
東京学芸大学 教育インキュベーションセンター長／教授
金子嘉宏

GIGAスクール構想によって
教育にはどのような変化が起きるのか？
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先端教育人材育成推進機構 教育者研修プラットフォーム開発ユニット ユニット長

専門分野 ： 社会心理学、教育支援協働学

研究テーマ ： 遊びと学び ・ 学びに関する社会システム ・ STEAM

プロフィール ： 一般社団法人東京学芸大Explayground推進機構事務局長、一般社団法人
STEAM Japan理事、一般社団法人教育支援人材認証協会理事、NPO法人東京学芸大こども未
来研究所理事、日本教育支援協働学会理事を兼任。
こども、教育関連の企業（通信教育・遊園地・おもちゃ屋）に勤めながら、「遊び」についての産学共
同研究を数多く実践。現職にて、企業と大学、学校をつなぐ協働の推進、新しい「学びの場」の研究
開発、普及に取り組んでいる。





新しい公教育の創造・社会実装

産官学民こども協働のプラットフォーム構築

包括提携

●多様な「好き」「面白い」が社会実装へとつながる産官学民こどもが協働できる
プラットフォーム

●新しい学びの場のモデル＝「未来の学びの場」の実験場、
「未来の学びの場」を社会実装、普及していくしていく拠点

一般社団法人を設立、Explayground事業を推進

プラットフォーム上の活動を支援

Explayground とは



EXPLAYGROUNDが推進している２つの大きなプログラム

公教育をアップデートする

HIVE 
PROJECT



EXPLAYGROUNDが推進している２つの大きなプログラム

現状の公教育を
変革していく
プロセス

新しい
学びと教育の姿
を提案し

変革していく

HIVE 
PROJECT



HIVE PROJECTとは？

１、多様な「好き」「面白い」が社会実装へとつながっていく
産官学民こどもが協働するラボのプラットフォーム

２、新しい学びの場のモデル化のための「未来の学びの場」の実験場であり、
「未来の学びの場」を社会実装、普及していくしていく拠点

多様な参加者が、自分の「好き」、「面白い」、「課題」を持ち込み、共感者とラボを形成し、
夢中になって、創造的な研究開発をした結果、成果が社会に実装され、社会を変えていく。
そんなラボを支援するプラットフォームとしてのExplayground

「１」のプラットフォームを新しい学びの場として実践し、社会実装し、普及していく。
東京学芸大学のExplaygroundはその第１号の実験場であり、今後の拠点となる。



参加者

〈参加〉
市民、小中高生、
大学生、教員、
大学職員、行政、
企業 etc…

参加者が公教育に関
わる多様なテーマに
沿って「ラボ」を形
成し、研究開発が起
動する。（成果にコ
ミットしない）

スタートアップ
フィールド

アクセラレーション
フィールド

オーケストレーション
フィールド

「ラボ」が進化し、
一定の成果目標を明
確にした「プロジェ
クト」として研究開
発、社会実装が起動
する。

より大きな成果目標
を目指し「プロジェ
クト」を複数組み合
わせ、大きな社会的
なインパクトを与え
る「プログラム」と
して起動する。

産官学民こどもが協働できるプラットフォームとしてのExplayground

https://explayground.com/

https://explayground.com/


Green Tech Engineer ラボ

● 「森を遊び尽くす」がテーマ

● 付属小金井中の生徒が数十名登録

● 毎週放課後に CLTcombo で木工に取り組んでいる

→ 中学校で自分たちが使うスノコを制作

→ 大学附属図書館からベンチを「受注生産」

● 東久留米の森(学芸大所有)の活用も検討中

→ 今期は中学生と竹やぶの間伐作業を実施



HIVE
（Community）

刺激 共有
おしゃ
べり

Remote
Lab

Remote
Lab

Remote
Lab

Remote
Lab

コミュニティと分散型の学びのネットワーク

熟考

ネットワーク型学校



【金文ラボ】

【GREEN TECH ENGINEER】

【いごこチーム】

【変人類学研究所】

【授業研究ラボIMPULS】

In Our Community We Desgin It With Us， Not Someone Design It For Users. 

好
き
に

挑
む

中心はなく、複雑に多様に絡まり、常に他のコミュニティとの辺境を歩き回る

「好き」駆動型学びコミュニティ



この指とまれ型 大学公開講座 Explayhub

https://explayground.com/event

https://explayground.com/event


PROJECT BASED ARCHITECTURE

BIESSE
の設置

必要な建物を必要になったときに
自分たちでつくる。



EXPLAYGROUNDが推進している２つの大きなプログラム

現状の公教育を
変革していく
プロセス

新しい
学びと教育の姿
を提案し

変革していく

HIVE 
PROJECT



「学び」そのものだけでなく、学校というシステムを変えていく

10年後の学校を3年後には実装する

外部からでなく、産官学民がワンチームとなって、内部から変えていく



プロジェクトの特徴

【舞台」

東京学芸大学附属竹早幼稚園舎・小学校・中学校
岩手県山田町立船越小学校・山田中学校
岡山県津山市立西小学校・東中学校
福島県矢祭町教育委員会・宮崎県延岡市教育委員会

【チーム】

株式会社アールナイン・株式会社あしたの寺子屋・株式会社アフロ・株式会社
いま-みらい塾・株式会社内田洋行・株式会社エナジード・株式会社NDH・
NTTスマートコネクト株式会社・学校法人大原幼稚園・株式会社Kakedas・
株式会社学研教育みらい・株式会社カモマン・コクヨ株式会社・株式会社コド
モン・一般社団法人コペルニク・ジャパン・株式会社JMC・ジブラルタ生命保険
株式会社・一般社団法人JAPAN EDUCATION LAB・授業研究グローバル
サービス・ソニーマーケティング株式会社・tanQ株式会社・NPO法人Teach 
For Japan・株式会社出島プランニング・NPO法人東京学芸大こども未来研
究所・一般社団法人東京学芸大Explayground推進機構・凸版印刷株式会
社・株式会社ナディア・日本電気株式会社・株式会社日本能率協会マネジメン
トセンター・株式会社NOLTYプランナーズ・株式会社博報堂・株式会社バンダ
イ・東日本電信電話株式会社・Pico Technology Japan株式会社・華為技
術日本株式会社・株式会社FIREBUG・株式会社Five for・株式会社fust・
株式会社ポプラ社・Mistletoe Japan合同会社・一般社団法人三菱みらい
育成財団・株式会社未来の学校教育・一般社団法人未来の先生フォーラム・ラ
イフイズテック株式会社・株式会社リクルートマーケティングパートナーズ（45
社 202２年３月現在）＋大学生／高校生・岩手県山田町教育委員会・岡山県
津山市教育委員会・福島県矢祭町教育委員会・宮崎県延岡市教育委員会

特徴１ ： コレクティブインパクト 特徴２ ： 「好き」駆動型プロジェクト
大人
も



チームごとの方向性 ①

チーム 先導的な教育内容 人・環境・制度の整備
TEAM 
VR/ARを
学びに活かそう。

授業での活用において、準備や運用への
ハードルを克服することを土台として、イン
フラ化するためのシステムづくりから始めた
い。
一人一台を前提にせずとも、やってみたい教
材があればチャレンジしていきたい。
各教科でVRだからこそできる、やりたいも
のを再度収集したい。
次年度は、ARの分野にも手を伸ばしたいの
と、小学生での実践研究を積み重ねたい。

【問題】ＶＲを学校教育に導入する障壁が高い。
→技術的な障壁
・機材の扱いにくさ
・子どもの学びのブラックボックス化
・導入するための予算の問題
→教育効果に関する障壁
・学習内容に適したコンテンツの欠如
・限定的な条件下でのみの教育効果

【方向性】公教育へのVRの導入モデルの提示
→最適化した設備導入モデル
→導入しやすい学習内容の授業実践モデル
→多様な教科の専門の教員による可能性の検討

TEAM 
GIGAスクール時代の
学習環境を考えよう。

同様に、成果を生み出していく。環境づくり
や実践を更新していく。「音」の環境をバー
ジョンアップしていく。実践をしていただく
先生のつながりを増やす（チーム外との連
携）

【問題】全員がデバイスを持つようになったが教室のDXが進んでいない。
【方向性】公教育に普及可能な教室モデルの提示
→普通教室
→特別教室
→SUGOI部屋

TEAM 
GIGAスクール時代の
教育データの活用法を考えよう。

いくつかの実践を発表したが、デジタル
ポートフォリオを活用している先生方は多
いため、活用事例をあつめて、検証の質を
上げる。

【問題】全員がデバイスを持つようになったが学習データの収集、管理、
分析、活用方法が確立されていない。
→児童生徒が活用可能なデジタルデータの記録方法が確立されてい

ない。
→対話や記述などのデータの分析と活用方法が確立されていない。

【方向性】学習のデジタルデータの記録方法と分析、活用方法のモデル
提示
→ポートフォリオのモデル提示
→対話・記述のデータの分析方法、活用方法のモデル提示



チームごとの方向性 ②

チーム 先導的な教育内容 人・環境・制度の整備

TEAM
GIGAスクール時代の探究的な
学びを考えよう。

子どもの主体的な学びがより深まるよ
うな活動のあり方を，理論的，実践的双
方の面から追究していきたい。ICT機
器の活用場面とその教育的効果をより
具体的に検証したい。

【問題】探究的な学びが同じ学校、同一学年の中では展開したり、深まったりし
ずらい
【方向性】他地域、他学年、大人を交えた探究的な授業実践のモデル提示
→山田町でのワーケーションと竹早との連携での授業実践のモデル提示
→竹早中と竹早小の連携での授業実践のモデル提示

TEAM
未来の学校図書館
をつくろう。

読み物教材が入っているYomokka！
だけでなく、調べ学習にも活用できる
sagasokka!を活用した実践も可能な
のでやっていきたい。

【問題】全員がデバイスを持つようになった状況での学校図書館のあり方が確
立していない
→授業との連携のありかた
→図書館独自の価値創造

【方向性】GIGAスクール時代の学校図書館の環境と運営のモデルの提示
→GIGAスクール時代の図書館の環境のモデル
→知の蓄積と交流の場としての図書館の価値の創出

TEAM
ゲーミフィケーションで
学びにワクワクを。

今年度取り組んだゲームを活用した授
業の導入を更に実践を重ねることで、
「誰でもできるゲーミフィケーション」を
示すことができるようにする。実践より、
ゲームを授業で活用する際の最低限の
要件及び避けなければならない陥りや
すい授業展開等を中心にまとめていく
ことで、横展開がしやすいようにする。

【問題】ゲーミフィケーションの導入が普及していかない
→教材、授業実践モデルとも不足している
→教育効果を含め周知できていない

【方向性】ゲーミフィケーションを実践する仲間を増やす
→教材、授業モデル開発をしてくれる仲間を増やす



チームごとの方向性 ③

チーム 先導的な教育内容 人・環境・制度の整備

TEAM
誰にとっても
居心地のいい学びの場を。

今年度の提案授業を素材に議論したような、
居心地の良い集団を生み出すための要素を、
教科学習の中からも抽出し、そこから見えたポ
イントを重視した提案授業を公開する。

【問題】学校が不登校となっている児童生徒への学習の担保ができてい
ない
【方向性】学校ができる不登校になっている児童生徒への学習支援のモ
デルの提示

【問題】学校において児童生徒の今のWell-beingが実現に対しての視
点が確立していない
【方向性】学校における児童生徒のWell-beingの可視化と実現の手法
の検討

→学校環境
→メンタルの可視化とセルフメンタルコントロールの可能性の検討

TEAM
子どもたちの興味が
輝く学びの場に

＊小学校：音楽の授業に限らず「探究」に焦点
を当てた実践を計画する
→教師でない大人と関わる場の設定（今年度
未達成）
＊中学校：キャリアコンサルタントの関わりの
効果を活かしたキャリア教育の実践を検討す
る
＊共通：教師ではない大人が子どもたちに関
わることの意味を明らかにする

【問題】探究学習の個性化において教員一人で30名以上の児童生徒の
学習支援をするのが難しい
【方向性】探究学習における教員以外の大人の関わり方のモデルの提示

→何を、どのようにするのか？
→どのように教員以外に参画してもらうのか？

【問題】小中高におけるキャリア教育の誰が、何を、どのようにが確立して
いない
【方向性】キャリアコンサルと協働して小中高におけるキャリア教育の実
践モデルと提示する



チームごとの方向性 ④

チーム 先導的な教育内容 人・環境・制度の整備
TEAM
皆で支え
取り残さない学びを。

オンライン教材との連携した授
業の効果、課題を明らかにする

【問題】中学卒業時までにおおむねの基礎学力を全員が習得することができていない
→学校での一斉授業以外の教育の方法が確立していない

【方向性】全員の基礎学力習得の担保の社会全体でのシステムのモデルを提示する
→学校ではなにをするのか？
→学校では基礎学力が習得できなかった児童生徒にどのように教育を提供するのか

TEAM
先生たちが
もっと輝く学校に。

企業と連携・協働することで、こ
れまで学校になかった発想で、
教育活動を共創する。そのため
のコワーキングスペースの運用
について検証する。

【問題】学校内共創空間のモデルが確立できていない
【方向性】公立学校でも実現可能な学校内共創空間と運営のモデルの提示



GIGAスクール構想により実現されたことは？

１人１台端末と、
高速大容量の通信ネットワークを

一体的に整備



どこまで進んだ？

朝日新聞
https://www.asahi.com/articles/ASQ8062BQQ80UTIL01J.html https://edtechzine.jp/article/detail/8083

EdTechZine

1人1台は配備完了 ／ 活用度合いには学校間格差



この次は？

「１人１台端末と、
高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備」

の次は？



現状の教室



昔の教室

https://d-archive.u-gakugei.ac.jp/item/e-41-45-old1 https://d-archive.u-gakugei.ac.jp/item/i-11-0012

1933年1月 理科室19５９年1月 教育実習

https://d-archive.u-gakugei.ac.jp/item/e-41-45-old1
https://d-archive.u-gakugei.ac.jp/item/i-11-0012


この次は？

１人１台端末と、
高速大容量の通信ネットワークを

一体的に整備
の次は？

1人1台端末を持つ時代の
教室は？



文部科学省が描く未来の学校空間イメージ

※「新しい時代の学びを実現する学校施設の在り方について」中間報告（文科省）



表題 未来の学校プロジェクト 学校と企業の協働による “SUGOI部屋“ 協創と活用の取り組み

未来の教室環境＆普及可能なパッケージを目指す
教員、企業と教育委員会がワンチームとなり、Society5.0に向けた学校シ

ステムづくりをする「未来の学校みんなで創ろう。プロジェクト」が東京
学芸大学竹早地区の附属幼稚園・小学校・中学校で進められている。学校
環境のオープン化と企業とのコラボレーションによって構想がすぐに実践
できるのがこのプロジェクトの新規性と強みと言える。「学校像」の抜本
的な改革を目指す数々の挑戦的プロジェクトの取り組みの１つが“SUGOI
部屋“の開発です。学習環境・空間づくりのプロ「内田洋行」。最先端テ
クノロジー企業「ソニー」。GIGAスクール時代の通信を支える「NTT東日

本」との協創で、１０年先の教室環境の先行研究と普及可能な環境の開発
を目指します。

情報活用のための“最先端”かつ“使いやすい環境”をつくる

“SUGOI部屋“一番の特長は壁を埋めつくす巨大スクリーン。圧倒的な情報

量を活かしたオンライン授業では、農家さんとの交流を通してフードロス問
題に迫り、人権が脅かされている子どもたちが通うタイの学校との交流では
経済問題に迫りました。また、GIGAスクール端末を活用し、子どもたちの考

えを画面いっぱいに表示して共有する事も可能。最先端の環境を使いながら、
投影装置や音響設備、使用するソフト等の使い勝手を企業にフィードバック
し、随時アップデートする事で、最先端かつ使いやすい環境での授業提案が
続けられています。

農家さんとのオンライン授業

情報共有ソフトの活用



既存の教室の変化

東京学芸大学附属竹早小学校 幸阪創平教諭学級（小学校1年生）



この次は？

１人１台端末と、
高速大容量の通信ネットワークの

活用促進
の次は？

どんなシーンで活用して
どんなシーンで活用しないか

見極める



学習指導要領の改訂の方向性



何を学ぶか

学習内容については各教科
等で育む資質・能力を明確
化するとは書いてあるが、
学習内容を変えるというこ
とではない。



GIGAスクール構想で求められているのは

「学習内容」の変更ではない

何を学ぶか



どのように学ぶか？

知識の量を削減せず、質の高い理解を図
るための学習過程の質的改善

効率化
個人に最適化した時間の使い方

実体験の代替体験

便利な情報検索

個人に最適化した教材の選択

多様なコミュニケーション



効率化により失われるもの

主体的・対話的で深い学び

効率化との矛盾
学び方を効率化するということと

学びを深めることの矛盾

わかりやすくすることと
真にわかることの矛盾

ICTを活用しつつ、この矛盾をを解きほぐしつつ、
主体的・対話的で深い学びを実現していく必要がある



学びを深めるためのICTの活用

1人1台タブレットがあるんだから、大きな掲示装置はいらないのでは？

一人一人が見たいところを詳細に見る！

https://www.ntt-west.co.jp/brand/newnormal/miraiaquarium/

NTT西日本 みらい水族館

共視する！ 東京学芸大学附属竹早小学校

東京学芸大学附属竹早中学校



思考刺激 刺激 刺激

B

学びを深めるためのICTの活用

ICTを使うとみんなで意見を共有しやすくていい？

対話とは刺激と思考の繰り返し

A

昆虫の足は何本かな？

思考

カブトムシは6本！

C

クモは8本！

B

思考

クモは昆虫？

思考



学びを深めるためのICTの活用

ICTを使うとみんなで意見を共有しやすくていい？

思考のプロセスを見ることなく、

みんなの最終意見を全員で共有して、

刺激と思考の繰り返しは起きるだろうか？



学びを深めるためのICTの活用

ICTを使うとみんなで意見を共有しやすくていい？

対話をするときは
スマホを見ないで、
相手の顔を見て！



学びを深めるためのICTの活用

ICTを使うとみんなで意見を共有しやすくていい？

他の人の意見を共有して、自分
の考えを一人一人が深める時
に活用する。

自分の意見を違うものに注意
を向けさせる。



学びを深めるためのICTの活用

パワポ掲示の罠

固定された正解を
ページ毎に細切れに見せる

板書

プロセスをやって見せながら
その時間の学びを一覧でふりかえれる



学びを深めるためのICTの活用

ICTを使うと調べ学習が進む？

昆虫の足は
何本？

既にある正解を見つけさせたいのであれば
ネットは使わないほうがいいのでは？

限定的な資料を渡して思考させることのほ
うが大切なのでは？

もしくは、この「問い」を起点に、子ども達か
ら自分なりの「問い」を引き出す。



学びを深めるためのICTの活用

ICTを使うと調べ学習が進む？

昆虫の多様性を維持するには
どうしたら

よいだろうか？
正解がない「問い」に対してはネットを使った
ほうがよい。

ネット上にも正解はない。

ネットにある個別の解に辿り着くための探
究・思考の材料がネットでは集められる。

https://www.gizmodo.jp/2022/12/chatgpt-how-to-use-openai-ai-elon-musk.html

チャットGPTの衝撃

https://www.gizmodo.jp/2022/12/chatgpt-how-to-use-openai-ai-elon-musk.html
https://chat.openai.com/chat


距離と時間をつぶせる
多様な経験
多様な出会い

ICTやデジタルテクノジーの特徴とその活用方法

豊富なデータ・考える材料
を見つけられる

探究や思考が深まる

「つくる」ことの大衆化
「つくる」を通しての学び

プロトタイピング

学習デジタルデータの
生成

ふりかえり、分析、
メタ認知



距離と時間をつぶせる
多様な経験
多様な出会い

ICTやデジタルテクノジーの特徴とその活用方法

現場・本場・本物



ICTやデジタルテクノジーの特徴とその活用方法

豊富なデータ・考える材料
を見つけられる

探究や思考が深まる

https://jpsearch.go.jp/

研究者と同じ検索が可能



ICTやデジタルテクノジーの特徴とその活用方法

「つくる」ことの大衆化
「つくる」を通しての学び

プロトタイピング

商品レベルのものが創れるデジタルでの創造活動

https://drive.google.com/file/d/16HzaKFepn3LR7S2oRqQZVSGx9ugmFey5/view


ICTやデジタルテクノジーの特徴とその活用方法

学習デジタルデータの
生成

ふりかえり、分析、
メタ認知

Mental-Fit

いつでも振り返れる ／ データサイエンス

スポッタ

https://www.mental-fit.co.jp/

https://jorte.com/spotta/cards/625f3a15de356b1f273e5d17


データ駆動型教育

子ども達の記述や対話をAIが
評価するのはまだ難しい

先生方の評価を分析することは
可能。
そこから生徒への次の指導のヒ
ントが見いだせるのでは？



何ができるようになるか？

教科教育で育成しようとしてきた資質・能力は
ICTが導入されたからといって
大きく変わるわけではない



何ができるようになるか？

ICTそのものに関する知識・技能
ICTを活用するための知識・技能

ICTの活用が進むSociety5.0 時代に面白く生きるためならでは見方・考え方

ICTを活用して学びを社会に生かそうとする



何ができるようになるか？に対応した学習内容

ICTそのものに関する知識・技能 ICTを活用するための知識・技能

ICTの活用が進むSociety5.0 時代に豊かに生きるためならでは見方・考え方

何を、どのように学べば、上記が達成できるのか？
これまでの学習内容には含まれていない内容

プログラミング、データサイエンス
STEAM教育

ICTを活用して学びを社会に生かそうとする

美術、技術、家庭科には
あまりテクノロジーは入ってきていない

コンピュータサイエンスは？



この次は？ まとめ

１人１台端末と、
高速大容量の通信ネットワークを

一体的に整備
の次は？

1人1台端末を持つ時代の
教室は？

どんなシーンで活用して
どんなシーンで活用しないか

見極める

ICTの活用と非活用をハイブリッド化する必要がある。
IＣＴが活用しやすい特別教室は必須。

一方、普通教室ではＩＣＴ非活用にも対応しておく必要がある。



教科教育を中心に
教員の授業で

子ども達が深めていく。

コンテンツの獲得とコンピテンシーの育成の両立

※学力をあげるのであれば、
教員の授業力を高めることが最も効果的

個別最適な学び

主体的・対話的で深い学び

探究学習



日本の学力

https://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_soc_kyoiku20191203j-01-w410
JIJI.COM



日本の学力

https://resemom.jp/article/2019/12/04/53677.html#:~:text=%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E5%BE%97%E7%82%B9%E3%81%AF%E3%80%81%E8%AA%AD%E8%A7%A3,%E3%81%A75%E4%BD
%8D%E3%81%A0%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%80%82

ReseMom



教科教育を中心に
教員の授業で

子ども達が深めていく。

コンテンツの獲得とコンピテンシーの育成の両立

※学力をあげるのであれば、
教員の授業力を高めることが最も効果的

個別最適な学び

主体的・対話的で深い学び

探究学習



教員の授業力をあげることとICTの導入は関係あるのか？

ICTを導入して
授業をフルモデルチェンジする必要はなく
授業をマイナーチェンジしていく程度でよい。

ICTは
教員がよい授業をするための
限定的な一手段でしかない。



ICTにより大きな変化がうまれるのは？

僻地教育（ 教員の専門性の向上 ）

探究的な学び／STEAM教育 （ 学びの個性化 ）

学びに困難性のある児童生徒（ 指導の個別化 ）



教科における専門性を
持った教員を
十分に配置できない。

教員の専門性を育成する
仕組みが
構築しずらい

児童生徒数が少なく
対話的で探究的な学びが
成立しにくい

教育大学の
附属学校等と
ICTにより
教室ごと
つなげる

附属学校の
教科教育の授業を
遠隔で同時に受ける。

教員同士が
定期的に交流し、
授業研究等を行っていく。

附属学校の児童生徒との
対話的な探究的な学びを
オンラインで実践する。

※附属学校は地域とのつながりが弱く、同様の価値観を持った児童生徒の集団である傾
向が強いので、附属学校側の児童生徒にとっても対話的で探究的な学びが深まる。

教育の困難性
先導的な教育の
実践校

ICTで僻地校と大学の附属学校をつなぐ



ICTの導入による学びの困難性の解消

指導の個別化、学び方の個別化によるインクルーシブ教育の実現

学校に来なくてもオンラインで学校とつなぐことでの学びの担保

安価で提供されるＡＩドリル



距離と時間をつぶせる
多様な経験
多様な出会い

ICTやデジタルテクノジーによる探究的な学び／STEAM教育の深化

豊富なデータ・考える材料
を見つけられる

探究や思考が深まる

「つくる」ことの大衆化
「つくる」を通しての学び

プロトタイピング

学習デジタルデータの
生成

ふりかえり、分析、
メタ認知



学びの個性化に教員一人で対応できるだろうか？

学びの個性化

主体的・対話的で
深い学び

STEAM教育① 自分のありたい姿を構想

③ あるべき姿≒（社会のあるべき姿）の設定

④ 問題（あるべき姿と現実のギャップ）の特定

⑤ 問題の原因の特定

⑥ 課題の設定

⑦ 課題の解決

② 自分達のありたい姿を構想

【問題解決のプロセス】

探究学習
指導と評価の一体化

先生一人で、子どもの学びをファシリテートしていけるだろうか？



公教育と主体的な学び

興
味
あ
る

役に立つ

役に立たない

興
味
な
い

主
体
的
な
学
び

教育を通して
行われる
学び

（公教育）



公教育から主体的な学びへの接続

興
味
あ
る

役に立つ

役に立たない

興
味
な
い

教育を通して
行われる
学び

（公教育）

も
っ
と
学
び
た
い

も
っ
と
学
び
た
い

も
っ
と
学
び
た
い

主
体
的
な
学
び



学びの個性化

も
っ
と
や
り
た
い
！

も
っ
と
学
び
た
い
！

教科教育 総合

探究的な
学び

STEAM
活動

学
び
の
個
性
化



教科教育を中心に
教員の授業で

子ども達が深めていく。

子どもの学びを
最大限優先しながら

地域の大人も一緒に学ぶ
「チーム 学び」
（学びの個性化）

※学力をあげるのであれば、
教員の授業力を高めることが最も効果的

学びの個性化と協働的な学び、さらに、探究的な学びを実現するために



親子で登校
（大人一人での登校もあり）

朝の
おしゃべり

子どもは
選択授業 ランチの

おしゃべり大人は仕事
（たまに授業）

教員の授業

異年齢チーム
（大人もこどもも）

によるラボ活動
（大人は仕事も可）

ラボ活動の記録
アフタヌーン
おしゃべり

親子で下校
（大人は残って仕事もあり）

教員は自分の研究とラボサポート
（チーム内、チーム同士で相互サポートできるようになるとよい）

Night Lab

Share School

ポストコミュニティスクール「Share School」



子どもの教育のための
社会から隔離された場所

知の交流の場（地域全員の学びの場）
地域全員の共創空間

地域が他地域と共創するための拠点

地域の一部の人と教員と保護者による
共同学校運営

（論者が学校運営に参加する）

地域全員が参加する学びのコモンズ
（学習者が学校を自ら運営する）

【学校】

【コミュニティスクール】 【Share School】

学校を「学びのコモンズ」化することにより
「学びの個性化」を実現



社会から隔離された
一人の教師と児童生徒の関係のみの教育

多様な大人と子どもが
学び合い、教え合う

（チーム制、学びの個性化、協働的な学び）

社会から隔離された
一人の教師と児童生徒の関係のみの教育

多地域とつながり
発展していく学び

【学び】

【学び】

学校を「学びのコモンズ」化することにより
「学びの個性化」を実現



SHARE SCHOOL実現に向けて学校が持っているポテンシャル

〇学校区という単位のコミュニティの中心

〇誰もが通える（場所、交通手段）

〇多様な実践が可能な設備
グラウンド、プール、体育館、実験室、工作室、音楽室、調理室、図書館、放送室、講堂、ランチルーム、保健室、
畑、森、30人単位の教室

〇学びをサポートする教師の存在

〇コーディネーターの存在

〇こどもの持つクリエイティビティによる創発



教室

図工室

音楽室

家庭科室

体育館・プール・校庭

保健室

放送室

校庭

図書館

遠隔授業対応

デジタルファブリケーションの導入

デジタル機材等の導入

デジタル機材等の導入

デジタルセンサー等の導入

デジタル機材等の導入

配信機材等の配信

テクノロジーを活用した畑・森林化

学習成果のデジタルアーカイブ

地域の遠隔会議室

地域の最先端ファブラボ

地域の最先端スタジオ

地域の最先端のキッチンスタジオ

地域の最先端フィットネスクラブ

地域の予防医療の拠点

地域の最先端配信スタジオ

地域の最先端の農業・憩いの場

地域の成果物のデジタルアーカイブ

学校のDX推進 ＝ 地域の学びのコモンズのDX推進



体育館・プール・校庭
デジタルセンサー等の

導入
地域の最先端

フィットネスクラブ

保健室
デジタル機材等の

導入
地域の予防医療の

拠点

図書館
学習成果の

デジタルアーカイブ
地域の成果物の
デジタルアーカイブ

学びの記録 Eポートフォリオ
地域の学びの

デジタルアーカイブ

学校の学びのコモンズ化とDX推進とによる地域全体のデータ収集と蓄積

子ども達の
データ

地域全体の
データ

健康データの
収集と蓄積

地域の人材データ
「好き」データの
収集と蓄積



文部科学省が描く学校のDX推進と学びのコモンズ化

※「新しい時代の学びを実現する学校施設の在り方について」中間報告（文科省）



学校を共創空間に

PC室をに共創空間にリニューアルしました！

中学生と教員と
コクヨさんでレイ
アウトや家具の選
定をしました。



ICTの活用によるサードパーソンの参加

【かかわる大人にとっての意義】

〇時間的制約を少なくする

〇遠隔からの参加

〇教育に関する研修

Learning Worｋation

〇越境学習

〇問題解決のプロセスの
再確認

〇ファシリテーション能力
の向上

〇子どもの創造性による
触発



ICTの活用による社会との連携の可能性



ICTの活用による社会との連携の可能性



ICTによるリアルな問題解決のプロセスの体験 （これからの取り組み）

1. 対 象 ： 中高生（20名程度から始める。大人の参加も可。）

2. 拠 点 ： 学校図書館など

3. 時 期 ： 2023年3月～8月（第1期）

4. 概 要 ： 行政課題を起点に、参加者が問題解決のプロセスを体験し、成果を町役場にプレゼンする。

5. ファシリテーター ： 地域おこし協力隊・町内企業・役所の若手人材 （ オンライン可 ）
※初めて部下を持つ若手人材へのプロジェクトマネージメントの実践的な研修として取り組むことも視野に。

6. 発 表 ： 町長向けプレゼンの場を準備する。

7. キャリアパスポートとの連携（活動の成果をキャリアパスポートに記録していく）

8. 組織 ： 主催 ： 〇〇教育委員会
監修 ： 東京学芸大学等
協力 ： 県内企業／商工会議所青年部等



まとめ GIGAスクール構想の次は？

１人１台端末と、
高速大容量の通信ネットワークを

一体的に整備
の次は？

1人1台端末を持つ時代の
教室は？

どんなシーンで活用して
どんなシーンで活用しないか

見極める

ICTの活用と非活用をハイブリッド化する必要がある。
IＣＴが活用しやすい特別教室は必須。

一方、普通教室ではＩＣＴ非活用にも対応しておく必要がある。

来年度
小金井市の小中
の教員を中心に
東京学芸大学と
の「ICT活用研
究会」をスタート



教科教育を中心に
教員の授業で

子ども達が深めていく。

子どもの学びを
最大限優先しながら

地域の大人も一緒に学ぶ
「チーム 学び」
（学びの個性化）

※学力をあげるのであれば、
教員の授業力を高めることが最も効果的

まとめ 学びの個性化と協働的な、探究的な学びを実現するための地域の参加



ICTの活用によるサードパーソンの参加

【かかわる大人にとっての意義】

〇時間的制約を少なくする

〇遠隔からの参加

〇教育に関する研修

Learning Worｋation

〇越境学習

〇問題解決のプロセスの
再確認

〇ファシリテーション能力
の向上

〇子どもの創造性による
触発



教室

図工室

音楽室

家庭科室

体育館・プール・校庭

保健室

放送室

校庭

図書館

遠隔授業対応

デジタルファブリケーションの導入

デジタル機材等の導入

デジタル機材等の導入

デジタルセンサー等の導入

デジタル機材等の導入

配信機材等の配信

テクノロジーを活用した畑・森林化

学習成果のデジタルアーカイブ

地域の遠隔会議室

地域の最先端ファブラボ

地域の最先端スタジオ

地域の最先端のキッチンスタジオ

地域の最先端フィットネスクラブ

地域の予防医療の拠点

地域の最先端配信スタジオ

地域の最先端の農業・憩いの場

地域の成果物のデジタルアーカイブ

まとめ 学校のDX推進により学校を地域の最先端の学びのコモンズに



GIGAスクール構想においてあらわれるであろう諸問題

１， 保護責任の所在の問題

① 配布されたデバイスにより、学習時間が学校外にも広がる
② 配布されたデバイスにより、児童生徒のコミュニケーションが学
校外でも行われる

③ 個別のデバイスで子どもがリスクに直面する可能性が高まる

→ 誰が保護責任を持つのか？

２， 著作権の問題

① 児童生徒による著作権の侵害が起きる可能性が高まる。
② 児童生徒の学習データ、学習成果は誰のもの？
※ 健康・メンタルデータの管理について

→ データ管理を整理する必要がある
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