
イルで導入しているため、端末の購入費は各生

徒の家庭が負担しています。「ノートなどの文房

具と同じ学習用品ですので、個人所有・個人負

担で運用しています」と田原氏は話します。

学校内には学習に使用するWiFi* 環境も整備

されていますが、現在、2 in 1 Windows* PC が

導入されているのは前述したとおり、中学校 3

年生と高等学校 1年生だけです。そのため、

どの学年でもWiFi* 環境を有効に活用できる

ように、生徒個人が所有するスマートフォンを

WiFi*に接続して、授業の調べ学習などを行う

ことも許可しています。「本来の BYOD 運用が

自然に実現できるようになった形ですね」と田

原氏は笑みを浮かべます。

この環境をさらに学びに活用していくため、

2019 年度には中学校 1年生から高等学校 2

年生まで、BYODによる1人1台の PC 環境を

整える方針です。

職員会議のペーパーレス化実現のため

Intel Unite® ソリューションを導入

円滑に進んでいるように見える修道中学校・

修道高等学校の ICT 活用ですが、過去には課

題も生じていました。同校の ICT 活用を推進

している中学教頭 美術科教諭 藏下一成氏は

「2015 年度に 2 in 1 Windows* PCにリプレー

スした際、会議システムも同時に導入して、段

階的にペーパーレスを推進していきました。し

かし、当時導入した会議システムが使いにくく、

多くの教員は従来の紙ベースの会議を選択し

ていたのです」と振り返ります。

それまで導入されていた会議システムでは、会

議に必要な資料を PDF 化し、教職員用の共有

サーバーから会議システム用のサーバーにコ

ピーする必要がありました。また会議室を設定

して参加メンバーを招待するなど、事前準備に

時間や工数を必要としていたのです。「印刷室

で資料を印刷する手間は減りましたが、代わり

の工数が増えてしまった形ですね」と藏下氏は

苦笑します。

そこで同校が導入を検討したのが、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。Intel Unite® 

ソリューションとは、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、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やタブレットからケー

ブルレスでモニターに画面を表示し、情報共有

やディスカッション、協働での作業などを促進

できるソリューションです。現在、インテルを

はじめとした多くの企業で会議の準備時間を

大幅に短縮し、また効率的な会議が運用でき

る仕組みとして、積極的に活用されています。

実際に Intel Unite® ソリューションを使用して

職員会議を行った藏下氏は、次のようにメリッ

トを語ります。「事前準備の必要がないのがと

てもよいですね。資料を専用のサーバーにアッ

プロードしておかなくてもいいので、会議中に

『あの資料ある？』と聞かれたときでも自身の

PC から資料を表示でき、フレキシブルな会議

を実現できます。またほかの教職員が自分の

PC から資料を表示する場合でも、クライアン

ト・アプリケーションさえインストールしてお

けば、あとはプロジェクターで投映された 6 桁

の PIN の入力だけでワイヤレスに接続できるた

め、切り替えも簡単です」

また藏下氏は、現在は試験導入段階であるが、

今後はまず、職員会議に Intel Unite® ソリュー

ションのシステムを本格的に導入し、積極的な

活用を進めていく方針だとも話しています。

田原氏は「Intel Unite® ソリューションを導入し

て、ペーパーレス会議をスムーズにできるよう

になったことで、資料の中身を吟味した会議が

できるようになったと感じています。スムーズ

な資料表示が可能なので、その資料を見なが

ら、発言内容を深掘りすることも実現していま

す。従来の紙ベースの職員会議は資料を配っ

て説明する時間が長く、なかなか本質的な議

論ができないと感じていましたが、その課題が

解消できていますね」と話します。

学びの共通インフラとして Intel Unite® ソ

リューションを活用生徒間の考えを瞬時に共有

して学びに生かす

Intel Unite® ソリューションを授業で活用する動

きも始まっています。前述したように、修道中

学 校・修 道高等学 校では BYOD による

Windows* PC の導入を進めており、学びに

ICT 機器を活用する環境が整っています。同

校の ICT 活用の特徴として、学年ごとに使用す

る ICT ツールが異なっており、生徒の好みに応

じた多様なコミュニケーション・ツールや ICT

教材を活用した学びを推進しています。同校

の ICT 環境整備、および構築を担当している

友田孔平氏は「スマートフォンのアプリもそう

ですが、インストールしても使わなかったり、

逆に使ってみると面白かったりと、ツールは

使ってみないと分からない部分が多いです。

強制されると使わなくなってしまうので、共通

インフラとなる ICTツールは極力少なくしつつ、

生徒の自主性にまかせたツールの取捨選択が

必要になると感じています」と話します。

この共通インフラとして、同校では Intel Unite® 

ソリューションを導入していく考えです。前述

したように、Intel Unite® ソリューションは即時

に自身の端末画面をケーブルレスで表示でき、

コミュニケーションの円滑化につなげられま

す。これは生徒の学びにおいても大きな効果

を発揮できるのです。藏下氏は「従来、生徒と

教員や生徒同士が授業内で即時にコミュニ

ケーションを取ることはなかなか難しい状況で

した」と課題を話します。

例えば、生徒に授業の内容をもとにレポートを

書いて提出してもらい、その内容を学級内で共

有しようと思っても、教員が内容を確認したり

紹介するレポートをピックアップしたりする時

間が必要になるため、共有できるのは 1週間

後の授業になります。1週間も時間を置いて

しまうと、生徒はその内容に興味を失ってしま

い、ほかの生徒のレポートの報告を聞いてもそ

の内容を深掘りして考えることにつながらない

のだといいます。

しかし、Intel Unite® ソリューションであれば、

瞬時に生徒の考えをプロジェクターで表示でき

るため、学級内でリアルタイムに共有できま

す。「隣の人がこんな考えを持っているのかとい

う新鮮な驚きが得られたり、新たな価値観を取

り入れたりすることで、学びも深まります。次

にこういった学習がしたいといったやる気にも

つながります」と藏下氏は Intel Unite® ソリュー

ションを学習で利用するメリットを語ります。

表示に遅延が発生しがちな絵画も

リアルタイムに表示・共有が可能に

実際に藏下氏が担当する 5 年生（高等学校 2

年生）のクラスで、Intel Unite® ソリューションを

活用した美術の授業を実施しました。3つの絵

画作品を鑑賞し、それらの作品に共通する特徴

を生徒たちが発表しながら学びを深めていく

VTS（ビジュアル・シンキング・ストラテジー）

と知識構成型ジグソー法を組み合わせたアク

ティブラーニングを行い、その学びの中で藏下

氏による教材提示や、生徒がグループで学習し

ている際のモニタリング、そして発表に Intel 

Unite® ソリューションが用いられました。

生徒たちはそれぞれ 3つの絵画を鑑賞した共

通点を発表し、資料を読み込んで、19 世紀に

ヨーロッパで流行した日本趣味「ジャポニズ

ム」に影響を受けた印象派の画家という共通

点を導き出しました。また「これらジャポニズ

ムの美術展示の企画を考えるとしたら？」とい

う創造的テーマに対し、自らの企画を提案・発

表しました。絵画などの画像コンテンツはワイ

ヤレスで表示すると、遅延が発生しがちです

が、Intel Unite® ソリューションはほとんど遅延

が発生せず、スムーズなアクティブラーニング

が実現できるなど、学びに使用するメリットが

非常に大きいことも、授業実践により体感でき

たようです。さらに生徒たちは、PIN を入力す

る接続方法にとまどうことなく、学びのツール

としてスムーズに使用できていました。

藏下氏の授業以外でも、アクティブラーニング

は実践されています。「アクティブラーニングは

受験に向いていないという声もありますが、私

は最も適していると考えています。当校ではア

クティブラーニングを実践することで、進学実

績をさらに向上させようとしています。生徒自

身で調べて、自分でプレゼンテーションをする

アクティブラーニングは、単なる暗記学習と

違って頭から逃げない、血肉となった知識とし

て生徒に身につきます。オンライン英会話な

どのツールも利用して外国人と1対 1で話す

など、社会に出てからも通用する学力を、ICT

を通して身につけています。分からないことは

調べていくツールが手元にあることは、生徒の

主体性、自発性をさらに伸ばしていくことにも

つながっていくでしょう」と田原氏は話します。

主体性を育む修道中学校・修道高等学校の学

びにおいて、ICT を活用した教育は非常に相性

がよく、リーダー教育を実践するための重要な

インフラになっているといえます。

今後も授業内での活用をはじめ、Intel Unite® 

ソリューションを核にした ICT 活用を修道中学

校・修道高等学校では積極的に推進していく

方針です。

ソリューション

・「Intel Unite® ソリューション」

フレキシブルな学びを実現する ICT が
生徒と教員の “自主性”を育てる

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」

生徒の自主性を育てる学びを

BYODによる ICT 活用で実現

学校法人修道学園が運営する修道中学校・修

道高等学校は、広島藩時代に創始された「講

学所」に起源を持つ私立の中高一貫校です。

建学の精神として掲げる「道を修めた有為な人

材の育成」を実現するため、特にリーダー教育

に力を入れており、自主的に動ける人材の育成

を推進しています。

修道中学校・修道高等学校 校長 田原俊典氏

は、生徒の自主性を育てる学びについて次のよ

うに話します。「自主性は勝手に育っていくもの

ではありません。例えば当校では 6 年間、生

徒の学びをサポートできますので、低学年（中

学校 1、2 年）では、規則に基づいて “型にはめ

た”指導をします。型の中でどう動けばよいか

考えながら行動することで、自分のやり方がで

きてきます。そこから型のない、自由な学校生

活に中学年以上（中学校 3 年以上）で切り替え

ることで、作り上げた自分のやり方が生きるよ

うになり、自主的に行動する人材、有為な人材

として行動できるようになるのです」

自主性の育成を進めるため、同校では ICT 活

用も推進しています。最初に着手したのは校

務の ICT化でした。「生徒たちはスマートフォン

など ICT に囲まれた社会の中で生活していま

す。その世代に追いつくためには、教員が ICT

を使いこなせなければいけません」と田原氏は

その背景を語ります。

そこで修道中学校・修道高等学校では、2010

年度から教職員1人に 1台のノートブックPC

を整備しました。また、朝の連絡事項はすべて

グループウェアで伝えるようにするなど、教員が

日常的に ICT機器を活用する環境も整えました。

2015 年度には教職員用の端末を 2 in 1 

Windows* PC にリプレースしました。従来の

端末では授業でプロジェクターなどに接続して

教材を投映する際に、持ち運びづらく、端末を

手に持って机間巡視をするような授業が行いに

くかったためです。2 in 1 PC を導入したことで

授業もよりスピーディーに、深掘りした学びを

実現できるようになったのです。

生徒の学習環境にも ICT 機器の整備を進めて

います。2017 年度に生徒の共用 PCとして、

Chromebook* を導入し、授業内での学習や発

表に活用しました。2018 年度には、中学校 3

年生と高等学校 1年生に 2 in 1 Windows* PC

を BYODで導入し、1人1台で端末を使用して

学ぶ環境を整えました。

生徒個人の端末を学びに活用する BYODスタ

学校法人修道学園
修道中学校・修道高等学校

〒730-0055
広島県広島市中区南千田西町 8-1

生徒数：1,720 名（2018 年度）

概要：広島県広島市中区に校舎を構える私立の中高一貫校。

1725（享保 10）年、広島藩主浅野吉長が白島稽古屋敷の

一部に「講学所」を創始したことを起源としている。その創

始当時に示された「学問は自分の身を修めるもの」という

教学の精神は、現在も建学の精神「道を修めた有為な人材

の育成」として、同校の教育の柱になっている。この建学

の精神を実現するため、リーダー教育に注力している同校

は、自主的に動ける人材を育成するために ICT 教育に取り

組んでいる。今回、教職員の職員会議円滑化と生徒のアク

ティブラーニング実現のため、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。

https://www.shudo-h.ed.jp/

「道を修めた有為な人材の育成」を建学の精神として掲げる、修道中学校・修道高等学校。同校では自主性のある人材の育成を目指し、ICT 教育に積極

的に取り組んでいます。また教職員の自主的な発言を促すべく、会議の改革に取り組んでいましたが、従来導入していた会議システムでは準備に時間

や工数がかかるという課題がありました。そこで、この課題を解決すべく導入を決めたのが、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、自主性のある人材の育成のために、Intel Unite® ソリューションはどのような効果があるのでしょうか。

課題

・職員会議のペーパーレス化が進まない

・既存の会議システムが使いにくい

・アクティブラーニングを実践しにくい

導入効果

・フレキシブルな会議を実現できるようになった

・資料をベースとした本質的な会議につながった

・絵画などのコンテンツもスムーズに表示できる

   ようになった

・学び合いで学力が向上した



イルで導入しているため、端末の購入費は各生

徒の家庭が負担しています。「ノートなどの文房

具と同じ学習用品ですので、個人所有・個人負

担で運用しています」と田原氏は話します。

学校内には学習に使用するWiFi* 環境も整備

されていますが、現在、2 in 1 Windows* PC が

導入されているのは前述したとおり、中学校 3

年生と高等学校 1年生だけです。そのため、

どの学年でもWiFi* 環境を有効に活用できる

ように、生徒個人が所有するスマートフォンを

WiFi*に接続して、授業の調べ学習などを行う

ことも許可しています。「本来の BYOD 運用が

自然に実現できるようになった形ですね」と田

原氏は笑みを浮かべます。

この環境をさらに学びに活用していくため、

2019 年度には中学校 1年生から高等学校 2

年生まで、BYODによる1人1台の PC 環境を

整える方針です。

職員会議のペーパーレス化実現のため

Intel Unite® ソリューションを導入

円滑に進んでいるように見える修道中学校・

修道高等学校の ICT 活用ですが、過去には課

題も生じていました。同校の ICT 活用を推進

している中学教頭 美術科教諭 藏下一成氏は

「2015 年度に 2 in 1 Windows* PCにリプレー

スした際、会議システムも同時に導入して、段

階的にペーパーレスを推進していきました。し

かし、当時導入した会議システムが使いにくく、

多くの教員は従来の紙ベースの会議を選択し

ていたのです」と振り返ります。

それまで導入されていた会議システムでは、会

議に必要な資料を PDF 化し、教職員用の共有

サーバーから会議システム用のサーバーにコ

ピーする必要がありました。また会議室を設定

して参加メンバーを招待するなど、事前準備に

時間や工数を必要としていたのです。「印刷室

で資料を印刷する手間は減りましたが、代わり

の工数が増えてしまった形ですね」と藏下氏は

苦笑します。

そこで同校が導入を検討したのが、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。Intel Unite® 

ソリューションとは、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、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やタブレットからケー

ブルレスでモニターに画面を表示し、情報共有

やディスカッション、協働での作業などを促進

できるソリューションです。現在、インテルを

はじめとした多くの企業で会議の準備時間を

大幅に短縮し、また効率的な会議が運用でき

る仕組みとして、積極的に活用されています。

実際に Intel Unite® ソリューションを使用して

職員会議を行った藏下氏は、次のようにメリッ

トを語ります。「事前準備の必要がないのがと

てもよいですね。資料を専用のサーバーにアッ

プロードしておかなくてもいいので、会議中に

『あの資料ある？』と聞かれたときでも自身の

PC から資料を表示でき、フレキシブルな会議

を実現できます。またほかの教職員が自分の

PC から資料を表示する場合でも、クライアン

ト・アプリケーションさえインストールしてお

けば、あとはプロジェクターで投映された 6 桁

の PIN の入力だけでワイヤレスに接続できるた

め、切り替えも簡単です」

また藏下氏は、現在は試験導入段階であるが、

今後はまず、職員会議に Intel Unite® ソリュー

ションのシステムを本格的に導入し、積極的な

活用を進めていく方針だとも話しています。

田原氏は「Intel Unite® ソリューションを導入し

て、ペーパーレス会議をスムーズにできるよう

になったことで、資料の中身を吟味した会議が

できるようになったと感じています。スムーズ

な資料表示が可能なので、その資料を見なが

ら、発言内容を深掘りすることも実現していま

す。従来の紙ベースの職員会議は資料を配っ

て説明する時間が長く、なかなか本質的な議

論ができないと感じていましたが、その課題が

解消できていますね」と話します。

学びの共通インフラとして Intel Unite® ソ

リューションを活用生徒間の考えを瞬時に共有

して学びに生かす

Intel Unite® ソリューションを授業で活用する動

きも始まっています。前述したように、修道中

学 校・修 道高等学 校では BYOD による

Windows* PC の導入を進めており、学びに

ICT 機器を活用する環境が整っています。同

校の ICT 活用の特徴として、学年ごとに使用す

る ICT ツールが異なっており、生徒の好みに応

じた多様なコミュニケーション・ツールや ICT

教材を活用した学びを推進しています。同校

の ICT 環境整備、および構築を担当している

友田孔平氏は「スマートフォンのアプリもそう

ですが、インストールしても使わなかったり、

Intel Unite® ソリューションを使用して職員会議を行うことで
フレキシブルで本質的な議論が可能になりました。

逆に使ってみると面白かったりと、ツールは

使ってみないと分からない部分が多いです。

強制されると使わなくなってしまうので、共通

インフラとなる ICTツールは極力少なくしつつ、

生徒の自主性にまかせたツールの取捨選択が

必要になると感じています」と話します。

この共通インフラとして、同校では Intel Unite® 

ソリューションを導入していく考えです。前述

したように、Intel Unite® ソリューションは即時

に自身の端末画面をケーブルレスで表示でき、

コミュニケーションの円滑化につなげられま

す。これは生徒の学びにおいても大きな効果

を発揮できるのです。藏下氏は「従来、生徒と

教員や生徒同士が授業内で即時にコミュニ

ケーションを取ることはなかなか難しい状況で

した」と課題を話します。

例えば、生徒に授業の内容をもとにレポートを

書いて提出してもらい、その内容を学級内で共

有しようと思っても、教員が内容を確認したり

紹介するレポートをピックアップしたりする時

間が必要になるため、共有できるのは 1週間

後の授業になります。1週間も時間を置いて

しまうと、生徒はその内容に興味を失ってしま

い、ほかの生徒のレポートの報告を聞いてもそ

の内容を深掘りして考えることにつながらない

のだといいます。

しかし、Intel Unite® ソリューションであれば、

瞬時に生徒の考えをプロジェクターで表示でき

るため、学級内でリアルタイムに共有できま

す。「隣の人がこんな考えを持っているのかとい

う新鮮な驚きが得られたり、新たな価値観を取

り入れたりすることで、学びも深まります。次

にこういった学習がしたいといったやる気にも

つながります」と藏下氏は Intel Unite® ソリュー

ションを学習で利用するメリットを語ります。

表示に遅延が発生しがちな絵画も

リアルタイムに表示・共有が可能に

実際に藏下氏が担当する 5 年生（高等学校 2

年生）のクラスで、Intel Unite® ソリューションを

活用した美術の授業を実施しました。3つの絵

画作品を鑑賞し、それらの作品に共通する特徴

を生徒たちが発表しながら学びを深めていく

VTS（ビジュアル・シンキング・ストラテジー）

と知識構成型ジグソー法を組み合わせたアク

ティブラーニングを行い、その学びの中で藏下

氏による教材提示や、生徒がグループで学習し

ている際のモニタリング、そして発表に Intel 

Unite® ソリューションが用いられました。

生徒たちはそれぞれ 3つの絵画を鑑賞した共

通点を発表し、資料を読み込んで、19 世紀に

ヨーロッパで流行した日本趣味「ジャポニズ

ム」に影響を受けた印象派の画家という共通

点を導き出しました。また「これらジャポニズ

ムの美術展示の企画を考えるとしたら？」とい

う創造的テーマに対し、自らの企画を提案・発

表しました。絵画などの画像コンテンツはワイ

ヤレスで表示すると、遅延が発生しがちです

が、Intel Unite® ソリューションはほとんど遅延

が発生せず、スムーズなアクティブラーニング

が実現できるなど、学びに使用するメリットが

非常に大きいことも、授業実践により体感でき

たようです。さらに生徒たちは、PIN を入力す

る接続方法にとまどうことなく、学びのツール

としてスムーズに使用できていました。

藏下氏の授業以外でも、アクティブラーニング

は実践されています。「アクティブラーニングは

受験に向いていないという声もありますが、私

は最も適していると考えています。当校ではア

クティブラーニングを実践することで、進学実

績をさらに向上させようとしています。生徒自

身で調べて、自分でプレゼンテーションをする

アクティブラーニングは、単なる暗記学習と

違って頭から逃げない、血肉となった知識とし

て生徒に身につきます。オンライン英会話な

どのツールも利用して外国人と1対 1で話す

など、社会に出てからも通用する学力を、ICT

を通して身につけています。分からないことは

調べていくツールが手元にあることは、生徒の

主体性、自発性をさらに伸ばしていくことにも

つながっていくでしょう」と田原氏は話します。

主体性を育む修道中学校・修道高等学校の学

びにおいて、ICT を活用した教育は非常に相性

がよく、リーダー教育を実践するための重要な

インフラになっているといえます。

今後も授業内での活用をはじめ、Intel Unite® 

ソリューションを核にした ICT 活用を修道中学

校・修道高等学校では積極的に推進していく

方針です。

修道中学校・修道高等学校
中学教頭 美術科教諭

藏下 一成 氏

修道中学校・修道高等学校
校長

田原 俊典 氏

修道中学校・修道高等学校

友田 孔平 氏

生徒の自主性を育てる学びを

BYODによる ICT 活用で実現

学校法人修道学園が運営する修道中学校・修

道高等学校は、広島藩時代に創始された「講

学所」に起源を持つ私立の中高一貫校です。

建学の精神として掲げる「道を修めた有為な人

材の育成」を実現するため、特にリーダー教育

に力を入れており、自主的に動ける人材の育成

を推進しています。

修道中学校・修道高等学校 校長 田原俊典氏

は、生徒の自主性を育てる学びについて次のよ

うに話します。「自主性は勝手に育っていくもの

ではありません。例えば当校では 6 年間、生

徒の学びをサポートできますので、低学年（中

学校 1、2 年）では、規則に基づいて “型にはめ

た”指導をします。型の中でどう動けばよいか

考えながら行動することで、自分のやり方がで

きてきます。そこから型のない、自由な学校生

活に中学年以上（中学校 3 年以上）で切り替え

ることで、作り上げた自分のやり方が生きるよ

うになり、自主的に行動する人材、有為な人材

として行動できるようになるのです」

自主性の育成を進めるため、同校では ICT 活

用も推進しています。最初に着手したのは校

務の ICT化でした。「生徒たちはスマートフォン

など ICT に囲まれた社会の中で生活していま

す。その世代に追いつくためには、教員が ICT

を使いこなせなければいけません」と田原氏は

その背景を語ります。

そこで修道中学校・修道高等学校では、2010

年度から教職員1人に 1台のノートブックPC

を整備しました。また、朝の連絡事項はすべて

グループウェアで伝えるようにするなど、教員が

日常的に ICT機器を活用する環境も整えました。

2015 年度には教職員用の端末を 2 in 1 

Windows* PC にリプレースしました。従来の

端末では授業でプロジェクターなどに接続して

教材を投映する際に、持ち運びづらく、端末を

手に持って机間巡視をするような授業が行いに

くかったためです。2 in 1 PC を導入したことで

授業もよりスピーディーに、深掘りした学びを

実現できるようになったのです。

生徒の学習環境にも ICT 機器の整備を進めて

います。2017 年度に生徒の共用 PCとして、

Chromebook* を導入し、授業内での学習や発

表に活用しました。2018 年度には、中学校 3

年生と高等学校 1年生に 2 in 1 Windows* PC

を BYODで導入し、1人1台で端末を使用して

学ぶ環境を整えました。

生徒個人の端末を学びに活用する BYODスタ



イルで導入しているため、端末の購入費は各生

徒の家庭が負担しています。「ノートなどの文房

具と同じ学習用品ですので、個人所有・個人負

担で運用しています」と田原氏は話します。

学校内には学習に使用するWiFi* 環境も整備

されていますが、現在、2 in 1 Windows* PC が

導入されているのは前述したとおり、中学校 3

年生と高等学校 1年生だけです。そのため、

どの学年でもWiFi* 環境を有効に活用できる

ように、生徒個人が所有するスマートフォンを

WiFi*に接続して、授業の調べ学習などを行う

ことも許可しています。「本来の BYOD 運用が

自然に実現できるようになった形ですね」と田

原氏は笑みを浮かべます。

この環境をさらに学びに活用していくため、

2019 年度には中学校 1年生から高等学校 2

年生まで、BYODによる1人1台の PC 環境を

整える方針です。

職員会議のペーパーレス化実現のため

Intel Unite® ソリューションを導入

円滑に進んでいるように見える修道中学校・

修道高等学校の ICT 活用ですが、過去には課

題も生じていました。同校の ICT 活用を推進

している中学教頭 美術科教諭 藏下一成氏は

「2015 年度に 2 in 1 Windows* PCにリプレー

スした際、会議システムも同時に導入して、段

階的にペーパーレスを推進していきました。し

かし、当時導入した会議システムが使いにくく、

多くの教員は従来の紙ベースの会議を選択し

ていたのです」と振り返ります。

それまで導入されていた会議システムでは、会

議に必要な資料を PDF 化し、教職員用の共有

サーバーから会議システム用のサーバーにコ

ピーする必要がありました。また会議室を設定

して参加メンバーを招待するなど、事前準備に

時間や工数を必要としていたのです。「印刷室

で資料を印刷する手間は減りましたが、代わり

の工数が増えてしまった形ですね」と藏下氏は

苦笑します。

そこで同校が導入を検討したのが、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。Intel Unite® 

ソリューションとは、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、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やタブレットからケー

ブルレスでモニターに画面を表示し、情報共有

やディスカッション、協働での作業などを促進

できるソリューションです。現在、インテルを

はじめとした多くの企業で会議の準備時間を

大幅に短縮し、また効率的な会議が運用でき

る仕組みとして、積極的に活用されています。

実際に Intel Unite® ソリューションを使用して

職員会議を行った藏下氏は、次のようにメリッ

トを語ります。「事前準備の必要がないのがと

てもよいですね。資料を専用のサーバーにアッ

プロードしておかなくてもいいので、会議中に

『あの資料ある？』と聞かれたときでも自身の

PC から資料を表示でき、フレキシブルな会議

を実現できます。またほかの教職員が自分の

PC から資料を表示する場合でも、クライアン

ト・アプリケーションさえインストールしてお

けば、あとはプロジェクターで投映された 6 桁

の PIN の入力だけでワイヤレスに接続できるた

め、切り替えも簡単です」

また藏下氏は、現在は試験導入段階であるが、

今後はまず、職員会議に Intel Unite® ソリュー

ションのシステムを本格的に導入し、積極的な

活用を進めていく方針だとも話しています。

田原氏は「Intel Unite® ソリューションを導入し

て、ペーパーレス会議をスムーズにできるよう

になったことで、資料の中身を吟味した会議が

できるようになったと感じています。スムーズ

な資料表示が可能なので、その資料を見なが

ら、発言内容を深掘りすることも実現していま

す。従来の紙ベースの職員会議は資料を配っ

て説明する時間が長く、なかなか本質的な議

論ができないと感じていましたが、その課題が

解消できていますね」と話します。

学びの共通インフラとして Intel Unite® ソ

リューションを活用生徒間の考えを瞬時に共有

して学びに生かす

Intel Unite® ソリューションを授業で活用する動

きも始まっています。前述したように、修道中

学 校・修 道高等学 校では BYOD による

Windows* PC の導入を進めており、学びに

ICT 機器を活用する環境が整っています。同

校の ICT 活用の特徴として、学年ごとに使用す

る ICT ツールが異なっており、生徒の好みに応

じた多様なコミュニケーション・ツールや ICT

教材を活用した学びを推進しています。同校

の ICT 環境整備、および構築を担当している

友田孔平氏は「スマートフォンのアプリもそう

ですが、インストールしても使わなかったり、

生徒間の考えを瞬時に共有することで
新たな価値観が生まれ、学びも深まります。

逆に使ってみると面白かったりと、ツールは

使ってみないと分からない部分が多いです。

強制されると使わなくなってしまうので、共通

インフラとなる ICTツールは極力少なくしつつ、

生徒の自主性にまかせたツールの取捨選択が

必要になると感じています」と話します。

この共通インフラとして、同校では Intel Unite® 

ソリューションを導入していく考えです。前述

したように、Intel Unite® ソリューションは即時

に自身の端末画面をケーブルレスで表示でき、

コミュニケーションの円滑化につなげられま

す。これは生徒の学びにおいても大きな効果

を発揮できるのです。藏下氏は「従来、生徒と

教員や生徒同士が授業内で即時にコミュニ

ケーションを取ることはなかなか難しい状況で

した」と課題を話します。

例えば、生徒に授業の内容をもとにレポートを

書いて提出してもらい、その内容を学級内で共

有しようと思っても、教員が内容を確認したり

紹介するレポートをピックアップしたりする時

間が必要になるため、共有できるのは 1週間

後の授業になります。1週間も時間を置いて

しまうと、生徒はその内容に興味を失ってしま

い、ほかの生徒のレポートの報告を聞いてもそ

の内容を深掘りして考えることにつながらない

のだといいます。

しかし、Intel Unite® ソリューションであれば、

瞬時に生徒の考えをプロジェクターで表示でき

るため、学級内でリアルタイムに共有できま

す。「隣の人がこんな考えを持っているのかとい

う新鮮な驚きが得られたり、新たな価値観を取

り入れたりすることで、学びも深まります。次

にこういった学習がしたいといったやる気にも

つながります」と藏下氏は Intel Unite® ソリュー

ションを学習で利用するメリットを語ります。

表示に遅延が発生しがちな絵画も

リアルタイムに表示・共有が可能に

実際に藏下氏が担当する 5 年生（高等学校 2

年生）のクラスで、Intel Unite® ソリューションを

活用した美術の授業を実施しました。3つの絵

画作品を鑑賞し、それらの作品に共通する特徴

を生徒たちが発表しながら学びを深めていく

VTS（ビジュアル・シンキング・ストラテジー）

と知識構成型ジグソー法を組み合わせたアク

ティブラーニングを行い、その学びの中で藏下

氏による教材提示や、生徒がグループで学習し

ている際のモニタリング、そして発表に Intel 

Unite® ソリューションが用いられました。

生徒たちはそれぞれ 3つの絵画を鑑賞した共

通点を発表し、資料を読み込んで、19 世紀に

ヨーロッパで流行した日本趣味「ジャポニズ

ム」に影響を受けた印象派の画家という共通

点を導き出しました。また「これらジャポニズ

ムの美術展示の企画を考えるとしたら？」とい

う創造的テーマに対し、自らの企画を提案・発

表しました。絵画などの画像コンテンツはワイ

ヤレスで表示すると、遅延が発生しがちです

が、Intel Unite® ソリューションはほとんど遅延

が発生せず、スムーズなアクティブラーニング

が実現できるなど、学びに使用するメリットが

非常に大きいことも、授業実践により体感でき

たようです。さらに生徒たちは、PIN を入力す

る接続方法にとまどうことなく、学びのツール

としてスムーズに使用できていました。

藏下氏の授業以外でも、アクティブラーニング

は実践されています。「アクティブラーニングは

受験に向いていないという声もありますが、私

は最も適していると考えています。当校ではア

クティブラーニングを実践することで、進学実

績をさらに向上させようとしています。生徒自

身で調べて、自分でプレゼンテーションをする

アクティブラーニングは、単なる暗記学習と

違って頭から逃げない、血肉となった知識とし

て生徒に身につきます。オンライン英会話な

どのツールも利用して外国人と1対 1で話す

など、社会に出てからも通用する学力を、ICT

を通して身につけています。分からないことは

調べていくツールが手元にあることは、生徒の

主体性、自発性をさらに伸ばしていくことにも

つながっていくでしょう」と田原氏は話します。

主体性を育む修道中学校・修道高等学校の学

びにおいて、ICT を活用した教育は非常に相性

がよく、リーダー教育を実践するための重要な

インフラになっているといえます。

今後も授業内での活用をはじめ、Intel Unite® 

ソリューションを核にした ICT 活用を修道中学

校・修道高等学校では積極的に推進していく

方針です。

ワイヤレスに絵画作品を共有して VTS を実現 生徒個人のスマートフォンも学びに活用する 表示に遅延が発生しやすい画像コンテンツもスムーズに表示できた

Intel Unite®ソフトウェアを搭載した専用の小型 PCを教室に1台設置 6 桁の PINを入力するだけでプロジェクターに投映でき、学習に使いやすい

生徒の自主性を育てる学びを

BYODによる ICT 活用で実現

学校法人修道学園が運営する修道中学校・修

道高等学校は、広島藩時代に創始された「講

学所」に起源を持つ私立の中高一貫校です。

建学の精神として掲げる「道を修めた有為な人

材の育成」を実現するため、特にリーダー教育

に力を入れており、自主的に動ける人材の育成

を推進しています。

修道中学校・修道高等学校 校長 田原俊典氏

は、生徒の自主性を育てる学びについて次のよ

うに話します。「自主性は勝手に育っていくもの

ではありません。例えば当校では 6 年間、生

徒の学びをサポートできますので、低学年（中

学校 1、2 年）では、規則に基づいて “型にはめ

た”指導をします。型の中でどう動けばよいか

考えながら行動することで、自分のやり方がで

きてきます。そこから型のない、自由な学校生

活に中学年以上（中学校 3 年以上）で切り替え

ることで、作り上げた自分のやり方が生きるよ

うになり、自主的に行動する人材、有為な人材

として行動できるようになるのです」

自主性の育成を進めるため、同校では ICT 活

用も推進しています。最初に着手したのは校

務の ICT化でした。「生徒たちはスマートフォン

など ICT に囲まれた社会の中で生活していま

す。その世代に追いつくためには、教員が ICT

を使いこなせなければいけません」と田原氏は

その背景を語ります。

そこで修道中学校・修道高等学校では、2010

年度から教職員1人に 1台のノートブックPC

を整備しました。また、朝の連絡事項はすべて

グループウェアで伝えるようにするなど、教員が

日常的に ICT機器を活用する環境も整えました。

2015 年度には教職員用の端末を 2 in 1 

Windows* PC にリプレースしました。従来の

端末では授業でプロジェクターなどに接続して

教材を投映する際に、持ち運びづらく、端末を

手に持って机間巡視をするような授業が行いに

くかったためです。2 in 1 PC を導入したことで

授業もよりスピーディーに、深掘りした学びを

実現できるようになったのです。

生徒の学習環境にも ICT 機器の整備を進めて

います。2017 年度に生徒の共用 PCとして、

Chromebook* を導入し、授業内での学習や発

表に活用しました。2018 年度には、中学校 3

年生と高等学校 1年生に 2 in 1 Windows* PC

を BYODで導入し、1人1台で端末を使用して

学ぶ環境を整えました。

生徒個人の端末を学びに活用する BYODスタ
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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。最大 4 画面までの同時表示に対応しており、リアルタイムの情報共有や協働作業もス

ムーズに行えます。マルチ OS に対応しているため、修道中学校・修道高等学校のように Windows* PC や 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。

新しい会議のカタチ「Intel Unite® ソリューション」
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生徒の学習環境での Intel Unite®ソリューションのシステム図

職員会議での
Intel Unite®ソリューションのシステム図

Intel Unite® ソリューションでワイヤレスに生徒用端末をプロジェク

ターと接続し、発表者ごとの切り替えをフレキシブルに実現する。

Intel Unite® ソリューションでワイヤレスに教職員用端末をモニター

と接続する。 Intel Unite®クライアント・アプリケーションでファイル

共有すれば、画面共有だけでなく各教員の端末に同一のファイルを

配信できる。

・Windows* /  Android* / iOS* /Chrome* OS / Linux*/ 

   Mac OSX*に対応

・6 桁の数字を入力するだけの簡単接続

・256bit SSLによる安全な暗号化通信

・一時利用WiFi* 機能により校内 LAN未接続端末でも利用可能

・プラグインによる機能拡張

・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

・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）

・拡張ディスプレイ機能

・ビデオ・プレイバック機能

・ファイル共有機能（最大 2GBまで）

Intel Unite® ソリューション
機能紹介




