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あ ら ま し

1960年代に誕生したコンピュータは様々な産業のインフラとして浸透し，パソコンの
誕生，インターネットの誕生を経て，今では，私たちの生活に欠くことのできない存在

となっている。また，技術の発展に加え，経済や社会の発展とともに変化してきた消費

者意識や社会価値観に呼応し，ICTのデザインは，「モノ」作りから「コト」作りに変化し，
お客様に対するサービス志向のデザインが広く求められる存在になった。一方で，未来

の社会を担う子どもたちが学ぶ学校は，私たちの一般生活に比べ，驚くほどICTは活用さ
れていないのが現状である。2011年から総務省の政策として「フューチャースクール推進
事業」が始まり，今まさに学校教育の現場にICTの導入が開始された。
本稿では，ICTの導入を契機と捉え，未来の大人を育てるためにあるべき学校の姿を，

デザイナーが現場の先生方と描き，未来の社会を担う子どもたちに必要な授業のあり方と

学校現場に必要なICTについて探究したプロジェクト，「学びのデザイン思考」を紹介する。

Abstract

Transistor-based computers came into being in the 1960s and became widespread 
as an infrastructure of various industries.  Through the birth of personal computers 
and the Internet, information and communications technology (ICT) has now become 
essential to our lives.  In response to the changes in consumer awareness and social 
values that took place along with the development of economy and society as well as 
technology, ICT design has changed from “monozukuri” (manufacturing of products) to 
“kotozukuri” (creation of new systems).  This has created a wide demand for design that 
is oriented toward services for customers.  Meanwhile, schools, where children that will 
lead the future learn, in fact surprisingly lack ICT as compared with our general lives.  
The introduction of ICT to schools has just begun with the Future School Promotion 
Project, a policy of the Ministry of Internal Affairs and Communications, which was 
launched in 2011.  With the introduction of ICT as a turning point, this paper presents 
the Design Thinking for Future Schools, which is a project where designers cooperate 
with teachers at the front line to create an ideal school for cultivating future adults and 
to explore the concept of classes required for children who will lead our future society 
and the ICT necessary for schools. 
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学びのデザイン思考
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（2） 「アイディア出し」のプロセス＝問題解決に向
けたアイディア出し

・物語に沿ってアイディア出しをする。
・アイディアを基にプロトタイピングを繰り返す。
・物語に沿ったデザインコンセプトが見えてくる。
（3） 「洗練」のプロセス＝モノ，サービス，組織，
マネジメントなどの最終案の作成

・デザインコンセプトを基に最終プロトタイプを構
成する。

・最終プロトタイプと物語の整合性を検証する。
・顧客・現場・経営に「響く物語」として最終案を
まとめる。
ここで言う物語とは，問題が解決された「あり
たい姿」を言語化したものであり，その最終案が「響
く物語」である。
三つのプロセスにおいて注目すべきはユーザと
デザイナーが一体となって実施することにより，
モノやサービスに加え，組織やマネジメントその
ものをデザインすることも可能なことである。
近年，生活者や社会の価値観が多様化し，以前
のようにマーケティングの手法を用いて，市場や
ユーザの声を定量的に聞き，統計的な分析からヒッ
ト商品を企画することが困難になったと言われて
いる。このような状況においては，ユーザにデザ
インの現場に参加してもらい，新しいアイディア
を一緒に考えながら形にし，いち早く商品を市場
に出して検証と改良を続けることが有効であると
考えられている。この方法の最も重要なものは「響
く物語」すなわち，常にありたい姿を実現する商
品を出し続けるブランドとして市場に浸透させる
ことである。また，組織やマネジメントをデザイ
ンするときも全く同じで，「響く物語」，すなわち
経営者の信条を顧客と社員にぶれずに伝え，浸透
させることが重要であり，その「響く物語」に沿っ
て行われる変革は果たすべき約束として受け入れ
られるということである。
本稿で述べる「学びのデザイン思考」は，未来
の社会を担う子どもたちに必要な学校の姿（学校
としてのブランド再構築），未来の大人を育成する
のに必要な授業の姿（学校が提供するサービス）
を描くことであり，その姿を実現するのに必要な
ICTのあり方を考察するプロジェクトである。

ま　え　が　き

ICTは1960年代から多くの産業のインフラとし
て導入され，顧客と現場と経営の三者をつなぐ関
係性の中で，数々のイノベーションをもたらして
きた。特にインターネットの普及は，経営と顧客
の近接性を高め，双方の意思決定のスピードを速
めたことで，企業の現場組織や「人々が働く場の
構成」は大きく革新され，働く人のワークスタイ
ルは変化し続けている。ICTのデザインも当初は，
人とICTの関係性に注目し，美しく，使いやすく，
分かりやすい，「モノ」作りからスタートしたが，
今では顧客・現場・経営の三者の関係性に注目し
た「コト」作りのデザインへと変わったのである。
例えば小売りのシステムの場合，デザイナーは店
舗のフロントとバックヤード，物流センター，本
部の三者を注目する必要があり，店舗業務におけ
る顧客満足度，従業員満足度，業務全体の効率性
に配慮したデザインを考察する必要がある。そし
て提案するデザインの範囲は，現場で使用するハー
ドウェア，人とのインタフェース，場のデザイン，
働き方や接客の仕方など，ビジネス全体を最適化
するデザインが求められている。いわば複数の「コ
ト」の関係性を最適化することであり，経営に寄
与するデザインが求められていると言える。
ここで経営とデザインの関係に注目してみたい。
昨今，「デザイン思考」というタイトルが含まれる，
経営やマネジメントの書籍を多く見かけるように
なった。多くの書籍が述べる「デザイン思考」の
共通点は，デザインを考えるプロセスに着目して
いることである。デザイン思考は，「気づき」「ア
イディア出し」「洗練」の三つのプロセスで構成さ
れ，これは「モノ」作りでも，「コト」作りでも，
配慮すべき範囲が違うだけで，デザインプロセス
は全く同じである。以下に三つのプロセスの概要
を記す。
（1） 「気づき」のプロセス＝フィールド観察
・現場に出向きそこで行われていることを観察する。
・その観察を基に問題点と気づいたことを解決する
仮説を立てる。

・仮説を検証し問題解決に向けた物語を作る。

ま　え　が　き
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ショップを実施する。
・ワークショップで得た問題意識と思いを基に物語
を構成する。

（2） 「アイディア出し」のプロセス＝ビジョンを基
にモデル授業のデザインを実施

・物語に沿って担任の先生とアイディア出しをする。
・アイディアを基にプロトタイピングを繰り返す。
・物語に沿った授業のコンセプトが見えてくる。
（3） 「洗練」のプロセス＝モデル授業の最終案をデ
ザイン

・授業のコンセプトを基にモデル授業の最終案をデ
ザインする。

・「響く物語」としてプロジェクト全体のまとめを
行う。
次にプロセスの構成に沿ってプロジェクトを紹
介する。

気　　づ　　き

ここ30年で日本の社会は大きく変わったと言わ
れているが，フィールド観察の結果，小学校の現
場は過去の記憶と大きく変わったところがないこ
とに気づくのである。小学校は社会人として生き
ていく基礎を学ぶ現場なのであるが，将来を見通
すことが困難な時代を迎えている日本社会におい
て求められる社会人像は30年前と同じなのであろ
うかという問題意識に至る。
● 先生方の持つ問題意識を引き出し共有する

ワークショップの設計
「混迷の時代だからこそ，モノやコトの本来的な
意味を捉え，自らがビジョンを持ち自律的に行動
することができる社会人が求められる」を，ワー
クショップ設計の仮説として設定した。また，ワー
クショップを行う目的は，日常化された学校生活
の中で，先生方の深層心理の中に埋もれて，気づ
きもしなくなった問題意識の掘り起こしである。
鎌倉小学校はどうあったらよいのか，授業のあり
方を含め，「授業デザイン研究」としての物語を構
成するための材料を掘り起こすのである。ワーク
ショップ設計のポイントは以下のとおりである。
（1） 参加者の既成概念を外す
モノやコトの本来的な意味を捉えながら対話を
するための題材を用意する。題材は，身近な衣食住，
国々の文化などを表現する象徴的なコラージュ 2枚

気　　づ　　き

プロジェクトの背景

歴史的にもイノベーションが起こる事例は，蒸
気機関や半導体の発明など，新しい技術革新が起
因していることが大半である。しかし，ICTが社会
に浸透した現在においては，「iPod＆iTunes」のよ
うに，ユーザがやりたい「コト」と，サービス提
供者のビジネス全体を最適化する，いわばビジネ
スモデル革新が起因する事例も増えてきていると
言える。
誰もが音楽はレコード店でCDとして買い，デー
タをパソコンに入れ，それから携帯プレーヤに入
れる。当時はこの行為が常識であり，多くのユー
ザは疑問すら感じずに音楽を楽しんでいたと思わ
れる。この一連の煩雑な行為に疑問を感じた気づ
きがイノベーションをもたらしたと想像すること
は容易である。つまり，より多くの気づきの中か
らイノベーションが生まれる可能性があり，デザ
イン思考に対する期待は大きい。そして「気づき」
のプロセスが上流工程として大変重要な意味を持
つのである。
富士通デザインでは，2009年より，イノベーショ
ンのためのデザイン思考をテーマに様々なワーク
ショップメソッドの開発を続けている。その中で
著者が担当していたのが，デザイン思考の「気づ
き」のプロセスの中に登場する，ユーザと協働で
物語を作るワークショップメソッドであり，2011年
当時はメソッドをブラシュアップするための実証
実験テーマとモデルユーザを探していた。第一号
のモデルユーザに手を挙げてくださったのが国立
研究校である横浜国立大学附属鎌倉小学校の「授
業デザイン研究」に取り組む現場の先生方のグルー
プであり，「学びのデザイン思考」をプロジェクト
として始めた背景である。

プロジェクトの構成

以下に2011年度に実施したプロジェクトのプロ
セス構成を示す。
（1） 「気づき」のプロセス＝学校を中心に学びの
フィールド観察

・デザイナーが小学校の子どもたちと数日間学校生
活をともにする。

・その観察の気づきを基に物語を考えるワーク

プロジェクトの背景

プロジェクトの構成
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を活用し，各自の捉え方の違いや背景を対話する
ことで，人，家族，社会における個人の関係性を
明らかにしていく。そうすることで，日常的に無
意識に行動していることの本質を再認識し，新た
な気づきが生まれる。
（2） 深層心理を聞く
参加者の深層心理にある本音を引き出すため
に，その場で結論を求めない対話型のファシリテー
ションを行う。日々，多くの方が職場で行ってい
る会議は，時間内に一定の結論を出すことが目的
であり，上手な会議の進め方は，一歩譲って落と
し所を作ることにある。会議の目的とその成果は
分かりやすいものであるが，出た結論はあるべき
解決には程遠く，その結論を物語にしたところで，
特別な感動はなく想定範囲内ということになりが
ちである。イノベーションにつながる気づきは対
話の中から生まれ，見落とすことなく，対話の中
から探すことが重要だと考えられる。
（3） 心理の中に存在する客観的事実の見える化
参加者の発言を客観的事実として残すために
ワークショップの進行を録音すると同時に複数人
のドキュメンテータを採用する。結論を求めない，
対話の中から参加者の本音と思いを物語に変換し
ていくので，中立な第三者となり得るデザイナー
の活躍が必要である。
（4） 振返りシートを用意する
ワークショップ終了後に参加者各自に振返りを
お願いするためのシートを用意する。ワークショッ
プが終了して，しばらくすると思いつくことも少
なくはない。ドキュメンテータが物語に変換する
ための確認資料の意味も含め，振返りシートの記
入は不可欠である。
具体的に実施したワークショップの全体構成は
以下のとおりである。
第1回　自分と社会との関係性について対話する
ワークショップ
ゴール：先生方が大切にしたい共通価値観を可視
化する（哲学）
第2回　今後，鎌倉小学校が向かうべき方向性を対
話するワークショップ
ゴール：先生方が大切にしたい価値観を物語に変
換する（戦略）
第3回　子どもたちに育ってほしい人物像について

対話するワークショップ
ゴール：授業をデザインするのに必要な要素を可
視化する（戦術）
● ワークショップで得た問題意識と思いを基に

物語を構成する
物語は参加者が共通に（「授業のデザイン研究」
のグループとして）大切にしたい価値観を基点に，
将来に向けて進みたい方向，そのためにどのよう
な行動をとることを約束するかを明記したもので
ある。したがって，全員が共感を持ち具体的な日々
の行動を起こせることが必須であり，「哲学」「戦
略」「戦術」の要素から成る組織ビジョンとして構
成する必要がある。ワークショップから構成した
2012年度「授業デザイン研究」グループの「学び
のビジョン」は，次のとおりである。
（1） 未来の社会で求められる力を育む（哲学）
・人としての根っことなるヒューマンスキルを育
てる：人と社会の多様な関わりの中で，自らがア
イデンティティを持ち歩んでいける人に育てる。

・人としての枝葉となる多様性を育てる：子どもた
ちの多様な個性を育て，新しい価値を創り出すこ
とができる人に育てる。

（2） 子どもたちの学びと先生の役割（戦略）
・人としての根っことなるヒューマンスキルを育
てる：先生は真摯に向き合い，子どもたちと経
験をともにすることで，人としてのあるべき姿勢
を探究し続ける。

・人としての枝葉となる多様性を育てる：先生は知
識を教えるばかりではなく，子どもたちが新しい
経験を得るための行動の導き手となり続ける。

（3） 子どもたちとの授業のデザイン（戦術）
・人としての根っことなるヒューマンスキルを育
てる：クラスの対話の中から子どもたちが自ら
課題を設定し，クラス全員で行動ができる授業を
デザインする。

・人としての枝葉となる多様性を育てる：様々な視
点を紹介し，視座を高めることから答えのない命
題にチャレンジする授業をデザインする。

アイディア出し

「気づき」のプロセスを終えて，「日常の中で薄
れていたことを改めて再認識し整理ができた」と
いう気づきがワークショップに参加した先生方に

アイディア出し
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また，子どもたちの学びの場は学校の中だけで
はなく，地域との関係性の中に育まれることが重
要である。鎌倉の特長を捉えた授業のテーマ設定，
父兄の方々の理解，地域の方々の協力を得ること
ができたのも物語に共感してもらえたからである。
先生が真摯にどのような学びを子どもたちに経験
として育ませたいか，熱弁を振るうことができる
物語があってこそ新しいチャレンジは生まれるの
である。

2011年度4年3組で実施したプロトタイプ授業の
流れを簡単に紹介する。
「情報・知識」のフェーズは，「仮想水（暮らし
のなかに“見えない水”）」について鎌倉に日本支社
を置くPatagonia様の協力を得て学ぶ。牛肉を1 kg
生産するのに必要な水は15 497 L，トウモロコシ
1 kgを生産するのに必要な水は909 L，ジーンズ
1本は11 000 Lである。
また，人間の体の60％が水で構成され，人が人
間らしい生活を営むには最低1日5 Lの水が必要であ
る。大河のそばに人類が文明を築かざるを得ない理
由は，子どもたちも実感として理解が可能である。
そして，地球上の水の97％が海水で，人類56億人
が利用できる水はわずか0.0001％である。

生まれる。想定外のことが起こることがなければ，
多くの生活者は日常的な行動に対しては，さほど
特別な意識を持たずに行動していて，再認識の中
に気づきが生まれるということはイノベーション
に向け，一歩前進したと考えてよい。
「アイディア出し」のプロセスにおいては，構成
された物語（哲学・戦略・戦術）を基に具体的な
授業のプロトタイプをデザインすることである。
デザインしたプロトタイプ授業のプロセス構成と，
「総合的な学習の時間」として構成されてきた今ま
での授業のプロセス構成を図-1に示す。
プロトタイプ授業の特長は，フィールドワーク
を通して収集した情報を分析して，学級全員の見
解をビジョンとして整理し，約40人の子どもたち
自身ができる具体的な行動を実行するところにあ
る。プロトタイプ授業そのものが「デザイン思考」
のプロセスになっていると考えてよい。また，プ
ロトタイプ授業として完成させるまでの思考錯誤
は，小学校4年生の子どもたちにどのようなファシ
リテーションを先生が行えば，子どもたちの視線
で「気づき」が生まれ，「アイディア出し」ができ，
「洗練」された自主的な行動につなげさせることが
できるかにあった。

図-1　プロトタイプ授業と「総合的学習の時間」授業のプロセス構成

「総合的な学習の時間」における探究的な学習のプロセス（参考）

学びのデザイン思考における探究的な学習のプロセス

情報・知識 経験・調査 気づき アイディア ビジョン 行動

表現整理・分析情報の収集課題の設定

学習テーマ 現場観察 問題意識 解決策 響く物語 最終案

体験活動 振返り
気づき まとめ 発表する

気づき アイディア出し 洗練

気づき 理解

体験と経験

体験と経験

理解 行動

表現



FUJITSU. 64, 2 （03, 2013）198

学びのデザイン思考

ICTはあくまで便利な道具であるべきで，道具を使
うことを目的にした授業であれば大人になってか
らパソコン教室に通うことで十分である。ただし，
道具の誤った使い方は，事故につながる危険をは
らんでおり，道具を使うリテラシーは授業の中で
学ばせる必要があるという結論に至る。
そして授業のコンセプトを基にデザインする最
終案のもう一つの課題は，「総合的学習の時間」に
加え，国語・算数・理科・社会などの授業の中に
ICTを利用することで学びが広がり，子どもたちの
対話が深まるシーンを組み込むことである。
理科，社会の授業モデルとして最終案のプロセ
スを図-2，図-3に示す。「理科」と「社会」のモデ
ル授業は，まさに2012年2・3学期にプロトタイプ
授業の進化版として実施している最中である。構
成の特長は，「情報・知識」「経験・調査」「気づき」
のフェーズに広く情報を得るためのICTツール（イ
ンターネット検索ツール），全員で議論を深めるた
めのICTツール（マーナビゲーション），そして最
終成果としてクラス全員の見解をビジョンとして
社会に発表するためのICTツール（ソーシャルメ
ディア）を導入している点である。また，情報リ
テラシーの指標を図-4に示す。情報リテラシーと
は，子どもたちがICTを利用する学びのコンピテン
シーとして，「使うためのスキル」「メディアの理解」
「コミュニケーション能力」の順に3階層で位置付
けている。
モデル授業の最終案は，2012年度のプロジェク
トとして現在進行中である。また，「響く物語」に
ついては，2012年度「授業デザイン研究」グルー
プでまとめた案を鎌倉小学校の教職員全員で鎌倉
小学校ビジョンとして共有できるよう，先生方自
らがデザイン思考のプロセスに沿って，2013年度
に向けた研究の方向性としてまとめる予定である。

イノベーティブな人材の育成

「学びのデザイン思考」を通して実証されたこと
は，導き手となる先生の工夫で，小学校4年生の子
どもたちもデザイン思考のプロセスで思考し行動で
きたことである。すなわち経営やマネジメントに必
要な思考のプロセスを小学校の教育に取り入れるこ
とは可能で，未来の社会を支える経営者やリーダー
を早い段階から育成することが可能である。

イノベーティブな人材の育成

「経験・調査」のフェーズでは，水がいかに大切
なものかと実感した子どもたちは，校外授業の時
間を利用して水源探しに行くことを希望する。鎌
倉を流れる滑川は全長6 kmほどで，水源から河口
の由比ヶ浜，材木座海岸までを徒歩でフィールド
ワークをすることが可能である。
先生もそのことを知っていて「仮想水」を授業
の仕掛けにしたのであるが，子どもたちの導き手
としては成功である。フィールドワークは6グルー
プ構成で上流・中流・下流を探索した。
「気づき」のフェーズは，グループ発表である。
上流・中流・下流に分かれた各グループの報告か
ら得た共通の子どもたちの気づきは「水源の水は
飲めるほどにきれいであるが，河口に近づくにつ
れ，家庭排水，ゴミ投棄で汚れていく」という事
実である。小学4年生としても見逃せない問題とし
て，もう一度，原因究明のフィールドワークを実
施し，川のそばに住む人へのヒヤリングも自主的
に始める。
「アイディア」のフェーズは，客観的事実の見え
る化と課題の整理である。結果，水は大切なもの
であるにも関わらず，川が汚れていることに日常
的に問題意識をあまり持っていない大人たちへ働
きかけを行うアイディア出しを始める。
「ビジョン」のフェーズにおいては，「水の気持
ちになって考えよう! “Water Spirits”」をクラス全
員が共有する物語とし，各自の思いを込めたTシャ
ツを一人ひとりがデザインする。共通の哲学の中
に一人ひとりの思いが，一人ひとりの自信となっ
て可視化される，クラスのTシャツである。
「行動」のフェーズにおいては，1月に実施され
る学校開放イベント「まなビバ」での展示発表会
を子どもたち自らが主催する。また，滑川をきれ
いにすることについて子どもたち38人と鎌倉市長
との対談が実現する。クラスのTシャツを着てい
れば，一人ひとりが自信を持って対話に参加でき，
一人ひとりがぶれることなく物語を語る。

洗　　　練

モデル授業の最終案に向けた課題は，プロトタ
イプ授業のプロセスに含まれるどのシーンでICTが
活用できるか，またあるシーンにおいてどのよう
なICTが必要であるかを明らかにすることである。

洗　　　練
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いては，著者が担当している企業における人材育
成研修でも定量的に評価しながら計画的に育成を
することは困難である。それは年齢に合わせた精
神的な成長と密接に関係があるからであり，人格
形成の早い段階から身に付けていくようなもので
あると考える。

マネジメントに必要なスキルの構成を図-5に示
す。この構成図は一般的にマネジメント研修など
の講習でよく使われているものである。1階層目の
「知識と経験」については，従来からの学校での学
びにおいて十分対応できてきたと考える。ところ
が2階層目の「人間力」，3階層目の「思考力」につ

図-2　「理科」のプロトタイプ授業構成（ICT利用）

図-3　「社会科」のプロトタイプ授業構成（ICT利用）

学びのデザイン思考における探究的な学習のプロセス

気づき 洗練

学習テーマ

地球温暖化

学習教材

一般解

ICTツール

独自に調査

多様な視点

問題意識

ICTツール

コラボレーション
人と地球の関係性

ビジョン

私たちの見解

ICTツール

社会との
接点を作る

学習テーマ：地球温暖化について科学の視点で考えてみましょう！

なぜ地球温暖化が起こっているのでしょうか？
私たちの将来にどのような影響があるのでしょうか？

アイディア出し

学びのデザイン思考における探究的な学習のプロセス
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エネルギー
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学習テーマ：エネルギーについて社会科の視点で考えてみましょう！

クリーンエネルギーとはどのようなエネルギーでしょうか？
私たちが大人になったときにどのような社会であってほしいですか？

アイディア出し
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もたちの視座を高めることができ，先生と子ども
たちが使う道具であることが明らかになったと考
える。

2012年度は，前述のモデル授業をベースに，
ICTを活用しながら実験的に進めている。ICTは現
在製品化・サービス化されている検索ツール，他
点会議システム，グループ単位の意見を一覧化し
対話ができるマーナビケーション（1）である。

2012年度プロジェクトの結果についても，また
機会を頂ければ報告したいと思う次第である。

参 考 文 献

（1） 富士通ネットワークソリューションズ：デジタル
教材．

 http://jp.fujitsu.com/group/fnets/services/ictinfra/
digital_tm.html

プロトタイプ授業の特徴は，対話と思考プロセ
スにある。人間力を高める一つの方法は，対話を
通して広く多様な考えに対する許容力や自分の考
えを説明する能力を身に付けることである。また，
思考プロセスを習慣的に身に付けることが思考力
の向上につながることは自明である。そしてこの
二つの力を向上させていくことで，文化や風土，
歴史的な背景の異なる人々ともグローバルに活躍
できる，よりイノベーティブな人材の育成につな
がると考えられる。

む　　す　　び

 ICTのデザイナーのミッションはICTを活用し
た優れた製品・サービスを技術者とともに開発す
ることである。しかし，現在の学校のようにICTそ
のものがあまり活用されていない現場においては，
道具を使うことを目的にしない限り，帰納法的改
善をするすべがない。したがって，演繹

えき

法的改善
や変革，イノベーションを狙っていくアプローチ
こそが有効である。
授業のデザインとしてのプロトタイプモデルは
ほぼ完成と考えている。この授業の狙いは「人間力」
「思考力」の育成であり，ICTを使って更に広げ高
めることができれば良いのである。すなわち，学
校に必要なICTは，子どもたちの視野を広げ，子ど

む　　す　　び

図-4　子どもたちがICTを利用する
学びのコンピテンシー構成

図-5　マネジメントに必要なコンピテンシー構成
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