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＜学校教員＞
【東京都】 公立小学校（2名）、公立中学校（1名）、私立中学高等学校（4名）、私立大学教員（1名）
【埼玉県】 私立高等学校（1名）
【神奈川県】私立中学高等学校（2名）
【長野県】 公立高等学校（1名）
【愛知県】 私立高等学校（1名）
【三重県】 公立中学校（1名）
【大阪府】 公立小学校（1名）、私立中学校（1名）、私立中学高等学校（1名）
【奈良県】 公立小学校（1名）、私立中学高等学校（1名）、私立高等学校（1名）

＜学校教員以外＞
【東京都】 その他3名
【大阪府】 その他1名

参加者情報（24名）

21世紀ティーチャーズプログラム 年間報告書
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プログラム 内容 時期 場所 ページ

キックオフキャンプ 教師になった原点を振り返り、教育の課題と未来を考える 8月7日(月)～8月9日(水) フフ山梨 P.5～

ラーニング・デザイン・
セッション

学びの場のつくり方を学ぶ 9月17日（日）、18日（月） 東京 P.9~

ラボ

理事とともに参加者が自分たちの学びをデザインする
米倉誠一郎会長、鈴木寛理事、
児美川孝一郎理事、前野隆司理事

10月～11月に2回程度 東京

P.11~

理事の専門領域を活かしたラボ

12月9日（土）：前野理事
12 10日（日）：児美川理事

16日（土）：鈴木理事
17日（日）：米倉会長

各大学

授業の実践 ここまでの学びを活かし、生徒を対象に授業実践 2018年1月～2月 各学校 -

実践の共有・修了式 実践の共有とリフレクション 2018年3月11日（日） 東京 P.15~

・変化を楽しみ、学び続ける教師
・いつでもどこでも誰とでも、学びのよろこびをつくり出せる教師
・未来をつくる志と誇りと技術を持っている教師

【スケジュール】

【目指す教師の姿】

プログラム概要

21世紀ティーチャーズプログラム 年間報告書

【講師一覧】・・・P4



講師一覧
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米倉 誠一郎
一般社団法人
ティーチャーズ・イニシアティブ会長、
一橋大学イノベーション研究センター教授

鈴木 寛
一般社団法人
ティーチャーズ・イニシアティブ理事、
文部科学大臣補佐官、
東京大学・慶應義塾大学教授

児美川 孝一郎
一般社団法人
ティーチャーズ・イニシアティブ理事、
法政大学教授

前野 隆司
一般社団法人
ティーチャーズ・イニシアティブ理事、
慶應義塾大学教授

宮地 勘司
株式会社教育と探求社代表取締役社長

小田 理一郎
チェンジ･エージェント
代表取締役社長兼CEO

土屋 恵子
ラーニングデザインチーム、
組織開発コンサルタント

桑原 香苗
日本プロセスワークセンターファカルティ
有限会社フィールドシフト代表取締役

並木 通男
埼玉県立新座総合技術高等学校教諭、
千葉商科大学客員講師

後藤 拓也
講師・ファシリテーター

福島 創太
教育社会学者、
株式会社教育と探求社
開発グループマネージャー
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21世紀ティーチャーズプログラム 年間報告書

キックオフキャンプ
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【1日目実施内容】

【1日目の様子】

全国各地から集った、21世紀ティーチャーズプログラム受講生を対象として、
キックオフ合宿が行われました。

輪になって「どうしてここに来たのか」をそれぞれが伝え合うチェックインを皮切りに、
プログラムがスタートしました。

前半では、受講生に向けて、
米倉会長から現代が抱える課題とこれからの人材に必要なこと、
鈴木理事から国内の教育現状ことを踏まえた、熱いメッセージをいただきました。

後半では、教員となった自分の原点を見つめるワークを行いました。
当日初めて出会った仲間と共に自分と向き合い、
それを文字に書き起こし、言葉にして互いに伝え合いました。

１日をかけて過去の自分を今の自分に統合することで、
プログラムを受けるための基盤づくりを行いました。

キックオフキャンプ（2017/8/7）の様子

１．オープニングガイダンス
２．チェックイン
３．米倉会長、鈴木理事 ウェルカムメッセージ
４．チームビルディング
５．「私の履歴書」感想ディスカッション

６．写真のワーク
７．仕事について振り返る
８．年表のワーク
９．「私の履歴書」執筆・共有

キックオフキャンプ
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【2日目実施内容】

【2日目の様子】

二日目は対話のモードを体験した後、
未来についてみんなで考え、話し合っていきました。

４つ対話のモードをペアで実際に行い、自分がどの状態にいるのか眺めてみて、
今後自分で自由にモードを選んで動けるように体験を行いました。

また、システム思考を学び、
日々学校の中で起きている出来事の背景に何があるのかといった、
一見すると見えていないものに対しても意識を向けることを学びました。

トランスフォーマティブシナリオ・プランニングにも取り組みました。
目の前の子供をどう育ていくかを考える上では、その子供たちが生きる社会が
今後どうなるかを認識することが不可欠であり、
事前に各自がマテリアルを読み込んで認識した未来の社会を共有し、
一人ひとりが思う未来のシナリオをチームメンバーを語り合い、発表しました。
そして、その未来のシナリオの中で自分にできることを真摯に考え、語り合いました。

１．太極拳（任意）
２．チェックイン
３．対話の4つのモードを体験するワーク
４．メンタルモデル、システム思考

キックオフキャンプ（2017/8/8）の様子

５．トランスフォーマティブシナリオ・
プランニング

キックオフキャンプ
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【3日目実施内容】

【3日目の様子】

三日目の前半はメンバー同士でペアを組み、インタビューを行いました。
山梨の自然を深く感じながら歩き、お互いのことを思い合いながら、
相手の言葉に耳を傾け、生成的な対話を行い、
自分の気持ちと自身が描きたいこれからの未来に向き合いました。

その後、一人ひとりが描く、自分の理想の未来を粘土で表現していきました。
感覚を研ぎ澄ませて創り上げた、自分の未来をお互いに伝え合う中で、
様々な視点から、互いの考えを広げていきました。
そして、自分のビジョンを捉えた上で、未来の自分に向けた手紙を書きました。

午後には、これからのラボに向けたグループ分けと話し合いを行いました。
ここで決まったグループメンバーと、12月に実施される理事とのラボについて検討しました。

キャンプの締めくくりとして、チェックアウトをし、その場を閉じました。
どの参加者の言葉も一様に真摯で、どの方の表情も清々しく、
未来への可能性にあふれていました。
参加者の主体性ややりたいことを中心に据えながら、12月のラボに向けて学んでいきます。

１．太極拳（任意）
２．チェックイン
３．ハイポイントインタビュー
４．ビジョニング
５．振り返りワーク

キックオフキャンプ（2017/8/9）の様子

６．自分に宛てた手紙を書くワー
ク

７．ニーズを見つけるワーク
８．チェックアウト

キックオフキャンプ



9

【1日目】

高い志と探求心に満ちた先生24名が、キャンプから1月半後に再集結しました。
受講生一人ひとりが自分自身で、生成的な学びの場を自在にデザインして、実施できるように、
キックオフキャンプでの体験を素材として学びます。

午前中には、キックオフキャンプの意図、そして、それを達成するために、キックオフキャンプ
がどのようにデザインされていたかについて、キックオフキャンプのアクティビティ一つひとつ
回想しながら、「学びとは何か」、「自分にとっての最高の学びが起きた時、それはどうして起
きたのか」、「理想とする学びの場における「教師」と「生徒」の関わりはどういったものか」
ということを、それぞれの体験から考えました。
最後には、ミニトライとして、各ラボにお題が渡され、お題をもとにどのような場を作りたいか
をラボごとに話し合いを行いました。

【2日目】

1日目にお題として、「お互い初めて会う参加者同士がワークショップの場に到着するところから
お互いに知り合って、安心安全な場になるところまでを自由にデザインしてください」「参加者
には知識の量や経験の質、立場や役職の違う人が混ざっています。フラットで生成的な学習が起
こる場を自由にデザインしてください」が提示されたため、そのお題に沿って各ラボでゼロから
検討した学びの場をワークショップの一部というかたちで実践していきました。

各ラボのワークショップの実践後には、受講者同士でフィードバックをし合いながら、お互いの
実践を振り返りを丁寧に行っていきました。そして、フィードバックを踏まえつつ、12月のラボ
セッションに向けて、自分たちが実現したい学びの場が何であるのかについて、もう一度検討を
行いました。

ラーニング・デザイン・セッション（2017/9/17、18）の様子

ラーニング・デザイン・セッション
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21世紀ティーチャーズプログラム 年間報告書

ラボセッション
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【概要】

前野ラボでは、前野先生の提唱する幸せの四要件を学びながら、革新的な授業や生徒が主体的に学び始めるクラス運営について探求し、
自分たちの実現したい学びの場についてディスカッションを重ねていきました。当日は、自分の教師としての「教育観」を理解したり、
職員室内の他の教師との意識の違いや関係性を明確にしながら、組織における自分の居場所を考えることの重要性に着目したワーク
ショップが開催されました。

前半では、教室で起こる授業シーンを再現し、教師が作りあげた場と狙いに対して、生徒がどのように感じるのか、またその学びが予定
調和であるのか、生徒の主体性を育み自由で積極的な学びが起きているのかなどを話し合いました。後半では、前野ラボが独自に開発し
た「教師の幸せアセスメント」というツールに記入しながら、教師として自分の幸せを考え、受講者同士の対話を通じて、一人ひとりの
感じ方や価値観の共有を行っていきました。互いを知り、互いが承認し合える好循環のサイクルを回すことで、参加者の幸せの実現を目
指しました。

【受講者の声】

「学校や生徒のため、という前に一人の人として、自分自身の幸せについて考えることができてよかった。」

「対話が幸せになるためのキーであることに気づいた。幸せは自分からもつくりだせるものであると思った。」
「授業体験がおもしろかった。学校で行われる模擬授業はいい授業であるが、だめな授業を想定して、生徒の気持ちになることは、授業
を作りあげる上で、いい素材になると思った。」

「誰もが自分の気持ちを表現したいのだと思った。でも表現手段は静かにそれをあらわす子もいるなど多様である。活性している授業は
一見すると盛り上がっているように見えるが、それがそのまま生徒のハッピーにつながらないこともあることに気づけた。」

【当日の様子】

前野ラボ（2017/12/9）@慶應義塾大学の様子

ラボセッション
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【概要】

児美川ラボでは、「主体的な学び」とは何かについて繰り返し議論を行いました。当日は、「主体的な学びとは自分ゴトとして学ぶ
こと！」をテーマに、生徒だけでなはなく先生も共に自分ゴトとして学ぶために、どのような場があるべきかを考えるためのワーク
ショップを開催しました。

前半では、理想の結婚式をテーマにディスカッションするワークでは、様々に条件が設定されており、それが取り組みに向かう主体
性を阻んだり促進したりするということを体験しました。後半では、一人ひとりがどのような学びの場を作りたいのかの授業案を作
り、ポスターセッション形式で発表し合いました。まず生徒と先生が自分ゴトとして学ぶためのポイントをグループで探求しました。
そして受講者一人一人が自分が実施したい科目やテーマを決めて、生徒が本気で考え抜くための授業の導入や、教科の枠を超えた授
業の設定など自由に学びのプロセスを設計、発表しました。その後互いの発表にフィードバックし合う中で、会場は熱気に包まれま
した。最後には受講者全員で「主体的な学び」について考えていきました。

【受講者の声】

「おもしろいことは人と一緒にやることで作られていくのだと思った。話すことで新たな気づきを得ておもしろくなっていく。」

「主体的の根本は楽しさ。自分がやっていて楽しいと思うことを大切にしたい。」

「表現に苦手意識を持っていると言う大人も、やり方やその場の空気で表現が豊かになっているという状況を目の当たりにし、可能
性を感じた。」

「心が動くと、心が動かされた世界は自分ごとになるのだとわかった。」

「自分ごとであることを貫くことのできる環境をつくることが大切。」

【当日の様子】

児美川ラボ（2017/12/10）@法政大学の様子

ラボセッション
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【概要】

スズカンラボは教室での教員の在り方と生徒、同僚、その他周辺の方々に対する教員の巻き込み力に焦点をあててワークショップ
を行いました。

前半では、自分自身が認識している強み、共に学び続けてきた受講者同士のインタビューによって改めて気付いた自分の強みを可
視化しました。後半では、先生がアクティブか否か、生徒がアクティブか否かという組み合わせを用いて、アクティブ・ラーニン
グを実践していく方法について考えました。そのなかでは、実は「先生がアクティブではない（アクティブに見えない）けど生徒
がアクティブという状況が最ものぞむべき状態なのでないか」、「先生は元々みなアクティブなのにそうではなくなるための構造
的な要因や、出来事がある、それに立ち向かわなければならない」という本質的な議論が行われました。そしてワークの最後には
自分の新たな強みを活かして仲間を巻き込み、どんなビジョンを実現したいかをシートに記入し、受講者全員から激励や承認の言
葉をもらってワークをしめました。

”Bon voyage！”というタイトルで行われたこの日のワークショップでは、自分が持っている強みに気づくことで新しい武器を獲
得し、その武器を用いて仲間を巻き込む方法を考え、文字通りこれから現場に帰って取り組んでいく実践という旅にでていく準備
となる素晴らしいワークでした。

【受講者の声】

「共に学び続けてきたメンバーに自分が気付かなかった強みや魅力を伝えてもらったことで新しい気付きがあった」
「盛り上がっているだけがよいわけじゃない、先生が何もしなくても生徒がアクティブになることが重要だと思った」
「自分の学校の先生も巻き込み、改革を実現できるようにしたい」

【当日の様子】

すずかんラボ（2017/12/18）@東京大学の様子

ラボセッション
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【概要】

米倉ラボは「共生」をテーマに掲げ、対話によって自分を理解し、開示し、相手を理解したうえで未来の教育を描いていきました。

前半では、パズルやロールプレイを用いて自分たちが抱えている「思い込み」に気付いていきました。パズルを使ったワークでは、ペアに
なって、1人にはパズルを、1人にはパズルによって組み立てられた図の絵が書いているシートが配られ、互いの手元が見えない状態で
シートを持っている受講者の指示を聞きながらパズルを組み立てるというワークが行われました。「実際のパズルと図のパズルは一つの
ピースの色が違う」という仕掛けが盛り込まれ、受講者は「同じ色のパズルが同じ数ある」という思い込みに気付かされました。ロールプ
レイでは学校現場での制服の問題を取り扱い、各ロールが口には出さないけれど抱えている事情や背景に徐々に気付いていくなかで、相手
への印象や思い込みを元に日頃コミュニケーションを行っている自分自身に気づくと共に、そうした思い込みを手放してその人が抱える事
情や背景に目を向けることの重要性に気付かされました。後半では、思い込みを手放して現実を変えていくために「共に創り上げたい
2030年の教育」についてグループで話し合い、発表をしました。

【受講者の声】

「日ごろ気付かない自分の思い込みに気づくことができた」

「半年間学び続けたメンバーで描いた2030年の理想の学校を、本当に実現したいと思った」
「手放すことの重要さに気付いた。生徒の表情や学校で起こる出来事自体に固執せずその背景や状況にちゃんと向き合っていきたい」

【当日の様子】

米倉ラボ（2017/12/19）@一橋大学の様子

ラボセッション
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21世紀ティーチャーズプログラム 年間報告書

実践共有会
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受講生は12月まで各ラボでセッションを実施後、「21世紀ティーチャーズプログラムで学んだことを活かして教育界に変革を起こす
プロジェクトに挑戦せよ！」というミッションを受け取り、３つのテーマ（①まったく新しい授業実践、②生徒と先生が輝き出す学校
改革、③いまより豊かな未来をはじめる社会変革）から自分の取り組むプロジェクトを選択し、それぞれが所属する学校や社会、自分
が受け持っている生徒に対してプロジェクトを企画し、取り組んできました。

プロジェクトに際しては、企画案（授業案）を事前に作成して頂き、 「生徒、児童の人生にとって有意義で本質的な変化を、クラス、
学校、社会にもたらすこと」、「教師、市民としての願い、意図、仕掛や工夫、期待効果が明確であること」、「自分自身がワクワク
すること」という狙いをもって、プロジェクトに取り組んで頂きました。

また、プロジェクト実施後には、 「生徒の変化、同僚、学校の変化、社会の変化」、「プロジェクト設計や実施からの学び」など振
り返りに関してもまとめていただきました。

実践共有会当日は、授業実践の対象者別に4会場に分かれ、ミッションに対するそれぞれの実践を披露し合いました。

発表者は、授業実践による生徒の変化、そして、自分自身のプログラムを通じた学びについて、一人ひとりの気づきや思いを伝え合っ
ていきました。一つひとつの発表に対する質疑応答の中にも本質的な学びがありました。

また、発表終了後は、「印象に残っている体験」、「体験からの学び」、「これから教師として大切にしていきたいこと」について、
対話しながら深めていきました。

※実際のプロジェクト内容と振り返りは別紙参照

実践共有会（2018/3/11）の様子

実践共有会
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受講後の振り返り

修了式（2018/3/11）の様子

各理事から一言ずつ、ねぎらいと激励の言葉をもらい、プログラム受講者全員に対して修了証を授与しました。
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受講後の振り返り
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受講後の振り返り

【プログラムを通して学んだこと、気付いたこと】

・どんどん学びが深まっていくというか、一度気づいたと思っていたことに改め
て気づき直したり、今まで重要視してこなかったものの重要性に気づいたりと、
更新し続けていく感触がありました。まだまだ自分の中で変化に柔軟な部分と頑
なな部分とがある気がするけれど、これからもどんどん自分を開いていきたいな
と思えた半年間でした。

・「場を信じる」ことがどういうことか、それができないと何が事象として起き
てどんな気持ちになるのかが腹落ちしました。TI(ティーチャーズイニシアティ
ブのプログラム）以外では学べなかったであろう、本当に貴重な経験でした。

・ワークショップの作り方などの知識を得たこと、時代のフロントランナーであ
る先生たちがどんなことに悩んでいるのかを知ることができたこと、「生成的学
び」や「身体性」の重要性に気づけたこと等々、たくさんあります。しかし何よ
りも、教育についての「Why?」を改めて考えることができたことと、職業・家
庭・TI等々さまざまなポジションの自分を統合・紐づけすることができたことが、
自分にとっては何よりの成果でした。ありがとうございました。

・自分自身が楽しんで学ぶようになった。校外でのWSに積極的に参加するよう
になった。教育以外で、自分の興味のある分野と教育の繋がる可能性を見つける
ことができた。 児童を「信じる」ようになった。児童を過小評価していた自分
に気づいた。児童の可能性の大きさに気づけた。

・力強い仲間ができたことで、自分に自信が持てた。そしてその自信が学びの場
に幅を持たせることにつながっていると思います。授業が楽しくなりました。

93%

7%
0%
0%

0%

【プログラムの満足度】

大変良かった よかった どちらともいえない 良くなかった 不満足



21

受講後の振り返り

【同僚に勧めたいと考える理由】

・私自身がそう感じているように、教師自身が変化をするべきことに気がつくこ
とができるからです。

・学校の先生自身が意識を変え、主体的な学びの実践者とならないと学校が変わ
らないとは思っていましたが、実際にこのプログラムで先生方の変化を体感し、
自分自身も「主体的な学び」に対する知識や意欲が高まったため

・，みなが周囲の人から学び合う環境って，なかなか職場では実現しづらい気が
します。そういう場を持つことが，自分の教員としての軸，ひいては自分が相対
する生徒の将来にとって，好影響を与えることは間違いないと思います。

・私自身、このような勉強会などには全く参加をしていない人間でした。教師と
して実績があったわけでも自信があったわけでもありませんでした。 自分なん
て、といつも心のどこかにあった悪い意味の遠慮があり、人と比べていた。 そ
れが、このプログラムに参加したことで、視野が広くなり、目指すべき方向が
はっきりとして、今までの悩みがちっぽけだったことに気づきました。 自分ら
しくあることの大切さ。そしてそれを受け入れてくれる素晴らしい仲間との出会
いはかけがえのないものです。

・素晴らしい出会いによって、自分で自分を変えることができるから

・先生たちがいろいろな学び合いをし、自らの実践をどんどん深化させ、先生と
しての自信を深めていく姿は、とても眩しかったです。どの先生にとっても、費
用以上の学びや成長があったことは間違いありません。

・このプログラムには学びの本質があり、成長できる。この場を多くに人に知っ
てもらいたい。

43%

0%29%

7%

0%

14%

0%
7% 0%

0%

【プログラムを勧める可能性】
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