私が世界を変えられるかもしれない
人材の育成事例
Society 5.0

の頭文字をとった造語だが、日本で文系の対

科学（Ｓ）
・技術（Ｔ）
・工学（Ｅ）
・数学（Ｍ）

その前提となるＳＴＥＭを知る必要がある。

発を巡り、テクノロジーの寛容性が複眼的に

常に深く影響するＡＩ（人工知能）の技術開

ＡＩ研究所（ＨＡＩ）が設立され、私達の日

１９年にはスタンフォード大学に人間中心の

リカの研究大学を中心に芽生え始めた。２０

で鍵を握る「ＳＴＥＡＭ」という考え方を概

はスポーツの決勝戦さながらに熱気が溢れる。

地元のＩＴ企業が協賛するロボット競技大会

は子ども達が早期から楽しくＳＴＥＭに触れ、

ら急速に世界に広がった。シリコンバレーで

の裾野を広げる取り組みがなされている。Ｈ

領域の人材が参画して、ＡＩを巡る研究開発

学者だけでなく、社会科学や人文など多彩な

の２人組が旗振り役を務め、エンジニアや科

ター科学者と哲学者という異質な取り合わせ
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ＳＴ
 ＥＡＭ教育を通じた

ヤング吉原麻里子

デジタルとアナログの結合で新たな価値が

語とされる
〝理系 〟とは似て非なるものだ。

論議されている。
「格差を埋めるアルゴリズ

まりこ

生まれる現代、社会は大きな転換点を迎えて

ＳＴＥＭ教育とは、従来別個に扱われてきた

ムとは？ 多様性を包容する技術とは？ 本当

よしはら

いる。新型コロナで世の中の不確実性は加速

理数系の学習を融合し、実学として活性化さ

─

スカイラボ共同代表
スタンフォード大学国際多文化教育プログラム講師

度的に高まりつつある。ポストコロナ時代の

せることで生徒の科学技術リテラシーを高め

ム

に求められるのは、混沌の中で本
Society 5.0
質を見極め、顕在化していない課題を抽出し、

に人のためになるＡＩとは？」
。コンピュー

テ

既存の価値観に縛られず全く新しい切り口で

ようというアプローチであり、 世紀初頭か

ス

発想できる人材だ。本稿では、次世代の教育
説し、グローバルに活躍する女性リーダー育

しかし近年、科学技術リテラシー重視だっ

ＡＩの人間性を重視した科学技術へのアプロ

ス テ ィ ー ム

成の事例を紹介する。

たＳＴＥＭ教育を見直し、人間中心の視点を

教育界の最先端で 何 が 起 こ っ て い る の か 
ＳＴＥＭからＳＴＥＡＭへ

ーチはＳＴＥＡＭの適例だろう。
ＳＴＥＡＭとは何か。それを理解するには、

─

取り戻そうというＳＴＥＡＭの兆しが、アメ
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ポストコロナを見据えた新たな大学教育と産学連携の推進
特集

が他界する半年前に語った言葉に、ＳＴＥＡ

アップルの共同創業者スティーブ・ジョブズ

り、それはリベラルアーツによって培われる。

大切にするヒューマニストとしての視座であ

例で見たように、ＳＴＥＡＭの奥義は人間を

のは芸術やデザインだけではない。ＨＡＩの

がちだ。しかしＳＴＥＭをＳＴＥＡＭにする

の授業にアートを取り入れる活動と理解され

まっているが、ともすれば、理科実験や数学

ここ数年日本でもＳＴＥＡＭへの関心が高

日本社会の規範を見直し、女子学生がもっと

するが、ジェンダーが足枷となるこうした

特殊で例外的」というニュアンスが見え隠れ

ョ〟という呼称には「ＳＴＥＭを学ぶ女性は

知能力が関与する点である。例えば
〝リケジ

己効力感
（セルフエフィカシー）
といった非認

などの知能の差ではなく、やる気・自信・自

重要なのは、ＳＴＥＭ領域の男女格差はＩＱ

女子の割合はＯＥＣＤ諸国中最低のレベルだ。

大きく立ち遅れ、大学でＳＴＥＭを専攻する

には女性も少なくない。一方、日本の現状は

ことで、私達は人間への興味を養い、人と繋

を学び、
〝人間とは何か〟
を徹底的に探究する

け に 教 育 プ ロ グ ラ ム を 提 供 す る。Ｓ Ｄ Ｇｓ

ＳＴＥＡＭリーダーの育成に向けて中高生向

スカイラボは、グローバルに活躍する女性

解がない。さらに外国語で挑戦するわけだか

ら、最初は困惑するし、なかなか勇気が出な

失敗してつまずくのは

とりあえずプロトタイプにしてみて

新しい経験に挑んでいる証しと考え、

新しい視点で感じたり考えたりしてみる

フィードバックを得て改善していく

経験と自信に変換して前進する

参考：ヤング吉原麻里子・木島里江『世界を変えるSTEAM人材ーシリコンバレー「デザイン思考」の核心』
（朝日新書、2019年）
第３章

い。そこで私達は ①
、
think
out
of the box
②
、③ fail forward
という意識
give
it
a
try
づくりをする
（図表１）
。

FAIL FORWARD

つまずくことで飛躍する

ＳＴＥＡＭ人材を育成する
スカイラボの取り組み

Ｍの本質が凝縮されよう。

ＳＴＥＭを自分達に引き寄せて楽しく体験す

がりたい、人を繋げたいという世界観を育む。

やＥＳＧの社会課題に、デザイン思考と英語

GIVE IT A TRY

ひとまずやってみる

シリコンバレーで活躍するＳＴＥＡＭ人材

「テクノロジーはリベラルアーツと溶け合う

る環境を整えることで、私達は格差を伸びし

そこにＳＴＥＭの高い専門性が加わることで、

教育を掛け合わせたカリキュラムだ。参加者

THINK OUT OF THE BOX

型にハマらず発想する

ＳＴＥＡＭの﹁ Ａ ﹂ は
リベラルアーツ で 培 う
人間中心の考え 方

ことで人の心を謳わせる」

世の中を変えるイノベーションが誕生するの

は人間
（ユーザー）
の潜在的なニーズを探る方

ろに変換できる。

だ。先端的な科学知識や技術の習得だけでは

法論を学び、チームで協働してプロトタイプ

アイデアは完璧でなくていい！

常識や前提から自分を解放して、

「そうあるべきだから」という

哲学や倫理、歴史や文学といった学問体系

なく、こうした「視座」を次世代に育むこと

を作り、ユーザーからフィードバックをもら
って改良する
〝人間中心の発想プロセス 〟を
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こそ、 Society 5.0
が目指すべき教育のあり方
ではないか。

体験する。こうした探求型の学習には正しい

図表１ STEAM人材のマインドセット

図表２ スカイラボのSTEAM人材育成モデル

エビデンスに基づいたカリキュラム開発とオンライン教育

自治体
企業

STEAM教育による
次世代人材の育成
質の高いCSR活動
の機会

プログラム受講生
（女子中高生）
の公募と選抜
資金とボランティア
の提供

コーチ支援人材
（STEAM領域に関心のある
バイリンガル高校生）
の募集支援
コーチ人材
（バイリンガルの大学生・
大学院生）の募集支援

コーチ人材の
採用と育成

国内外
の高校
大学

の可能性を試すうちに、参加者の

快適で安全な日常から出て自ら

こうした研究の結果をカリキュラムに還元し

と、ＳＴＥＭ領域に対する関心を高めていく。

持続可能な人材育成モデルを構築するため

て、エビデンスベースのＳＴＥＡＭ教育を実

日にはチームで協力しながら、大

には産業界・自治体・教育機関との連携が肝

瞳は徐々に変化していく。初日は

勢の前で堂々と英語でプロトタイ

要となる
（図表２）
。ＳＴＥＡＭ教育の理念に

践するわけだ。

プを発表する。その表情に、私達

賛同下さる企業にＣＳＲ活動の一環としてプ

戸惑いがちだった彼女達が、最終

にもできるという自信が満ちる。

ログラムの運営に必要な資金とボランティア

をご提供いただき、自治体にはやる気ある女

子学生を選抜していただく。スカイラボは国

内外の教育機関と協力してＳＴＥＡＭに関心

感の増加、③ＳＴＥＭに持つ印象

②自らの創造性に対する自己効力

で ①ＳＴＥＭへの関心の向上、

づいた教育を行っている。これま

して収集・分析し、実証研究に基

基づいて参加者の学習をデータと

スカイラボでは、科学的手法に

ダーと和協しながら、質の高いＳＴＥＡＭ教

くる。教育は長期戦だ。多様なステークホル

カとカナダから、未来を担う若者が集まって

四国、九州の全国₇地方区分、そしてアメリ

は北海道、東北、関東、中部、近畿、中国・

を後押しする。２０２１年度のプログラムに

から参加者を迎え、教育機会の地域格差是正

して育成する。オンラインによる実践で全国

の高いバイリンガルの学生を集め、コーチと

の変化、④共感力
（エンパシー）
の

育を少しずつ全国に普及させていきたいと考

企業・自治体・教育機関
との連携で普及させる
エビデンスベースの
ＳＴＥＡＭ教育

向上、⑤ＳＴＥＭ関連のキャリア

える。
︵注︶

︵ 注 ︶ International Journal of STEM Education 8:14
︵ 2021
︶

に対する意識の変化という₅つの
領域で変化が見られた。グローバ
ルな課題に取り組んでＳＴＥＡＭ
のＡにあたる人間中心の視座を育
むことで、女子中高生達は「私が
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“

”

世界を変えられるかもしれない」
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