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 2019(令和元)年に発生した新型コロナウイルスの感染拡大は、2020(令和２)年に入って我が国の様々な活動にこれまで経

験したことのない大きな影響を与えている。教育も例外ではなく、学校の一斉休業に始まり、遠隔授業への対応など、各学校

はもとより各教育委員会も手探りの中、学びを継続させることに奔走した。その後、小学校、中学校、高等学校が対面授業中

心の教育活動に戻る中、多くの大学は依然として遠隔中心の授業を続けている。この大学の対応を批判する意見もあるが、

一斉休校以来、多くの大学が真摯な態度で模索を続けてきた質の高いオンライン教育の実現を目指した取組は高く評価さ

れるものであり、これからの初等中等教育にも参考となる例が多くある。今回の新学習指導要領の改訂作業がIoT等の実現

による第４次産業革命を念頭において進められたことを踏まえると、その取組を参考にしながら初等中等教育の質の向上を

図ることが大切であり、そのことが、Society5.0に向けた教育活動全体の質的向上に繋がるのである。学習指導要領の目指

す子どもたちに育むべき資質・能力、言い換えるとSociety5.0を担う人材に求められる資質・能力を育むために、GIGAスクー

ル構想の実現により可能になるオンラインを使い、来るべき時代に相応しい教育活動を展開することが、今求められている。 

 

 

はじめに 

 

 2014年の中央教育審議会答申「新しい時代にふさわしい高大接続の実現に向けた高等学校教育、

大学教育、大学入学者選抜の一体改革について」を踏まえ、文部科学省は2015年、「高大接続改革実

行プラン」を公表した。その後文部科学省は、「予見の困難な時代の中で新たな価値を創造していく

力を育てることが必要とされ･･･略･･･高等学校教育、大学教育、大学入学者選抜を通じて学力の3要

素を確実に育成・評価する、三者の一体的な改革を進めることが極めて重要である」1)との認識の

下、初等中等教育をとおして「学力の３要素」(1．知識・技能、2．思考力・判断力・表現力、3． 

―――――――― 
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主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度)を育成し、大学入学者選抜においても学力の３要

素を多面的・総合的に評価するという一体的な改革、いわゆる「高大接続改革」に取り組んでいる。

本稿においては、Society5.0で求められる人材像を念頭に置き、新学習指導要領に基づき、「学力の

３要素」をどのように育成するかという視点から、特に理科教育についての考察を試みる。 

 

 

１ 科学技術基本計画と超スマート社会(Society5.0) 

 

 2016(平成28)年１月、政府は科学技術基本法の規定に基づき、2016(平成28年)度から５か年の科

学技術基本計画を閣議決定した。いわゆる、第５期科学技術基本計画である。 

 その中で、我が国の現状を「我が国を取り巻く経済・社会は、大きな変革期にある。･･･略･･･。

このような様々な変化は、相互に関連し合い、加速しながら進展している。知識や価値の創造プロ

セスは大きく変貌し、それにより、経済・社会の構造が日々大きく変化する「大変革時代」とも言

うべき時代を迎えている。」2)と捉え、その解決のためには「･･･、科学技術イノベーションを今後も

強力に推進していくことが必要である。その際、･･･略･･･、ダイナミックなイノベーションプロセ

スの構築を図りながら、適切に成果の活用を図っていくことが重要である。」3)ことから、第５期科

学技術基本計画では、「①未来の産業創造と社会変革に向けた新たな価値創出の取組／②経済・社会

的課題への対応／③科学技術イノベーションの基盤的な力の強化め④イノベーション創出に向けた

人材、知、資金の好循環システムの構築」の四つを４本の柱として掲げた。中でも「①未来の産業

創造と社会変革に向けた新たな価値創出の取組」において、「ICTを最大限に活用し、サイバー空間

とフィジカル空間(現実世界)とを融合させた取組により、人々に豊かさをもたらす「超スマート社

会」を未来社会の姿として共有し、その実現に向けた一連の取組を更に深化させつつ「Society5.0」

として強力に推進し、世界に先駆けて超スマート社会を実現していく。」4)と、我が国が実現すべき

未来の社会として「超スマート社会(Society5.0)」を位置づけている。更に、超スマート社会

(Society5.0)を、「必要なもの・サービスを、必要な人に、必要な時に、必要なだけ提供し、社会

の様々なニーズにきめ細かに対応でき、あらゆる人が質の高いサービスを受けられ、年齢、性別、

地域、言語といった様々な違いを乗り越え、活き活きと快適に暮らすことのできる社会」5)と定義

し、超スマート社会(Society5.0)の実現により、「生活の質の向上をもたらす人とロボット・AIと

の共生、ユーザーの多様なニーズにきめ細かに応えるカスタマイズされたサービスの提供、潜在的

ニーズを先取りして人の活動を支援するサービスの提供、地域や年齢等によるサービス格差の解消、

誰もがサービス提供者となれる環境の整備等の実現」6)や「エネルギー、交通、製造、サービスなど、

個々のシステムが組み合わされるだけにとどまらず、将来的には、人事、経理、法務のような組織

のマネジメント機能や、労働力の提供及びアイデアの創出など人が実施する作業の価値までもが組

み合わされ、更なる価値の創出」7)が期待されるとしている。 

 

 

２ Society5.0 に向けた人材育成 
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(１) 報告書の背景 

 2016(平成28)年に閣議決定された第５期科学技術基本計画を受ける形で2018(平成30)年６月、文

部科学省から「Society5.0に向けた人材育成～社会が変わる、学びが変わる～」が公表されたが、

「社会が変わる、学びが変わる」という副題に、この報告書の性格が端的に表れている。 

 この報告書は、９回にわたる「Society5.0に向けた人材育成に係る大臣懇談会」における議論を踏ま

え、「文部科学省の課長級の職員に加えて課長補佐・係長級も含めた相当数の若手職員が参加して

我が国の教育政策について議論を進め、Society5.0に向けて特に取り組むべき施策の方向性に関す

る事項等について整理」8)したもので、言い換えれば、文部科学省の総意とも言える報告書である。 

 

(２) Society5.0の社会像 

 Society5.0においては、我々の身の回りに存在する様々なセンサー等から得られるビッグデータ

がAIにより解析され、その結果がインターネットに接続されている多くのモノやロボットを作動さ

せるなど様々な分野における革新が期待されているが、既に、自動運転車、ドローン、スピーカ、

翻訳機、介護ロボットなど、多くの製品やサービスが実用化されている。今後、AIの性能がどこま

で向上するかについては意見が分かれるものの、本報告書では「少なくとも近い将来において、定

型的業務や数値的に表現可能なある程度の知的業務は代替可能になる」9)と考え、「これまで人間で

なければ担えないと考えられてきた分野に及ぶイノベーションの連鎖は、我々の社会や生き方その

ものを大きく変え」10)、更に「技術革新に伴うスキルの陳腐化は、･･･略･･･日本型の雇用システム

を大きく変容させる」11)との見方を示している。 

 このような見方に基づき、我が国が抱えている課題として次の二点を挙げている。一つは

「Society5.0実現の鍵となるAIとその基礎となる数学や情報科学等に関する研究開発と教育が、米

国や中国等に比して立ち遅れている」12)こと、もう一つは「国際的なプラットフォーム・ビジネス

に関しては、･･･略･･･、我が国のトップ企業であっても、データ、技術、人材のすべてにおいて文

字通り桁違いの力の差がある」13)ことである。しかし、このような課題はあるものの、「緻密で洗

練されたものづくりの技術や、･･･略･･･など、様々な我が国独自の特徴を強みとして、新たな価値

を創り上げていく必要がある。」14)と、Society5.0に向けて「新たな価値を創り上げていく」こと

の必要性を提唱している。 

 さらに、Society5.0の姿を「経済性や効率性、最適性だけを追求した無機質なものではなく、あ

くまでも人間を中心として、一人一人が他者との関わりの中で「幸せ」や「豊かさ」を追求できる

社会」15)とし、そのような社会を実現するために、「AIを、人間の能力を補助、拡張し、可能性を

広げてくれる有用な道具ととらえ･･･略･･･AIやデータの力を活用することで、･･･略･･･新たな地平

を切り拓いていくことがあらゆる分野で可能になる。」16)と、AIの可能性についても言及している

が、この「あらゆる分野」に教育も入る。 

 

(３) Society5.0において求められる人材像と共通して求められる力 

 原始の時代から狩猟中心の生活をしていた社会をSociety1.0(狩猟社会)と呼ぶが、その後、

Society2.0(農耕社会)、Society3.0(工業社会)、Society4.0(情報社会)へとシフトしてきた。狩猟

社会であれば多くの獲物を確保できる人材が、農耕社会であれば農耕技術に優れている人材が求め
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られてきたように、Society5.0で求められる人材を、報告書では、 

・ 技術革新や価値創造の源となる飛躍知を発見・創造する人材 

・ それらの成果と社会課題をつなげ、プラットフォームをはじめとした新たなビジネスを創造

する人材 

としている17)。更に、「プラットフォームを創造できる人材には、異分野をつなげる力と新たな物

事にチャレンジするアントレプレナーシップが欠かせない／課題解決を指向するエンジニアリング、

デザイン的発想に加えて、真理や美の追究を指向するサイエンス、アート的発想の両方を併せ持つ

必要がある／新たな価値を創造するリーダーであればこそ、他者を思いやり、多様性を尊重し、持

続可能な社会を志向する倫理観、価値観が一層重要となる」18)ことに言及しているが、このような

人材は「STEAM教育」をとおして育成が期待される人材であることから、Society5.0の実現にはSTEAM

教育が重要であることも窺い知れる。 

 さらに、「我が国の強みを十分に活かすには、･･･略･･･。各分野においてものづくりやサービス

を担ってきた人材が、AIやデータの力を最大限活用しながら様々な分野に展開していくことが不可

欠となる。」19)ことから、「どのような時代の変化を迎えるとしても、･･･略･･･一人一人の能力や

人間性」20)が重要であることに着目し、共通に求められる力として、 

・ 文章や情報を正確に読み解き、対話する力 

・ 科学的に思考・吟味し活用する力 

・ 価値を見つけ生み出す感性と力、好奇心・探求力 

の三つを挙げている21)。 

 

(４) Society5.0における学びの在り方(学校ver.3.0) 

 AIの発達は社会を変えるだけでなく、学校での教育そのものを変える。AIの発達により、子ども

たち一人一人のスタディログを分析することで個々に対応した学習コンテンツを提示するなど、個

に応じた支援や、学習者と学習の場のマッチングをより高い精度で行うことなどが可能となること

が容易に予測される。 

 このような予測の下、報告書ではSociety5.0における学校の姿を、「一斉一律の授業スタイルの

限界から抜け出し、読解力等の基盤的学力を確実に習得させつつ、個人の進度や能力、関心に応じ

た学びの場となることが可能となる。また、同

一学年での学習に加えて、学習履歴や学習到達

度、学習課題に応じた異年齢・異学年集団での

協働学習も広げていくことができるだろう。さ

らに、学校の教室での学習のみならず、大学(ア

ドバンスト・プレイスメントなど)、研究機関、

企業、NPO、教育文化スポーツ施設、農山村の豊

かな自然環境などの地域の様々な教育資源や社

会関係資本を活用して、いつでも、どこでも学

ぶことができるようになる」22)と表現し、その

ような姿を「学校ver.3.0」(図１)と名付けた。 

 
図１ Society5.0に向けた学校ver.3.0 

出典：文部科学省「Society5.0に向けた人材育成」より 
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(５) Society5.0における学びの在り方を踏まえた対応の方向性 

 報告書では、Society5.0を見据えた教育の方向性として、①「公正に個別最適化された学び」を

実現する多様な学習機会と場の提供、②基礎的読解力、数学的思考力などの基盤的な学力や情報活

用能力をすべての児童生徒が習得、③文理分断からの脱却を挙げている23)が、各学校段階における

教育の方向性を次のように示唆している。 

 まず小・中学校段階において、「常に流行の最先端の知識を追いかけることではなく、むしろ、

学びの基盤を固めること」24)が大切であることを指摘し、「今後とも、Society5.0を見据え、基礎

的読解力、数学的思考力などの基盤的な学力や情報活用能力を、すべての児童生徒が習得できるよ

う、新学習指導要領の着実な実施が必要である」25)と、新学習指導要領に基づく教育活動の重要性

について言及している。さらに、「子供たちがそれぞれの学校段階における教科書を理解できるよ

うにし、生涯学び続けることができるための基礎的読解力を身に付けさせることは、公教育の責務

である。」26)と、公教育が果たすべき責務について指摘している。それに加え、「学校や学びの在

り方に関しては、一元モデル、つまり「○○だけ」構造からの脱却が求められる。･･･略･･･。Society5.0

の学校教育においては、「教師」にはこれまでの児童生徒を教え導く役割に加え、今後、学びの支

援者という役割が付加されることになる。」27)という指摘は、これまでの教育の反省の上に立った

重要な指摘である。 

 次に高等学校段階について、「義務教育を終えた子供たち一人一人がSociety5.0を生き抜くため

に必要な力をそれぞれ身に付けることができるような場でなくてはならない。」28)と、高等学校段

階の位置づけを明確に示している。その上で、多くの高等学校で、文系・理系という大学入学試験

を意識したカリキュラム編成のため特定の教科しか学ばない生徒が多く存在する現状を憂慮し、「今

こそ、高等学校は、生徒一人一人が、Society5.0における自らの将来の姿を考え、そしてその姿を

実現するために必要な学びが能動的にできる場へと転換することが求められている。」29)と、高等

学校教育の意識転換を迫っている。さらに、単なる文理分断からの脱却にとどまらず、「思考の基

盤となるSTEAM教育を、すべての生徒に学ばせる必要がある。こうした中で、より多くの優れたSTEAM 

人材の卵を産みだし、将来、世界を牽引する研究者の輩出とともに、幅広い分野で新しい価値を提

供できる数多くの人材の輩出につなげていくことが求められている。」30)と、高等学校段階におけ

るSTEAM教育の重要性についても言及している。 

 さらに、高等学校卒業からの学びについて、「新たな技術の出現は、学びの方法や場所のみなら

ず、内容に関しても、伝統的な学びの在り方を根本的に問い直す契機となる。･･･略･･･。オンライ

ンのプラットフォームを活用すれば、異なる場所にいる学生同士が画面上で顔を合わせながら議論

を戦わせたり、外国の教授から論文指導を受けたりすることもできる。」31)とし、それに続けて「オ

ンラインでの活動はデジタル化できるので、AIを用いて授業内容を分析し、カリキュラムの改善な

どに活用していくことができる。」32)と述べているが、この指摘こそ、授業をはじめとする全ての

教育活動にオンラインの手法を取り入れることで教育全体の質向上を図る可能性について言及して

いる注目すべきポイントである。 
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(６) 思考の基盤となるSTEAM教育 

 STEAMとは、Science、Technology、Engineering、Arts、Mathematicsの頭文字をとった造語であ

るが、これまでのSTEMという概念に、新たに“Arts”が加わったことがポイントである。 

 (５)で論じたように「Society5.0に向けた人材育成」では、「思考の基盤となるSTEAM 教育を、

すべての生徒に学ばせる必要がある。こうした中で、より多くの優れたSTEAM 人材の卵を産みだ

し、･･･」33)と、「思考の基盤としてのSTEAM教育」の重要性及び「STEAM人材の育成」の必要性に言

及しているが、ここで、STEAM教育及びSTEAM人材について考察を試みる。 

 文系、理系という文理分断が定着している日本においては、STEAM教育を理系教育と短絡的に捉え

られがちである。しかし、STEAM教育の本質についてヤングらは、「単に特定の科目を重点的に学ぶ

ことを指すのではなく、融合によるシナジー(相乗)効果によって、それらの領域における学びをよ

り活性化させようという考え」34)であり、「重要なのは、･･･略･･･「人間を重視する」という思想・

行動の原理、すなわち「ヒューマニズム」･･･略･･･STEAMが目指しているものは･･･略･･･「人間を幸

せにする」こと」35)であると述べている。この考えは、「Society5.0に向けた人材育成」の「課題

解決を指向するエンジニアリング、デザイン的発想に加えて、真理や美の追究を指向するサイエン

ス、アート的発想の両方を併せ持つ必要がある／新たな価値を創造するリーダーであればこそ、他

者を思いやり、多様性を尊重し、持続可能な社会を志向する倫理観、価値観が一層重要となる」36)

とも合致するものである。 

 また、ヤングらはこのような理念の下で行われるSTEAM教育で育つSTEAM人材は「ヒューマニスト

／イノベーター／デザイナー」の三つの顔をあわせもつ37)と考えているが、ここでは三つの顔のう

ち「イノベーター」に着目する。ヤングらは、イノベーターのマインドセットとして、「型にあて

はまらない／ひとまずやってみる／失敗して前進する」の三つを挙げている38)。そしてこの三つは、

「異分野をつなげる力と新たな物事にチャレン

ジするアントレプレナーシップ」39)に共通する

ものである。 

 ここで、表２にヤングらによる従来型教育と

STEM/STEAM教育の学習モデルの比較40)を示す。

系統学習型の典型が従来行われてきた学習指導

要領による教育であるが、今回の学習指導要領

改訂が第４次産業革命やSociety5.0を念頭にお

いて行われたことを踏まえると、新学習指導要

領の理念はSTEM/STEAM教育に近いものであると

理解すべきであろう。その時、イノベーターの

三つのマインドセットを、子どもたちが身をもって体験できる授業は、小学校でのプログラミング

教育はもちろんであるが、中学校、高等学校での探求活動や理科等の実験・実習を伴う教科であろ

う。その意味から、Society5.0で求められる資質・能力を育む上で、新学習指導要領下における理

科の授業デザインが重要である。 

 

 

表２ 従来型教育とSTEM/STEAM教育の学習モデル比較 

出典：ヤング吉原麻里子ら「世界を変えるSTEAM人材」より 
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３ 学習指導要領 

 

(１) 学習指導要領の改訂と第４次産業革命 

 ここで、今回の学習指導要領改訂前後の流れを整理する。 

2016(平成28)年１月 (第５期)科学技術基本計画を閣議決定 

2016(平成28)年６月 「小学校段階におけるプログラミング教育の在り方について(議論の取り

まとめ)」を公表 

2016(平成28)年８月 「次期学習指導要領等に向けたこれまでの審議のまとめ」を公表 

2016(平成28)年12月 「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等

の改善及び必要な方策等について」を答申 

2017(平成29)年３月 小学校学習指導要領を告示、中学校学習指導要領を告示 

2018(平成30)年３月 高等学校学習指導要領を告示 

2018(平成30)年６月 「Society5.0に向けた人材育成～社会が変わる、学びが変わる～」を公表 

2019(令和元)年12月 GIGAスクール実現推進本部を設置 

2020(令和２)年４月 小学校学習指導要領の全学年実施 

2020(令和２)年10月 「「令和の日本型学校教育」の構築を目指して～全ての子供たちの可能性

を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現～中間まとめ」を公

表 

2021(令和３)年４月 中学校学習指導要領の全学年実施(予定) 

2022(令和４)年４月 高等学校学習指導要領の第１学年実施・年次進行実施(予定) 

 この流れを踏まえると、清水が言うように「AI時代、第４次産業革命の進展を念頭において」41)

学習指導要領の改訂作業が行われたことは容易に理解できる。清水は更に、「新しい学習指導要領

が実現を目指す学力観の構造は、第４次産業革命への対応を念頭においています。この一つ前の2008

年の改訂は、習得・活用・探求、「習得と探求を活用でつなぐ」というコンセプトで行われました。･･･

略･･･今回はそれを前提としながら、その上に「自立と協働による創造」、自立・協働・創造をのせ

てきたということです。」42)と述べており、新学習指導要領が第４次産業革命と、そして第４次産

業革命で実現を目指している超スマート社会(Socety5.0)への対応を考えていたことが理解できる。 

 

(２) 「Society5.0に向けた人材育成」における学習指導要領の位置づけと理科教育 

 「Society5.0に向けた人材育成」において、「新学習指導要領においても、社会の変化が加速化、

複雑化するこれからの世代に必要となる資質・能力を確実に育成していくことを目指している。

Society5.0の姿をしっかりと見据えつつ、決して浮き足立つことなく着実に新学習指導要領の理念

を実現することが求められている。」43)、「我が国の義務教育は、OECD 諸国でも高い水準にある。

今後とも、Society5.0を見据え、･･･略･･･、新学習指導要領の着実な実施が必要である。」44)、「･･･

基盤的学力の定着を重視した新学習指導要領の確実な習得を図る。」45)、「高等学校普通科におい

て文系・理系に分断されている実態を改め、基本的に文理両方を学習した大学進学者の育成を目指

す。具体的には、･･･略･･･新しい高等学校学習指導要領を確実に習得させるとともに、･･･略･･･、

文理両方を学ぶ人材を育成する。」46)と、これからの人材育成には、学習指導要領に基づく着実な
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教育実践が重要であることに言及している。 

 その教育実践の中で、今回の学習指導要領改訂のコンセプトである「自立・協働・創造」、特に

実験・実習をとおした「協働」作業の中で「型にあてはまらない／ひとまずやってみる／失敗して

前進する」を体験できる教科である理科に注目したい。 

 

(３) 理科の三つの目標と「Society5.0に向けた人材育成」に示された共通に求められる力 

 2017(平成29)年３月に告示された中学校学習指導要領および2018(平成30)年３月に告示された高

等学校学習指導要領では、理科の目標を次のように示している。47)48)  

 自然の事物・現象に関わり、理科の見方・考え方を働かせ、見通しをもって観察、実験

を行うことなどを通して、自然の事物・現象を科学的に探究するために必要な資質・能力

を次のとおり育成することを目指す。 

(１) 自然の事物・現象についての理解を深め、科学的に探究するために必要な観察、実

験などに関する基本的な技能を身に付けるようにする。 

(２) 観察、実験などを行い、科学的に探究する力を養う。 

(３) 自然の事物・現象に進んで関わり、科学的に探究しようとする態度を養う。 

 この目標について、2018(平成30)年７月に出された高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説 理

科編 理数編の「第３節 理科の目標」の冒頭、「この目標は、小学校及び中学校理科の目標との関

連を図りながら、高等学校

理科においてどのような資

質・能力の育成を目指して

いるのかを簡潔に示したも

の」49)と述べ、学校種間の連

携を意識した表現であるこ

とが明示されている。 

 ここで、理科の三つの目

標と「Society5.0に向けた

人材育成」に示された共通

に求められる力を比較して

みる(表１)と、表現に差異

はあるものの、ほぼ同じ内容であることが分かる。従って、Society5.0に向けた人材育成の方向性

と、学習指導要領に基づく理科教育の方向性が同一であることが理解できる。 

 更に、中学校および高等学校の理科の目標の具体的考え方について、学習指導要領解説50)51)では

それぞれ、 

目標(１)は、育成を目指す資質・能力のうち、知識及び技能を示したものである。 

目標(２)は、育成を目指す資質・能力のうち、思考力、判断力、表現力等を示したものである。 

目標(３)は、育成を目指す資質・能力のうち、学びに向かう力、人間性等を示したものである。 

と示している。ここでいう「育成を目指す資質・能力」とは改めて言うまでもなく、 

(１) 知識及び技能が習得されるようにすること。 

表１ 「学習指導要領」に示されている「理科の三つの目標」と「Society5.0に向

けた人材育成」に示された「共通に求められる力」の比較 

理科の目標 共通に求められる力 

(１) 自然の事物・現象についての理解

を深め、科学的に探究するために必

要な観察、実験などに関する基本的

な技能を身に付けるようにする。 

① 文章や情報を正確に読み解き、対話

する力 

(２) 観察、実験などを行い、科学的に

探究する力を養う。 
② 科学的に思考・吟味し活用する力 

(３) 自然の事物・現象に進んで関わ

り、科学的に探究しようとする態度

を養う。 

③ 価値を見つけ生み出す感性と力、好

奇心・探求力 
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(２) 思考力、判断力、表現力等を育成すること。 

(３) 学びに向かう力、人間性等を涵養すること。 

のこと52)53)であり、新学習指導要領において、教科・科目等を超えて、生徒の発達段等を踏まえな

がら偏りなく実現することが求められている資質・能力のことである。 

 従って、学習指導要領に基づく教育を行い、生徒の発達段階等を踏まえながら育成を目指す資質・

能力を育むことが、とりもなおさず、超スマート社会といわれるSociety5.0を担う人材育成に繋が

ることが理解できる。 

 

 

４ GIGAスクール構想 

 

(１)  GIGAスクール実現 推進本部の設置 

 2016(平成28)年１月に閣議決定された第５科学技術基本計画、2017(平成29)年３月に告示された

小学校学習指導要領及び中学校学習指導要領、2018(平成30)年３月に告示された高等学校学習指導

要領、2018(平成30)年６月に公表された「Society5.0に向けた人材育成」と、今後の学校教育の方

向性に大きな影響を与える発表が続く中、2019(令和元)年12月に「GIGAスクール実現推進本部の設

置について」54)が文部科学大臣決定という形で公表された。 

 GIGAスクール実現推進本部は、同年12月５日の閣議決定「安心と成長の未来を拓く総合経済対策」

において、「学校における高速大容量のネットワーク環境(校内LAN)の整備を推進するとともに、特

に、義務教育段階において、令和５年度までに、全学年の児童生徒一人ひとりがそれぞれ端末を持

ち、十分に活用できる環境の実現を目指すこととし、事業を実施する地方公共団体に対し、国とし

て継続的に財源を確保し、必要な支援を講ずることとする。あわせて、教育人材や教育内容といっ

たソフト面でも対応を行う。」55)とされたことを踏まえて設置された。 

 同本部の設置に当たり、文部科学省は「子供たち一人ひとりに個別最適化され、創造性を育む教

育ICT環境の実現に向けて～令和時代のスタンダードとしての１人１台端末環境～」と題した「文部

科学大臣メッセージ」56)を発出した。このメッセージからは、「子供たちが変化を前向きに受け止め、

豊かな創造性を備え、持続可能な社会の創り手

として、予測不可能な未来社会を自立的に生き、

社会の形成に参画するための資質・能力を一層

確実に育成していく」という強い決意が読み取

れる。 

 

(２)  GIGAスクール構想実現後のイメージ 

 ここで、GIGAスクール構想の具体的内容につ

いて検討を加える。 

 図２は、文部科学省が、2019(令和元)年12月

に発表した「GIGAスクール構想の実現パッケー

ジ」57)からの抜粋であり、GIGAスクール構想実

 

図２ 子供たち１人１人に個別最適化され、創造性を高める教
育ICT環境を 

出典：文部科学省「GIGAスクール構想の実現パッケージ」より 
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現により期待される学校教育の姿が簡潔に示されている。GIGAスクール構想といえば「一人一台端

末」ばかりが話題になるが、GIGAスクール構想の全体像を項目で示すと次のようになる。 

ア 目指すべき次世代の学校・教育現場の有り様 

・ 遠隔・オンライン教育の実施により学びにおける時間・距離などの制約を取り払う 

・ 個々の子供の状況を客観的・継続的に把握・共有することで個別に最適で効果的な学びや

支援を行う 

・ 文理分断の脱却とPBLによるSTEAM教育の実現によりプロジェクト型学習を通じて創造性を

育む 

・ 学校における事務を迅速かつ便利、効率的に行うことで校務の効率化を図る 

・ 教師の経験知と科学的視点のベストミックス(EBPMの促進)により学びの知見の共有や生成

を図る 

イ 最終的に一人一台の学習者用PCの実現 

ウ クラウドを活用した児童生徒一人一人の学習記録等ビッグデータの収集・分析 

エ デジタル教科書・教材の開発 

オ 民間の教育コンテンツ(AIドリル等のEdTech)の活用 

カ ウ～オの実現による児童生徒一人一人に最適なコンテンツの提供 

キ 「端末」・「通信ネットワーク」・「クラウド」をセットで、新しい学習指導要領に基づく主体

的・対話的で深い学びの実現遠隔教育や教師の遠隔研修の推進 

 GIGAスクール構想では、最終的(2023(令和５)年度)に一人一台の学習者用PCを実現することで児

童生徒一人一人に最適なコンテンツの提供し、新しい学習指導要領に基づく主体的・対話的で深い

学びを実現することを想定していた。しかし、2019(令和元)年12月にGIGAスクール構想が発表され

たあと、全国的に新型コロナウイルス感染が拡大する中、2020(令和２)年４月７日に閣議決定され

た「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策～国民の命と生活を守り抜き、経済再生へ～」58)にお

いて「令和５年度までの児童生徒１人１台端末

の整備スケジュールの加速、学校現場へのICT技

術者の配置の支援、在宅・オンライン学習に必

要な通信環境の整備を図るとともに、在宅での

PC等を用いた問題演習による学習・評価が可能

なプラットフォームの実現を目指す。」こととさ

れたことを受け、令和２年４月７日付け事務連

絡「令和２年度補正予算案への対応について」

59)で、「「１人１台端末」の早期実現や、家庭でも

繋がる通信環境の整備等、「GIGAスクール構想」

におけるハード・ソフト・人材を一体とした整

備を加速することで、緊急時においても、ICTの活用により全ての子供たちの学びを保障できる環境

を早急に実現することを目的」とした補正予算案についての対応を、各都道府県教育委員会に求め

た(図３)。 

 

 
図３ ＧＩＧＡスクール構想の加速による学びの保障 

出典：文部科学省事務連絡「令和２年度補正予算案への対応について」より 
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５ オンラインを活用した理科の新しい授業スタイルの試み 

 

 中学校では2021(令和３)年度、高等学校では2022(令和４)年度から新しい学習指導要領に切り替

わるが、その実施に当たっては、その改訂の経緯を考えると、科学技術基本計画、Society5.0に向

けた人材育成、GIGAスクール構想等に示された学校教育の在り方を踏まえたものになるであろう。

その時、子どもたちの資質・能力を育むために、今までにはなかったツールである「オンライン」、

そして「一人一台端末」を如何に効果的に活用できるかが重要になってくる。 

 

(１)  令和の日本型学校教育とICTを活用したオンライン教育 

 中央教育審議会初等中等教育分科会は2020(令和２)年10月、「「令和の日本型学校教育」の構築を

目指して～全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現～中間ま

とめ」を公表した。 

 その「第Ⅰ部 総論」の「４．「令和の日本型学校教育」の構築に向けた今後の方向性」における

「(４) これまでの実践とICTとの最適な組合せを実現する」において、 

○ 教師を支援するツールとしてのICT環境や先端技術を効果的に活用することにより、 

・ 新学習指導要領の着実な実施 

・ 学びにおける時間・距離などの制約を取り払うこと 

・ 全ての子供たちの可能性を引き出す、個別に最適な学びや支援 

・ 可視化が難しかった学びの知見の共有やこれまでにない知見の生成 

・ 災害や感染症等の発生等による学校の臨時休業等の緊急時における教育活動の継続 

に寄与することが可能となる。 

○ 令和時代における学校の「スタンダード」としてGIGAスクール構想により児童生徒１人１

台端末環境と高速大容量の通信ネットワーク環境が実現されることを最大限生かし、ハイブ

リッド化など、これまでの実践とICTとを最適に組み合わせることで学びの質を向上させる

とともに学校教育における様々な課題の解決につなげていくことが必要である。 

○ ICTを活用しながら協働的な学びを実現し多様な他者と共に問題の発見や解決に挑む資

質・能力を育成することが求められる。 

こと等60)を述べ、更に、遠隔・オンライン教育を含むICTを活用した学びの在り方についての基本的

な考え方61)として、 

○ ICTの活用に当たっては、特に「主体的・対話的で深い学び」に向けた授業改善にどのよう

に生かされるのか、実践を深めていくことが重要である。 

○ ICTの活用により従来はなかなか伸ばせなかった資質・能力の育成を図ることや、ICTを活

用することで現実の社会で行われているようなやり方で子供たちも学ぶことで、学校教育を

現代化することが必要である。 

○ ICTも活用しながら、個別最適な学びと協働的な学びを実現することが必要である。 

○ 発達の段階に応じて、ICTを活用しつつ、教師が対面指導と家庭や地域社会と連携した遠

隔・オンライン教育とを使いこなす(ハイブリッド化)ことで個別最適な学びと協働的な学び



茨城大学全学教職センター研究報告(2020) 

 - 22 - 

を展開することが必要である。 

こと等に言及している。 

 

(２) 文房具としての情報端末 

 今まで、授業におけるICT機器の使い方は、学習者数人に一台という実態から、学習者の自発的意

思によって使われるというより、指導者の指示に従ってその使い方が限定されてきた。 

 しかし、GIGAスクール構想により一人一台端末が実現すると、学習者にとってICT機器はノートや

鉛筆と同様の文房具としての位置づけになる。そうなれば、学習者が使いたいときに取り出して自

由に使うことが可能となり、今までの、一斉授業の中で指導者の指示に従っていたICT機器の使い方

を大きく変更せざるを得なくなる。そうなることで、ICTをどう活用するかという判断を学習者自ら

が行うことになり、子どもたちに自ら考える力を育む上でも効果が期待される。 

 

(３) オンライン(ハイフレックス型ハイブリッド授業の試み) 

 GIGAスクール構想が実現すれば、学習者１人１人がICT端末を利用し、高速ネットワークを介して

情報のやりとりをしながら授業に臨む姿が当たり前

になる。そうなれば、対面授業であっても、オンラ

インツールを活用することで、授業の目的を達成す

る授業デザインが求められる。 

 新型コロナウイルス感染拡大で全国の大学の多く

は依然としてオンラインによる遠隔授業を基本とし

ている中、筆者は2020(令和２)年度の秋学期(第３

Quarter)において、大学生を対象にハイフレックス

型のハイブリッド授業を試みた。その概要は以下の

とおりである。 

 履修する学生(学習者)は、水戸キャンパスの講義室、日立キャンパスの講義室、自宅からそれぞ

れ講義に出席していた。筆者(授業者)は水戸キャンパスの講義室で授業を行うが(図４)、水戸キャ

ンパスの講義室にいる学習者は、授業者の肉声

を聞いてはいるものの資料等は全て自分のPCを

とおして配布され、それに回答する。日立キャ

ンパスの講義室、自宅にいる学習者は、自分の

PCで授業者の声を聞き、配布された資料を見な

がら講義に臨み、指示に従って課題に回答する。 

 筆者が取り組んだ授業の大まかな流れを図５

に示すが、事前学習用の資料配付、講義資料の

配付、講義中の小テストやアンケートの配布と

提出、グループワークの記録、振り返り課題の

提出、事後学修課題の提出、これらの全てをMicrosoftTeams©を用いてオンラインで実施した。授業

でオンラインを活用するメリットの一つは即時性、速効性である。 

 
図４ ハイフレックス型ハイブリッド授業の様子 

 
図５ 授業の流れ 
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【活用例１】課題を全員に対して一斉送信し、学習者も解答を即時に提出する。さらに、自動採

点機能を付加しておくことで、提出と同時に採点され、学習者は自分の解答結果を瞬時に

確認できる。 

【活用例２】講義を聴きながら、学習者は疑問や質問をチャットに書き込む。それを見た授業者

は、学習者の質問に答える形で説明を加える。 

【活用例３】グループワークの過程を、ディクテーションや録画の形で記録する。その記録を基

に、授業者が授業後に各学習者のグループワークにおける評価を行ったり、テキストマイ

ニング等の手法で分析したりすることで、話し合いの内容から授業の理解度を把握する。 

【活用例４】提出された振り返り課題を採点し、コメントを付して次時までに返却する。 

【活用例５】提出された事後学修課題を採点し、

コメントを付して次時までに返却する。 

 図６に、授業での提出課題等の返却スケジュ

ールを示すが、次時までに全ての課題を返却す

ることで、学習者は前時の復習を踏まえて次時

の授業に臨むことが可能になる。これは、提出、

返却ともにオンラインであるからこそ可能とな

った返却スケジュールである。従来は、早くて

も次時に前時の課題等を返却するのが通例であ

ったが、オンラインにより提出課題等を次時ま

でに返却し終えることで、学習者は授業者が付

したコメント等を次時の授業の予習にも繋げることができるのである。 

 また、【活用例３】に示したグループワークの記録は、オンラインであるからこそ可能になる。従

来であれば、授業者がグループワーク時に机間巡視

しながら耳を傾ける程度でしかなかったが、オンラ

インにより、AIによるディクテーションが可能なっ

たことで、グループワークでの話し合いの内容を、

瞬時に文字として記録することが可能になった。図

７は、グループワーク時に、PCの左半分の画面で参

加しているメンバーの表情を確認しながら、そして

右半分の画面でAI変換によるディクテーションの結

果を確認しながら話し合いを進めている様子であ

る。 

 以上の取組例を基に、中学校、高等学校での理科

で、どのような取組が可能になるのであろうか。 

 

(４) 「協働」、「三つのマインドセット」を念頭においた理科の授業スタイル 

 GIGAスクール構想が実現した場合に各学校がオンラインアプリや各種のグループウェアを導入す

るとの仮定の下、筆者が行った大学でのハイフレックス型ハイブリッド授業を基に、中等教育段階

 
図６ 提出課題等の返却スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

  

          

  

                         

                         

                                
         

                                  

                              

          

                   

               

 
図７ グループワークを記録 

画像の一部に加工を施してあります。 
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でも実施可能なオンラインを活用した理科の授業について、「協働」と「三つのマインドセット」の

視点から例示を試みる。これまでの授業は、みんなと一緒に教室にいても「みんなの中で個別に学

ぶ」ことが普通であったが、GIGAスクール構想の実現により、「みんなと一緒に学ぶ」場面がより増

えることが期待される。それこそが、新学習指導要領が目指している「協働」の具現化であり、実

験・実習の「協働」をとおして、「三つのマンイドセット」が育成されることも期待される。 

ア 授業中に、オンラインで全員にアンケートを送信し、回答をオンラインで提出させる。その集

計結果をクラス全体で共有し、それを基にその後のグループワークを展開する。(挙手による一部

学習者だけによる回答から全員が考える授業への転換、協働意識の向上) 

イ 授業中に、理解度を確認する小テストをオンラインで全員に実施し、その誤答例を基に、その

原因についてグループワークで考えさせる。(他の学習者の思考を全員で考える授業への転換) 

ウ 授業の振り返りをオンラインで提出させ、それに授業者がコメントを付してオンラインで返却

する。次時の冒頭、画面上で振り返りの共有を行うことで、学習者間の一体感を育む。(他の学習

者の思考を共有して全員で学ぶ意識付けの涵養、協働意識の向上) 

エ グループワークでの話し合いの過程を、オンライン上でディクテーション等により記録し、教

員があとから、個々の学習者の話し合いへの寄与等について評価する。(授業者によるグループワ

ーク時の評価の改善) 

オ グループワークで授業テーマに沿った動画を作成し、それをオンライン上で発表し、他の生徒

たちはその発表に対する評価をオンライン上で書き込む。(協働による試行錯誤体験と単元目標

の理解深化、協働意識の向上、型にあてはまらない／ひとまずやってみる／失敗して前進する) 

カ グループワークで実験の過程を記録する動画を作成し、グループ間で相互評価を行う。また、

その動画をレポート代わりに提出させる。(協働による単元目標の理解深化、協働意識の向上、型

にあてはまらない／ひとまずやってみる／失敗して前進する) 

キ 物理分野の実験結果を基に、グループワークで実験の目的や結果理解のプレゼンテーショ

ン資料を作成してオンラインで発表する。その際、オンライン上のアプリを活用して変数を

変化させることで実験結果がどう変わるかについての考察も試みる。(協働による授業の理

解深化、、協働意識の向上、型にあてはまらない／ひとまずやってみる／失敗して前進する) 

ク 生物分野の生態系の授業時に、グループワークで多様な捕食・被食の関係をスクラッチ等

のアプリを用いてモデル化し、種間の捕食率等を変えることで種の個体数がどう変化するか

シミュレーションする。(協働による授業の理解深化、、協働意識の向上、型にあてはまらな

い／ひとまずやってみる／失敗して前進する) 

ケ 地学分野の岩石の授業時に、グループワークで岩石の特長を踏まえて分類するプログラム

考え、実際に分類してみる。(協働による授業の理解深化、、協働意識の向上、型にあてはま

らない／ひとまずやってみる／失敗して前進する) 

コ 化学分野の授業時に、グループワークで未知の溶液試料を同定するプログラムを考え、実

際に適用してみる。(協働による授業の理解深化、、協働意識の向上、型にあてはまらない／

ひとまずやってみる／失敗して前進する) 
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まとめ 

 

 この原稿を執筆している今も、一部の地域に緊急事態宣言が発令され、各教育委員会では時差登

校や部活動の中止、オンライン授業への切り替えなどの対応策を打ち出している。 

 新型コロナウイルス感染拡大の第一波といわれる2020(令和２)年４月頃は、「学びを止めない」と

いう考えの下、オンデマンドを中心とする遠隔授業・オンライン教育が始まった。その後、緊急事

態宣言が解除され学校が対面中心の授業形態に戻ると、教員の中でオンライン教育への関心は一気

に薄れてしまった感がある。しかし、オンライン教育は、遠隔授業のためだけにあるのではない。

オンラインという手法を用いることで、今までの一斉授業ではできなかった新たな実践の可能性に

もっと注目すべきであるし、教育の質を高めるために、オンラインという手法をもっと活用すべき

であると考える。今回の学習指導要領が目指す「自立・協働・創造」を考える時、オンラインを介

したICTの活用が効果的であることを、多くの授業者が理解してほしいと願っている。 

 Society5.0を生きていく子どもたちに必要な力を育む上で、オンラインを介したICTを活用した

教育実践は、これまでの教育活動の在り方を変えるだけでなく、今までにないやり方で教育の質を

高める可能性を秘めていることに注目していきたい。 
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