト校は、SGH 事業を踏まえたグローバルリー

クライアント・アプリケーションをインストー

思考ツール）を活用してグループでディスカッ

ダー育成のための教育の開発・実践に取り組

ルした各自の PC やタブレットから PIN（6 桁

ションを行い、その内容を個人の PC から Intel

む高等学校などが文部科学省によって認定さ

の数字コード）を入力するだけで、ケーブルレ

Unite® ソリューションを活用してワイヤレスでプ

れます。しかし、同校ではさらに、グローバル

スで瞬時にモニターに画面を表示したり、各自

ロジェクターから投映して発表するようなプロ

な社会課題を発見・解決し、さまざまな国際

PC にモニター画面を共有したりすることがで

ジェクト型学習（学習者がチームを組み、自分

舞台で活躍できる人材の育成に取り組むべく、

き、情報共有やディスカッション、協働での作

たちで課題を設定して解決していく学習法）

グローバル・スタディーズというカリキュラム

業などを促進できるソリューションです。前述

が、非常にスムーズに行えるようになりました。

の展開を模索しています。
「現在は「情報」や

したようなケーブル管理の煩雑さから解放され

生徒たちは活発に意見を交わしながら、最初は

「総合的な学習の時間」の中で『グローバル・

る点はもちろん、マルチ OS に対応しているた

意見を紙にアウトプットし、最終的な意見はス

スタディーズ』という授業を展開し、世界に通

め、清教学園のような複数の端末や OS が混

プレッドシートに書き込んで、積極的に発表し

用する人材を育てるためのプロジェクト型学習

在する環境でもスムーズに運用できるのです。

ていました。

を進めていますが、この学びをさらに拡大して
いきたい考えです。そして、その学びを実現す

Intel Unite® ソリューションを活用した他校と

また、同校では Intel Unite® ソリューションの画

るためには、BYOD による 1 人 1 台の PC 環境

の交流も視野に画面共有から一歩進んだ学び

面共有にとどまらない強みに着目しています。

は不可欠であり、スムーズな情報共有を行える

を実践する

小林氏は Intel Unite® ソリューションを使いこ

Intel Unite® ソリューションは、さらに深いプロ

なすことで、画面共有だけでなく、テレビ会議

ジェクト型学習を実践する上で重要な価値を

「1 人 1 台の PC 環境を実現したことで、グルー

システムなどと併用し、他校とのコミュニケー

担っていくと考えています」と田邊氏は語りま

プワークで生徒が自分の作業経過などをほか

ションも実践できると考えています。
「ファイル

した。

の生徒に見せて意見交換するようなアクティブ

共有も Intel Unite® ソリューション上でできるた

ラーニングにおいて、ICT を活用しやすくなり

め、協働作業も行いやすくなるでしょう。今後

ました。現在は情報科教室において Intel Unite®

は本格導入を進め、画面共有から一歩進んだ

ソリューションのシステムを試験導入していま

協働的な学びを実現していきたいですね」と語

すが、ほかの教室と比較してアクティブラーニン

ります。

グ がさらに 活 性 化したと感じています」と

新しい会議のカタチ「Intel Unite® ソリューション」
インテルが提供する会議室・教室での情報共有・協働作業を促進するテクノロジー。大型のモニターやプロジェクターなどに、Intel
Unite® ソフトウェアを搭載した専用の小型 PC を接続すれば、社員や教職員・生徒の PC からケーブルレスで画面を表示・共有すること
ができます。各自の PC の画面を大型モニターなどで表示する場合は、モニター画面に表示されている 6 桁の PIN を、Intel Unite® クラ
イアント・アプリケーションに入力し接続します。マルチ OS に対応しているため、清教学園中・高等学校のように Windows* PC や
MacBook*、Chromebook* など、OS が混在した環境でも使用しやすいのも特長です。

清教学園の学習環境での Intel Unite® ソリューション導入イメージ

Intel Unite® クライアント・アプリケーションをインストールした各自の PC やタブレットから PIN（6 桁の数字コード）を入力するだけで、ワ
イヤレスで画面を表示・共有することができる。

Intel Unite® ソリューション機能紹介
・Windows* / Android* / iOS* / Chrome* OS / Linux* / Mac OSX* に対応 ・管理者ポータルで Intel Unite® ソリューション利用状況の確認が可能
・6 桁の数字を入力するだけの簡単接続

・デスクトップ / アプリケーションの画面を共有（同時に最大 4 画面まで）

・256bit SSL による安全な暗号化通信

・拡張ディスプレイ機能

・一時利用 WiFi* 機能により校内 LAN 未接続端末でも利用可能

・ビデオ・プレイバック機能

・プラグインによる機能拡張

・ファイル共有機能（最大 2GB まで）

この文書は情報提供のみを目的としています。この文書は現状のまま提供され、いかなる保証もいたしません。ここにいう保証には、商品適格性、他者の権利の非侵害性、特定目的への適合性、ま
た、あらゆる提案書、仕様書、見本から生じる保証を含みますが、これらに限定されるものではありません。インテルはこの仕様の情報の使用に関する財産権の侵害を含む、いかなる責任も負いま
せん。また、明示されているか否かにかかわらず、また禁反言によるとよらずにかかわらず、いかなる知的財産権のライセンスも許諾するものではありません。
Intel 、インテル、Intel ロゴ、Intel Unite は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。
* その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。

インテル株式会社
〒 100 - 0005 東京都千代田区丸の内 3 -1-1
http://www.intel.co.jp/

©2018 Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。

2018 年 12 月

338564 - 001JA
JPN/1812/ 500/CB/BCG/KT

