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一未来の学習量デザインの構築目指す

﹁超教育協会﹂ (F855問︒﹃寸0550 円O巧
一
﹁
03 は︑未来の学習環境デザインの構築
を目指す一般社団法人として 2018年に
設立された︒ 2019年4月にデジタル教
科書教材協議会(ロ日寸)と合併し︑民間
の叡智を集結して行動に移そうと︑従来の
学校の枠を取り払った学びの場としての
﹁超教育﹂を構想し︑さまざまなプロジェ
クトを展開してきた︒事業の内容は︑政策
提言や新学習・人材育成環境の設計︑先端
技術の教育利用推進︑ ICT教育の推進︑
EdTechビジネス支援︑ ICT・AI‑
‑oTプロフェッショナルの育成・確保︑
各団体の活動の活性化と広報支援︑協力学
校や自治体との連携体制構築など︑多方面
にわたっている︒
石戸﹁超教育協会﹂という︑多くの民
間団体や個人が参加する一般社団法人が
できたのは︑ 2018年のことですが︑
それまでにも長い活動の積み重ねがあり
ました︒私が理事長として関わっている
︑ 2002年
NPO法人CANVASは
に設立されており︑子どものための創造・
表現の場を提供し︑豊かな発想を養う土
壌を育てることを目標とした活動を進め
てきました︒当時から︑これからの時代
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に子どもたちに求められるのは︑テクノ
ロジーやlCTを使いこなして新しいも
のを創造する力やコミュニケーションの
力であり︑それらを育む学びの場が必要
と訴えてきました︒こうした学びの場は︑
学校や家庭だけに任せるのではなく︑産
官学の連携で進める必要があると考えま
した︒今春から︑小学校でプログラミン
グ教育が必修になりますが︑私たちは︑
2012年頃から諸外国ではすでに必修
化の動きが広がっていることも踏まえて︑
プログラミング教育の必修化を掲げて活
動をしてきました︒
プログラミング教育の必修化にともなう︑
本格的な ICT活用や先端技術の活用など
のためには︑当然のことながら︑実際の授
業をどうするのか︑指導者の育成や環境整
備などが課題になってくる︒このため︑学
校だけでなく地域でのサポート体制や先生
たちの情報共有の場を作ることなどにも︑
民間団体としていち早く取り組んできた︒
石戸こうした新しい学びの場を学校の
中で新たに創り出していくには︑困難も
ありました︒評価の方法や学校外の団体
との連携の仕方も経験がないことでした︒
そこで︑まずは学校外での実績を積み重
ねようとしましたが︑せいぜい印万人ほ
どの子どもたちへの学びの場の提供にと

どまっていました︒
2010年にデジタル教科書教材協議
会ができましたが︑教育を強化するため
の﹁武器﹂にlCT環境がなりえること
を訴え︑﹁デジタルランドセル﹂構想を
訴えてきました︒子どもたちの学びのシ
ンボルとも言える﹁ランドセル﹂のように︑
1人1台の情報端末を持って︑ネットワ
ークにつなげることで︑学習や表現のツ
ールにしようというもので︑これが政府
の方針にも取り入れられて︑ 2020年
までに1人1台の情報端末を整備すると
いう目標になりました︒

一新しいメディアの定着には時間も
新しいメディアと教育との関係を歴史的
に振り返ると︑本やテレビ︑パソコン︑携
帯電話などの新しいメディアが登場する度
に︑否定と肯定の議論が繰り返されてきた︒
﹁本よりも人の話を聴くべきだ﹂﹁テレビは
ものを考えない人闘を作る﹂﹁パソコンで
教育はできるのか﹂﹁携帯電話を子どもに
は持たせるべきでない﹂という否定的な意
見がある一方で︑それらを教育のツールと
して活用しようという動きも出てきた︒
﹁
ゲ 1ム﹂一つとっても︑今や子どもの興
味を惹くための手法として学習目的で活用
されるまでになっている︒

石戸先にも述べましたが︑ 2010年
の政府の目標は︑大きな転換点にはなり
ましたが︑﹁2020年までに 1人1台
の情報端末﹂という目標は世界のレベル
からすると︑まだまだ遅れている現状が
ありますし︑学校などでのパソコンなど
の整備率も遅れています︒ただ︑最近に
なって︑紙でないと教科書と呼べなかっ
た現状が﹁デジタル教科書﹂も教科書と
して認めたり︑プログラミング教育の必
修化など︑法制面での整備が進みました︒
超党派の国会議員による教育情報化推進
法も全会一致で可決されるなど︑ようや
く教育の情報化に向けた土台ができたと
捉えています︒
一方で︑こうした﹁土台﹂は︑あくまで
世界のレベルに追いついた段階であって︑
少ない公的財政支出の下でも︑世界に誇れ
るレベルの教育を実現してきた日本の教師
たちの努力は評価しつつも︑さらに一歩進
めて︑世界に貢献できる先導的な教育へと
前進させていくことが期待されている︒
石戸そのために︑先端技術なども総動
員して︑また産業界にも主導してもらっ
て学校などでの教育環境をより良くして
いこうと超教育協会を設立しました︒こ
の協会には引の業界団体が怠画しており︑
その下には 8000社の事業者がいます︒
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これらの民聞のカを集結して︑キャッチ
アップだけでなく︑先端的な教育を実現
していくようにしたいと思っています︒
技術が新しくなると社会が変化し︑そ
の社会で求められる能力や資質も変わっ
てきます︒そして︑そのような能力や資
質を育てる教育もまた︑技術によって変
わってきます︒﹁society5・0﹂
時代やA lの普及など︑社会の変化に伴
って教育も変化していきますが︑こうし
た新しい技術を活用することで︑学習者
を主にした学習環境が初めてデザインで
きるのではないかと考えています︒それ
にチャレンジしていこうというのが超教
育協会のミッションです︒

﹁学習者を主にした学習環境﹂の実現の
ためには︑学習者の学びたいというニ lズ
が多様化している実態を踏まえて個別に対
応していく必要がある︒これまでの教育シ
ステムでは︑そこまで個別の学習ニ lズに
は対応しきれなかったが︑技術の進歩によ
り︑それが可能になりつつある︒そうした
技術をフルに教育に活用していくことを通
して︑これからの時代を担う︑創造力やコ
ミユニケ lシヨン力のある子どもたちを育
てることに貢献したい︑という︒

一産業界との連携を生かす
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石戸これまでの活動では︑学校関係へ
の支援などに注力してきましたが︑そも
そも超教育協会は︑未就学児から初等・中
等・高等教育さらにはリカレント教育ま
で︑一気通買で活動を進めていくために
設立しました︒生涯学習時代にあっては︑
学校で学んだことが一生涯使える状況で
はなくなっています︒産業界との連携も
特徴の一つですが︑産業として教育が盛
り上がっていくことは全体としての質の
向上につながりますし︑学校への支援に
しても︑例えばプログラミング教育での
支援などを通して︑学校教育に貢献して
いくことにつながればと期待しています︒
学習のデザインも︑新しい技術を活用す
ることで大きく変わる要素が見えてくる︑
という︒例えば︑﹁超教育﹂の観点の一っ
として﹁超教科﹂という考え方がある︒子
ども1人1人の学習ニ lズに細かく対応し
ながら︑学習履歴を取っていくと︑その子
どもがどこでフまづいているかが分かり︑
﹁教科﹂の枠を超えて︑﹁乙の学習の次はこ
の学習に進み︑それから別の学習に一度戻
った方が理解が深まる﹂など︑子どもに適
合した究極的な学習のデザインが可能にな
る︒さらにはこうしたデータから︑教科横
断的な学びやきちんと学んだ知識を活用・
応用して社会に役に立つ形で学んでいくと

いうプロジェクト型の学習へのデザインに
つながるという︒
石戸今︑学校は社会からの要請を抱え
込み過ぎで︑何をやって︑何を削っても
よいかという優先順位がなかなか付けら
れないでいます︒プログラミング教育の
ほかにも︑食育や道徳など︑社会から期
待されている内容は多いのですが︑学習
者である子どもの視点から本当に必要な
学習内容とは何かについて議論する必要
があると思います︒
また︑学習履歴が完全で安全なものに
なれば︑それを入試などに活用すること
で︑一発勝負の入試ではなく︑普段の学
びの成果を入学者選抜に生かすことがで
き︑これまでの入試の考え方が大きく変
わります︒こうした﹁超入試﹂のほかに
も︑高等教育では広がりつつありますが︑
自分の学びたい内容を運んで︑複数の学
校の教育内容を自分で選択していくとい
う﹁超学校﹂という仕組みも︑学習履歴
がきちんとしていて︑その履歴ごとに評
価を受ける仕組みがあると学校の枠を超
えた学びが実現します︒技術の上ではす
でにこうしたことが実現できますので︑
新しい時代の教育の在り方を改めて考え
てみる機会にしてほしいと思います︒
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