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本日のアジェンダ本日のアジェンダ

uIntel®Innovation in Education

uデジタル世紀の出発に

u教育とＩＴ融合の課題

uインテルの教育への取り組み

uまとめ

u質疑応答
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“インターネットテクノロジのリーディングカンパニーとして、インテ
ルは、科学、数学、テクノロジの教育に積極的に取り組んでいま
す。我々は、未来を担う若者に最良の機会を与え、可能な限り高
度な教育を受けさせるべきであると考えます。さらに、私たちによ
りよい生活をもたらしてきた技術革新と科学的発見に対する意欲
を引き続き次世代に喚起させるべく努力を行わなければなりませ
ん。”

- Dr. Craig Barrett,　CEO, Intel

IntelIntel®® Innovation in EducationInnovation in Education
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uミッション:

u 科学、数学、エンジニアリング、テクノロジの教育の向上が不可欠であ
ると認知させること

u目的
ØＫ－１２（幼稚園から高校生まで）の科学や数学の教育を改善する
Ø授業の中で効果的にテクノロジを活用できるようにする
Øより多くの人にテクノロジに触れる機会を提供する=デジタル・デバイドの

解消
Ø今までテクノロジにあまり縁のなかった人々に技術系キャリアへの門戸

を開く

IntelIntel®® Innovation in EducationInnovation in Education



デジタル世紀の出発に・・・デジタル世紀の出発に・・・



社会は変わろうとしている社会は変わろうとしている、、

資源中心から資源中心から. . .. . .



知識中心へ知識中心へ……
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デジタル世紀の出発にデジタル世紀の出発に
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地球規模のインターネット・アクセス地球規模のインターネット・アクセス

u2002年には、世界の4億9,000万人の人々がイ
ンターネットにアクセス—世界人口の8%
u2003年には世界中でインターネットの利用が
増え、その結、果世界の中でのアメリカの利
用者の比率は36.9%に減少。

u2005年になると、世界中の4億8,400万人の人
々が無線データ通信でインターネットにアク
セス。

Source: Source: Ovum, 2000; Computer Industry Almanac, 2000; Ovum, 2000; Computer Industry Almanac, 2000; eMarketereMarketer’’s eGlobals eGlobal Report, 2000Report, 2000
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インターネットは、仕事、娯楽、学インターネットは、仕事、娯楽、学
習方法を変える習方法を変える

u2004年には、世界のネットでの取引高（商業取引と消費者
）は米ドル6兆8,000億ドルに達する

u世界のインターネットによる売上高は、1999年には1,000億
ドルにすぎなかったものが、2003年には1,164%増の1兆
2,400億ドルになる

u世界のインターネット利用者の20%は、オンラインで銀行
取引を行っている
u世界のインターネット利用者の37%は、大好きなものとし
て「チャット」を挙げている

Source: Source: Angus Reid, 2000; Forrester Research; Angus Reid, 2000; Forrester Research; eMarketereMarketer’’s eBusinesss eBusiness Report, 2000Report, 2000
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インターネットは、仕事、娯楽、学インターネットは、仕事、娯楽、学
習方法を変える習方法を変える

インターネットは私たちの仕事、娯楽、インターネットは私たちの仕事、娯楽、
そして学習方法を永久に変えたそして学習方法を永久に変えた
「労働者は技術的なノウハウを持ち、情「労働者は技術的なノウハウを持ち、情
報を創造し、分析し、変換し、そして他報を創造し、分析し、変換し、そして他
の人々と効果的に交流できなければならの人々と効果的に交流できなければなら
ない。生涯学習がますますさかんになるない。生涯学習がますますさかんになる
だろう」だろう」

20002000年年77月月
アメリカ連邦準備銀行理事会議長アメリカ連邦準備銀行理事会議長

アラン・グリーンスパンアラン・グリーンスパン
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それは、雇用にどんな意味をもたらすそれは、雇用にどんな意味をもたらす
のか？のか？

すでにすでに20012001年の初めには、年の初めには、60%60%のの
職場でテクノロジの知識が必要と職場でテクノロジの知識が必要と
されている。しかし現在の職業人されている。しかし現在の職業人
で、この技能を持っている人はで、この技能を持っている人は

20%20%にすぎない。にすぎない。

Source: Source: David David ThornburgThornburg, , ““Reading for the Future,Reading for the Future,”” Electronic SchoolElectronic School, June 1998, June 1998
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ＩＴ基本法ＩＴ基本法
すべての国民が､高度情報通信ネットワーすべての国民が､高度情報通信ネットワー
クを容易にかつ主体的に利用する機会をクを容易にかつ主体的に利用する機会を
有し、その利用の機会を通じて個々の能有し、その利用の機会を通じて個々の能
力を創造的かつ最大限に発揮することが力を創造的かつ最大限に発揮することが
可能となり、もって情報通信技術の恵沢可能となり、もって情報通信技術の恵沢
をあまねく享受できる社会を実現をあまねく享受できる社会を実現

日本でも･･･日本でも･･･
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コンピュータと英語学習の低年齢化コンピュータと英語学習の低年齢化

u小さい時から英語と、コンピュータのスキルを学
ぶ子供が増えている

u「子供たちのコンピュータ教育がブームになって
いるのは、父親が仕事で必要になってから学び始
めた苦労を反映したものである。また、親は、子
供の英語教育も早くから始めるようにと希望して
いる」

2001年1月13日付、読売新聞記事 より



教育とＩＴの融合の課題教育とＩＴの融合の課題
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日本の教員の準備は？日本の教員の準備は？

u日本における教員の情報リテラシー
n操作できる　66.1%
n指導できる　31.8%

uリテラシー向上のためのトレーニング
n国：都道府県段階でのリーダーを養成
n都道府県：校内リーダーの養成

n各学校：校内研修の実施

uしかし、新しい教育課程の実施に対して、不安を抱く教員
は多い

平成平成1212年度　情報教育実態調査（文部科学省）年度　情報教育実態調査（文部科学省）
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次の世代へ次の世代へ . . .. . .

21世紀には、通信・情報・ビジネス・
メディアの中でも主要なものがデジタ
ル化されるのだから、学校として、中
でも特に教師たちは、児童・生徒をデ
ジタルの世界に向けて導いていくこと
が必要である。
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教育とＩＴの融合の必要性教育とＩＴの融合の必要性

u教育そのものの質の向上
n 情報教育の適切な導入により、より魅力的な授業を実現
n 社会に求められる、情報に強い児童・生徒の育成

u社会構造基盤変革に対応した労働者の創出
n 情報を創造､分析､変換､交換する能力の育成が不可欠

u世界的な理数系離れの加速防止
n エンジニア不足による､産業成長の停滞懸念

n ＩＴ業界への人材確保
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教育におけるコンピュータ使用の教育におけるコンピュータ使用の
歴史的諸段階歴史的諸段階
u教育の場におけるコンピュータ採用の歴史的諸
段階

研究科目としてのコンピュータ
nコンピュータ･サイエンス
nコンピュータ・プログラミング
nリテラシー　等

u教科としてではなく、ツールとしてのコンピュ
ータ
n全科目に組込まれること
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受動的学習　> 能動的・インクワァイリー・ベースド・ラーニング

シングル・メディア > マルチ・メディア

独立的作業 > 共同作業

情報の伝達　　 > 情報の交換

事実認識　　　 > より高度な思考

教員主体　　　 > 児童・生徒主体

教育におけるコンピュータ導入の
主なメリット
教育におけるコンピュータ導入の教育におけるコンピュータ導入の
主なメリット主なメリット

テクノロジは、意思決定、分析、コミュニケーション、児テクノロジは、意思決定、分析、コミュニケーション、児
童・生徒間の協調のスキルを促進するための学習方童・生徒間の協調のスキルを促進するための学習方
法を変えている法を変えている
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日本では・・・日本では・・・

u日本の学校におけるコンピュータ設置台数の達成状
況は、805,283 台 （計画達成率　92.2%) 平成11年末

u平成11年度末のインターネット接続率は、57.4%
uＬＡＮにより設置している学校は、７０．１％

u２００５年度までに、すべての公立小・中・高等学校等が､
各学級の授業においてコンピュータが活用できる環境の
整備を行えるようにする。（ミレニアム・プロジェクト）

平成１２年情報教育実態調査（文部科学省）



22

「「技術と教育の面に関して、根強く続い技術と教育の面に関して、根強く続い
ている問題点の一つに、技術には真っ先に飛ている問題点の一つに、技術には真っ先に飛
びつくくせに教育問題は後回しにする人が大びつくくせに教育問題は後回しにする人が大

変多いことがある」変多いことがある」

ハーバード教育大学院ハーバード教育大学院
教育技術センター教育技術センター

マーサ・ストーン・ウィスク博士マーサ・ストーン・ウィスク博士
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教育とＩＴの融合への課題・日本教育とＩＴの融合への課題・日本
の現状の現状

u教育委員会のリソース確保
n ハードウェアの整備　（実行中）
n 発信型学習における情報教育のあり方への正しい認識　？

n 地域独自の情報教育への取り組みのプラン策定　？
n 人材（教員、メディアコーディネーター）の確保
l指導主事の習熟度、理解度向上　？（地域差大）
l研修予算の配分　？

l教員のメディアリテラシー向上のための研修実施

– ＩＴの使い方　（ほぼ終了。成果は地域差大）

– ＩＴの活かし方　？　
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教育にテクノロジを広く活用する教育にテクノロジを広く活用する
ための主な障害ための主な障害

n コンピュータへのアクセス
n適切で、使いやすいソフトウェアがない
n教育水準に関連したコンテンツ
n技術と生徒の間の相互作用を取り入れた
様々な教育方法による教員研修
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カリキュラムへのデジタルコンカリキュラムへのデジタルコン
テンツの開発と投入は不可欠テンツの開発と投入は不可欠……

デジタル学習によると、学習過程がこれまデジタル学習によると、学習過程がこれま
で以上に面白くなるばかりでなく、で以上に面白くなるばかりでなく、2121世紀世紀
で成功を収めるために児童・生徒たちが必で成功を収めるために児童・生徒たちが必
要とするスキルを開発することができる要とするスキルを開発することができる

Source: Source: CEO Forum, CEO Forum, School Technology and Readiness ReportSchool Technology and Readiness Report, June 2000, June 2000
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私たちが直面する主な挑戦私たちが直面する主な挑戦

uデジタル社会に適応する十分な準備のために、私
たち自身はもちろん、子どもたちや学校がなすべき
ことはたくさんある

u目覚しい発展を遂げるテクノロジの世界に必要な道
具を児童・生徒に供給するために教育システムはた
いへん重要な役割を果たす

u教育システムの再構築には時間、労力、及び、産学
とコミュニティとの協力が必要である

ＩＴへの投資は決して贅沢なものではなく、ＩＴへの投資は決して贅沢なものではなく、
教育課程の主要な部分である教育課程の主要な部分である



インテルの教育への取り組みインテルの教育への取り組み



28

教育とＩＴの融合の必要性教育とＩＴの融合の必要性

u教育そのものの質の向上
n 情報教育の適切な導入により、より魅力的な授業を実現
n 社会に求められる、情報に強い児童・生徒の育成

u社会構造基盤変革に対応した労働者の創出
n 情報を創造､分析､変換､交換する能力の育成が不可欠

u世界的な理数系離れの加速防止
n エンジニア不足による､産業成長の停滞懸念

n ＩＴ業界への人材確保
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サイエンス･フェア（ＩＳＥＦ）サイエンス･フェア（ＩＳＥＦ）

Intel ® International Science and
Engineering Fair

u 年間を通して世界規模でサイエンス･フェアを実施。100万人
もの学生が参加。

u 毎年5月には、約４０国から1,３00人の学生がフェアに参加。
14の科学の分野とひとつのチームプロジェクトの分野で研究
の結果を競い合う。
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IntelIntel®® Computer Clubhouse Computer Clubhouse 
NetworkNetwork

•マサチューセッツ工科大学のラボとボ
ストンのコンピュータクラブハウスによ
ってカリキュラムを開発。
•学校外の学習環境として、クラブハウ
スがネットワークに接続。
•2003年までに、全世界で100のクラブ
ハウスを5万人の若者達に提供予定。
•パートナー: Adobe, ATAS, Hewlett 
Packard, Macromedia, AutoDesk, 
Haworth, Bill and Melinda Gates 
Foundation等
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ネットワークネットワーク
接続接続

適切な適切な
ハードウェアハードウェア

適切なコンテンツ適切なコンテンツ教師の教師の
専門性開発専門性開発
＝教員研修＝教員研修

教育にテクノロジを有効にとりいれるた教育にテクノロジを有効にとりいれるた
めのモデルめのモデル
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教員研修教員研修適切な適切な
ハードウェアハードウェア

適切なコンテンツ適切なコンテンツネットワークネットワーク
接続接続

¥¥

教育におけるテクノロジの効果的導入における教育におけるテクノロジの効果的導入における
教員研修の役割教員研修の役割



33

米国でコンピュータ使用による児童・生徒の目的達成
への影響を調査したところ、 適切なコンピュータ使
用の訓練を受けた教員に指導を受けた中学2年生
の生徒は、訓練を受けていない教員に指導を受け
た生徒に比べ、３５％も高い得点を取ることが判明
。

質の高い教育のために教員研修は効果を発揮する質の高い教育のために教員研修は効果を発揮する

SOURCE: Educational Testing Service, "Does It Compute?," an analysis of 
1996 National Assessment of Education Progress.  Milken Education Exchange
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“コンピュータは魔法の箱ではありません。
教員が魔法使いになるのです。”

Intel CEO Craig BarrettIntel CEO Craig Barrett
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情報教育教員支援プログラム情報教育教員支援プログラム

• 学習方法の改善のため、既存のカリキュラムにコン
ピュータ・テクノロジを有効に取り入れる研修を実施

• 設備、教材の開発に100万ドルの投資。

• パートナー: マイクロソフト社
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IntelIntel®® Teach to the FutureTeach to the Future　　プログラムプログラム

u目的: コンピュータ・テクノロジが、児童・生徒を魅了し、やる気
を起こさせ、最終的には学習効果を増大させるような道具とし
て活かされる方法を学ぶ機会を教員に提供する
uゴール: 2002年末までに世界20ヶ国で５０万人の教員を研修

する
n現在までに24カ国で30万人以上が受講

uインテル研修成功のための主要項目:
nカリキュラム – 94% の受講者が児童・生徒の活動にテクノロジを導入するにあ

たってIntel®Teach to the Futureプログラムは有効と回答

n政府の支援– インドと中国においては政府の支援により予定の2倍の教員が受
講
nトレイン・ザ・トレーナ・モデル– より多くの教員の受講を促進
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IntelIntel®®Teach to the FutureTeach to the Futureサポート体制サポート体制

u教育とITの融合のために
必要な人材（指導主事・教
員）育成のための研修を
サポート

u　小・中・高校の教員を対
象に無償で提供

u講師派遣、教材　など

u　リテラシー研修の次のス
テップとして､授業での活か
し方を提案

u各参加教員が授業案と教
材を36時間で作成する教
員主導型カリキュラム
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２００２年度プログラム実施形態２００２年度プログラム実施形態

受講者の募集・管理、研修施設の提供（ハード＆アプリケーション）
アシスタントトレーナーの提供と

リーダーによる一般教員研修の申し込み取次ぎとそのサポート

教育委員会の役割

県・市教委

文部科学省

学校 学校 学校

＞3000教育委員会

教育指針の策定

予算管理
方針決定

実施計画・管理

学校レベルでの実施

<Intel®Teach to the Futureプログラムの役割>

県単位200人以上
市単位100人以上での参加

学校長推薦のリーダー的存在の
先生の参加
自主的な一般の先生の参加

<役割>

独立行政法人教員研修センターでの
研修メニューに採用（150名）
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u 公立小学校・中学校・高校教員向け　　　＜一般研修＞　　　
現役教員対象　　（授業を担当する教員対象、校長等の管理者を除く）

u 公立小学校・中学校・高校教員向け　　　＜リーダー研修＞　
　　　教育委員会の指導主事は特別受講対象

u 公立小学校・中学校・高校教員向け　　　＜リーダーによる一般教員研修＞
　　　校内研修等での校長等の管理者を含む現役教員研修　

　　　　

u 私立小学校・中学校・高校教員向け　　　＜一般・リーダー研修＞

　　　　　※２００２年７，８，９月を除く時期のテスト実施予定

u 教員養成課程学生向け　　　　　　　　　　　＜プリサービスプログラム＞
大学講師による正課科目へのカリキュラム提供 　

　　　　　　※２００２年４月よりパイロット実施

２００２年度実施メニュー２００２年度実施メニュー
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情報教育教員支援情報教育教員支援WebWebサイトサイト

受講者が作成した
単元プラン

100件
（02年３月末現在）

受講者が作成した
単元サンプル

10件
（02年３月末現在）
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情報教育教員支援Ｗｅｂサイト情報教育教員支援Ｗｅｂサイト

日本では、

www.intel.co.jp/jp/education

www.intel.com/education
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アジアでの状況アジアでの状況
u 情報教育を主眼においた政策の強化

n 中国 :“教育にＩＴを“キャンペーン - 2010年までに初等・中等教育70万校のうち90％以上
をインターネットに接続。９０％以上の初等中等の学校がＩＴのカリキュラムを導入。（プ
ロジェクト開始　2000年、10月）

n インド: 文部省が90万校全てに10年間でコンピュータ導入予定。2008年までに236万7千
人のＩＴ専門家を育成するための教育システムを構築。

n 韓国: 全ての学校へのコンピュータ導入終了。文部省が高校1年生 未満の主要9科目に
おいて最低10％以上のコンピュータ使用を義務化。

n フィリピン: 教育予算は情報化に主眼をおき、2002年度予算中2番目。　
(２０億5千万米ドル)

u 各政府とも学校への情報、コンピュータ技術の導入成功の鍵は教員研修が握っていると
認識
n 中国のガーデナー・プロジェクトは、全ての幼稚園から高校の教員の質の向上を目的とし

、2002年までに市町村レベルで100万人の教員研修を終了する。

n インドの学校コンピュータ導入プロジェクトはカリキュラムとテクノロジの融合には、教員
研修が必要不可欠であると位置付けている。
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中国中国
より多くの教員により大きなインパクトを提供するため政府が協力より多くの教員により大きなインパクトを提供するため政府が協力

u文部省が教員研修を主な課題として認識:
n “ガーデナー・プロジェクト“

l 幼稚園から高校までの教員の質のさらなる向上; 2002年までに屋台骨となる1万人の教員を国
レベルで研修 、10万人の教員を都道府県レベルで研修、100万人の教員を市町村単位で研
修

uインテルは教員研修のための主要なパートナーとして認識されている
n文部省は “Intel® Teach to the Future” を国の“幼稚園から高校までの 教員

研修プログラム” の一部として裏書を発行

nその裏書とともに、“Intel® Teach to the Future” 受講者は、“幼稚園から高校
までの 教員研修プログラム” によって命じられている研修の継続的な教育クレ
ジットを取得
l これらは、受講への大きな動機付けに
l 2001年には政府の協力により予定の2倍の教員が受講

n政府の協力によりモンゴル内陸部自治区、カンスー, チョンチン、ウイグルを含
む西部へもプログラムを拡大
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中国文部省による　“幼稚
園から高校までの教員研
修プログラム”がインテル
の支援を受け行われるこ
とを表明した裏書。
このイニシアティブにより、
受講する教員は継続的な
教育のクレジット取得が可
能に。
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インドインド
より多くの教員により大きなインパクトを提供するため政府が協力より多くの教員により大きなインパクトを提供するため政府が協力

u政府の学校のコンピュータ導入の過程において教員研修はたいへん重要
な位置付けにある: クラス・プロジェクトからの学び

uインテルは、教員研修のための主要なパートナーとして認識される
n スマート・スクール・パイロットのカリキュラムのローカライズ、スケジュール調整、実施な

どのために中央政府が協力
l 2002年末までに中央政府管轄の主要１０００校以上のマスター・ティーチャ（地域のリーダー教

員）を研修するための計画を実施中

n 未来の教員である教育学部の全生徒が研修を終了するために中央政府が協力
l パイロットプログラムを実施
l 2つの大学がすでにカリキュラムを導入

n コンピュータ導入終了の学校のマスター・ティーチャ（地域のリーダ教員）を研修するため
に主要な州政府が協力
l 15の主な州で、15万人の教員を研修

n インテルの役割: カリキュラムの供給とマスター・ティチャ（地域のリーダー教員）の研修

n 政府の役割: 学校への参加呼びかけ, マスター・ティーチャ（地域のリーダー教員）が地域
で研修をするためのサポート等
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インド政府の教育サイトではインテルの学校でのＩＴの活用方インド政府の教育サイトではインテルの学校でのＩＴの活用方
法のカリキュラム開発への貢献を承認している法のカリキュラム開発への貢献を承認している

インドにおいて、インテル
はインドの教育の質をさら
に向上させうるテクノロジ
の導入を図るため、文部
省と協調した最初の民間
企業である。そのパートナ
ーシップはたいへん実り多

いものである。

M K M K KawKaw, Secretary, , Secretary, 
Department of EducationDepartment of Education

MHRD, Government of IndiaMHRD, Government of India
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協調の必要性協調の必要性

u教育は全ての人々にとって重要 : 私たち社会全体にとって、も
っとも重要な課題のひとつであり、未来は教育にかかっている

uテクノロジが社会に浸透していくに従って、テクノロジ・スキル
は基本的な技能として要求されるー教育おいてテクノロジは
必須項目のひとつになる必要がある

u大きな広がりとインパクトをもたらすためには、私たちはともに
手を携え、ともに挑戦する必要がある
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まとめまとめ

uデジタル時代はすでに到来しています。教室への導入
は必然で、時機を得たものと言えます。コンピュータ
は、デジタル時代の紙と鉛筆なのです。

uコンピュータ技術をカリキュラムに組み込み、その実
践性を活かせば、学習・指導効果は増進されるでしょ
う。

uそのためにはまず、教員の研修が必要なのです。

行動を起こすのは、今行動を起こすのは、今行動を起こすのは、今
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“コンピュータは魔法の箱ではありません。
教員が魔法使いになるのです。”

Intel CEO Craig BarrettIntel CEO Craig Barrett



質疑応答質疑応答

http://www.intel.co.jp/jp/education/


