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フリマアプリにおける個人間商取引について学ぶ授業プロ
グラムの開発
コンピュータ＆エデュケーション、Vol.49、pp.46-51

企業連携による出張授業を遠隔実施する際の教育方法に関
する考察
日本教育工学会 2020 年秋季全国大会講演論文集（於：オンライン
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P-TECH

2019 年から東京都教育庁が主導する Tokyo P-TECH のプロジェク
トチームの一員として、都の高校改革に携わっています。2020 年
は都立町田工業高校でのパイロット実践の企画運営に携わりました。
P-TECH とは米国から始まった IT 企業が自治体や学校と連携し、高
校とコミュニティ・カレッジ（専門学校や短期大学に相当）の授業
内容を統合したカリキュラムを提供する教育モデルです。生徒たち
は企業が提供するメンタリング・ゲスト講演・職場訪問・インター
ンシップなどを通じて、学びへの動機付けと実践への挑戦の機会を
与えられます。

アサヒ飲料株式会社

発酵食品を題材に地域の歴史や文化を探究
的に学ぶ教材提供型プログラムです。先生
による 1 時間目の授業、地域の発酵食品を
調べる探究的な活動を経て 2 時間目ではア
サヒ飲料の社員に探究活動の成果を遠隔に
て発表します。

フェイスブック ジャパン株式会社

デジタル社会で情報を活用するために必要
な知識や態度が学べる出張授業です。「デ
ジタルアイデンティティを考える」「偽
ニュースの見分け方」の２つの授業を展開
しています。

ライオン株式会社

病原体から身を守る方法や、科学的な知見
に基づく正しい手洗いの方法について、ア
ニメ教材やライオンの講師の解説から学ぶ
出張授業です。手洗いや衛生について正し
い知識を理解し習慣化を促します。

株式会社日清製粉グループ本社

様々な食品に使用されている小麦を通し
て、食品や食糧生産など「食と私たちの生
活」について考え、学ぶ出張授業です。小
麦の輸入から外国とのつながりの重要性に
ついても理解します。

新型コロナウイルスの感染防止のために多くの出張授業が中止、

延期にならざるを得ない 1 年でした。学校現場からは予定して

いたキャリア講話や職場体験ができない、教科教育と社会の接続

ができないといった悩みの声をいただきました。私達は、学校の

外部連携を止めないということを第一に既存の授業や研修会を遠

隔化するとともに、with コロナの時代を見据えて遠隔での授業

を前提とする新しい授業や教材の開発に取り組みました。
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2021 実施プログラム実施プログラム

企業教育研究会について企業教育研究会について

〒103-0004　東京都中央区東日本橋 2-1-15 STR 東日本橋 4F
NPO 法人 企業教育研究会

https://ace-npo.org    tel  :  03-5829-6108   mail  :  info@ace-npo.org

お問い合わせ先

ソニー・インタラクティブ
エンタテインメント

キャリア教育支援プログラム

ゲームでつながる
授業と仕事

ゲームでつながる
授業と仕事

ゲーム制作に関する仕事を軸とした、キャリア
教育・コンテンツ・メディアリテラシーが題材
となっている出張授業です。

対象学年：小 5〜高校 対象地域：東京近辺

算数･数学
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理科

キャリア

外国語 道徳

電子マネーから学ぶ、
キャッシュレスと経済のしくみ

0000 0000 0000      01/24

ソニー
& キャッシュレス事業者 6 社

子どもたちが社会との関わりを実感しながら
キャッシュレス決済の技術や意義を理解して、
正しく活用できるようにキャッシュレスに関
わる事業者と学ぶプログラムです。

社会

対象学年：中１〜中 3 対象地域：首都圏

家庭科 キャリア技術

架空の小学校にある’’ 探偵クラブ’’ の一員と
して依頼に応えるストーリーに沿って授業が進
みます。データ分析の手段としてプログラミン
グ・ツール「K3Tunnel」を活用します。

日鉄ソリューションズ

対象学年：小 5〜小 6 対象地域：全国

算数 社会 プログラミング

アクセンチュア

考え、議論する
道徳・キャリア教育

考え、議論する
道徳・キャリア教育

意思決定シュミレーション教材意思決定シュミレーション教材

現実に起こり得る正解がない問いに対し、多様
な視点・価値観を元に議論を重ね、意見を集約
し、考えを導き、他人に対して説明することを
体験するアクティブラーニング授業です。

社会

対象学年：中学校 対象地域：首都圏

道徳 総合 キャリア

栄養バランス、基礎代謝、衛生管理等につい
て学ぶ小学生向け食育教材です。
アニメーションやインターネットコンテンツ
を使って楽しく学べます。

対象学年：小学校〜中学校 対象地域：全国

家庭 食育

マクドナルド

道徳

今年度も引き続き、企業と連携したプログラムを、多くの学校に届けてまいります。

WEB サイトでは、上記以外の授業や各授業の詳しい内容があるほか、授業や教材のお申込みの受付も行っております。

ネット・スマホに関するさまざまな問題に対
処するための、情報モラル授業。DVD 映像教
材の無料配布や、教職員・保護者向けの研修
会の実施を行なっています。

対象学年：小 4〜高校 対象地域：全国

道徳 情報モラル

ソフトバンク
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社会とのふれあい 

若い世代の発想にふれる 

授業実施
の支援

学習の場
の提供

教育貢献
への支援

誰もが教育に貢献する社会

学校

企業学生

NPO 法人企業教育研究会は、千葉大学教育学部を

中心とした、大学を基盤として活動する「企業と

連携した授業づくり」を専門とする NPO です。

企業のノウハウを活かした授業のコンテンツ開発

はもちろんのこと、実施校募集、授業実施までを

NPO がサポートします。

教育学部を基盤とした NPO だからこそ、全国の学

校とのネットワークを活かした、質の高い授業・

教材の提供が可能です。

子どもの学びと実社会をつなげたい！

企業の次世代育成を応援！

大学生に貴重な社会経験を！

私たちは、キャリア教育、情報教育、食育、科学
教育など様々な企業と連携した授業や教材を全国
の小中高校に無償で提供しています。

私たちは、教育学部、NPO の強
みを活かした、専門性、公平性の
高いプログラムを開発・実践し、
企業の次世代教育の取り組みを支
援しています。

活動に関わるのは教育学部を中心と
した大学生です。学生のうちから、
学校や企業と一緒に活動することで、
豊かな社会経験を身につけています。


