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概要
パナソニックとDiscovery Educationによるこのバーチャル社会見学
は、STEM分野における能力アップとキャリアを目指す生徒を対象とした学び
の場です。オリンピック３回出場メダル10個獲得、世界選手権優勝15回の経歴
を持つアメリカの水泳選手ケイティ・レデッキーさんを案内役に迎えました。ケ
イティさんの体験談を交えながら、より良いくらしと世界を目指すパナソニック
の活動について、STEM分野の仕事に携わる現場の人達の話を聞き、STEMス
キルや技術の進歩が、いかに社会を動かし人々のくらしを変えることができる
かについて学びます。
この社会見学には、「見学の前に」「見学中に」「見学の後に」の３段階において、
クラスで実践できる学習活動が用意されています。学習活動を通じて、生徒は
身の回りにあるイノベーションや解決すべき問題に気付き、STEMを活用した解
決策を探すことを学びます。自分で選んだSTEM分野のイノベーターについての
プロフィールを作り、将来、STEMで人々のくらしと世界をより良くするために今
できることは何かを考えます。

対象学年
小学校3年生〜中学校2年生

教材
 y 「バーチャル社会見学の前に」  プリント（半ページ）／生徒１名につき１部

 y 「バーチャル社会見学中に」  プリント（A）または（B）*／生徒１名につき１部

 y 「バーチャル社会見学後に：学習活動１」  プリント／生徒１名につき１部

 y 「バーチャル社会見学後に：学習活動２」  プリント／生徒１名につき１部  
          
         
 

目的
この社会見学を通じて学ぶス
キル：

	y 現代社会に存在する技術的
イノベーションの見極めと、
それら技術によって解決でき
る問題解説

	y STEM（理数教育）分野で功
績のあるイノベーターの略
歴作成

	y STEMイノベーションによっ
て解決できる社会問題定義

	y この問題を将来解決する
ために伸ばすことのできる
STEMスキル分析
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 y 模造紙とマーカー（教師１名につき１セット）

 y インターネット接続が可能なデバイス（最低限１クラスの人数半分にあたる数が必要）

注: プリント「バーチャル社会見学中に」には、低学年向け（A） と高学年向け（B） があります。生徒のレベルに適したも
のを選んでください。

指導方法
積極的に参加させる方法：

 y バーチャル社会見学に先立ち、日常生活で身近な技術についてクラスでブレインストーミングをしてください。数分
間のうちにできる限り多くの生徒からアイデアを出してもらい、模造紙に一覧を作ってクラスで共有してください。

社会見学の内容がよく理解できるように、環境を守るための技術や人が安全で簡単に移動できるための技術、人々
の健康に貢献する技術、人と人を繋げて楽しませるための技術について生徒に考えてもらいましょう。

 y その後、半ページのプリント「バーチャル社会見学の前に」を配ってください。各生徒に、先ほどブレインストーミング
で作成した技術リストの中から、技術を一つ割り当ててください。（必要であれば、同じ技術を複数生徒に割り当てる
のも可。）各生徒に下記の作業をさせてください。

 ○ 右のボックス内に割り当てられた技術について記入する

 ○ この技術を使って支援や解決することができる問題をブレインストーミングする

 y 書き終えたら、その技術を使って解決できる問題について生徒に発表してもらいましょう。クラス全員が発表したら、
技術がどのように社会を動かし、世界中にある難問をどのように解決できるのかまとめてください。

 y 生徒に「技術によって取り組み続けることのできる問題とは何か？」を考えてもらいましょう。意見発表後に、可能性
が無限であることを認識させましょう。それが本当かどうかを、バーチャル社会見学で確認します！

バーチャル社会見学中に
プリント「バーチャル社会見学中に」を配ります。（A）と（B）の２種類から、生徒のレベルに合うものを選んでください。

バーチャル社会見学についての解説を読み、社会見学ではSTEM関係の仕事に就いている複数のパナソニックの社員
から話を聞くことを生徒に説明してください。パナソニックが取り組んでいる問題について話を聞きながらプリントに直
接メモを取るよう指導してください。
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バーチャル社会見学の後に
教員の方へ：各学習活動の最後に、低学年生のための学習活動サポート方法が記載されています。ご参照ください。

学習活動1: 

 y バーチャル社会見学で示されたイノベーションについて振り返ってください。

 y バーチャル社会見学中に気付くと思いますが、STEMのイノベーターたちは多様性に富んでいます。性別や人種、年
齢、背景に囚われない世界中の人々です。様々な人々がSTEMスキルを活かし問題解決に取り組み、世界を変えよう
という共通の夢を持っていることを生徒に理解させてください。

 y プリント「バーチャル社会見学の後に：学習活動１」を配布し、クラスで下記の作業を行なってください。

 ○ 作業の手順：

 • インターネットを使って、現在と過去のSTEM分野におけるイノベーターについて検索してもら
いましょう。エンジニア、医師、発明家、科学者など、STEM分野でSTEMスキルを活かして問題を
解決し、人々のくらしと世界をより良くした人物であれば誰でも構いません。

 • その中から１名選び、調査に基づいて「学習活動１：STEMイノベーターの略歴」を作ってもらい
ましょう。

 ○ 学習活動１の各セクションをクラスで一緒に音読し、生徒が課題を理解しているか確認してください。

 ○ 学習活動を単独もしくはペアで行うか決めてください。生徒の年齢や使用可能なデバイスの数に応じて決めて
ください。

 y 略歴が作成できたら、クラス全体で下記の点について話し合ってください。

 ○ 人々が「（世界や社会を）変えたい」と思うようになったきっかけや動機は何だと思いますか？

 ○ STEMイノベーターから何を学びましたか？

 ○ STEM能力は様々な問題の解決にどのように役立ちましたか？      
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低学年生のサポート：
自分一人で検索ができない生徒は、下記の方法でサポートしてください。

 y 下記サイトからの情報をまとめ生徒に提供する
 ○ 子供のイノベーター： https://bit.ly/3zLIBjF  (英語のみ、外部サイト)
 ○ 女性のイノベーター： https://bit.ly/3i6MLfV   (英語のみ、外部サイト)
 ○ 障がいのあるイノベーター： https://bit.ly/3k5OXoS  (英語のみ、外部サイト) 
 ○ 全米発明家殿堂入りしたイノベーター： https://bit.ly/2ZpVeEj  (英語のみ、外部サイト)
 ○ 社会見学で取り上げられる技術についての情報： https://bit.ly/3q8kyKg  (英語のみ)

 y イノベーターの一覧をあらかじめ印刷しておく（上記サイト利用または教員が自主的に検索したもの） 

 y イノベーターを一人選ぶ前にクラス全体で数人のイノベーターについて学ぶ

 y 学校の図書館員に相談し生徒の学年・年齢に適したSTEMイノベーターについて書かれた本を推薦してもらう

 y パートナーと一緒に作業することを勧める

学習活動2: 
 y 問題を解決し人々のくらしと世界をより良くするための方法を生徒に考えてもらいます。 

 y プリント「バーチャル社会見学の後に：学習活動２」を配布し、生徒がきちんと課題を理解できるように説明してくだ
さい。生徒に下記の作業をしてもらいます。

 ○ 未来にいる自分を想像する

 ○ STEM関係の仕事に就いていると想像する

 ○ 地域や世界における社会問題についてブレインストーミングする

 ○ その中から取り組みたい問題１つを選ぶ

 ○ その問題を解決するのに役立つSTEMスキルを見極める      
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 y 上記の学習活動を終えたら、将来解決したいと考える問題についてクラス全体で発表しあってください。

 y 生徒が全員発表を終えたら、模造紙１ページに「人々のくらしと未来の世界をより良くするために私たちが今できる
こと」とタイトルを書いてください。 

 y プリント「学習活動2」の課題４に記入した行動計画の中から、STEM能力を向上・強化するために今できることを１
つ選んでもらいます。後にクラスで話し合うために、生徒のアイデアを書き留めておいてください。

 y 将来、より良いくらしと世界を目指し、問題の解決に役立つSTEMスキルを伸ばし、実際に応用するのに、上記で集め
たアイデアの一覧を利用できることを説明してください。

低学年生のサポート

必要であれば、クラス内で多数決をとり、焦点を置くテーマ（安全性、環境への優しさ、など）を選んでください。課題
１はクラス全体で、課題２はペアで、課題３と４は単独での作業が適しています。 

教育標準 
次世代科学標準（NGSS）

 y 3-5-ETS1-1: 成功のための特定条件や材料・時間・コストなどによる制限を含むニーズと欲求を反映した簡単な設
計問題を定義できる

 y MS-ETS1-1: 関連する科学論理と、解決の可能性を制限し得る人や環境への潜在的影響を考慮し、確実な解決に必
要な精巧性を持って設計問題の条件と制限を定義できる

技術リテラシーの標準

 y 標準１：生徒が技術特性と領域についての理解を深める

 ○ 小学校3年生〜小学校5年生

 • E. 創造的思考と、経済的・文化的な影響力が技術開発を形成する  

 ○ 小学校6年生〜中学校2年生

 • F. 問題を解決したり技術支援なしでは不可能であったことを可能にしたりする新しい製品や装
置を開発することができる

 • G. 技術開発は人間の行動であり、個人または集団のニーズおよび想像力の結果である

 • H. 技術は創造性と密に繋がっておりイノベーションを生み出す
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問題・課題：

 y  

 y  

 y  

 y  

STEMイノベーション：

問題・課題：

 y  

 y  

 y  

 y  

STEMイノベーション：

バーチャル社会見学の前に    

バーチャル社会見学の前に 

discoveryeducation.com/STEMForward 6

    
生徒用プリント

生徒用プリント
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「STEM関係の仕事に就いた人たちが解決しようとしている問題は何か」を考えながらバーチャル社会見学のビデオ
を見てください。下の空欄にその問題を2〜３個書いてください。 

バーチャル社会見学中に（A）

STEMが解決できること…

生徒用プリント
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世界中にはSTEM関係の仕事に就いて問題を解決している人がたくさんいます。バーチャル社会見学に出てきた中で
興味のある仕事を３つ書き出してください。下の空いたスペースにその仕事の名称、仕事に活かされているSTEMスキ
ル、解決しようとしている問題を１つ以上書き出してみてください。 

バーチャル社会見学中に（B）

仕事：

この仕事に必要なSTEMスキルは何ですか？

どのような問題を解決しようとしていますか？

生徒用プリント
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この人物から学べることは何ですか？

この人物はどのように世界を変えましたか？この人物が達成したことをリストにまとめてく
ださい：

 y

 y

 y

 y

 y

このSTEMイノベーターを表す言葉を３つ書い
てください：

1.  

2.  

3. 

名前： 

バーチャル社会見学の後に：学習活動1 

STEMイノベーターの略歴

“
この人物の残した言葉で良いと思うものを書い
てください：

生徒用プリント
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4.  未来の問題を解決するために、あなたが今できること３つは何ですか？何が疑問なのか考え、その答
えを見つけるために必要な能力を思い浮かべてください。 

例えば、「コーディング部に参加するために、技術力をつける！」など

1. 未来の自分を想像してみましょう。あなた
は、STEM関係の仕事に就いて、より安全で
より環境に優しくよりヘルシーでより幸せ、
人ともっと繋がったくらしを創っています。
あなたはそこで、どんな問題を解決しよう
としていますか？小さな問題でも大きな問
題でも、地域の人たちに関わることでも世
界中の人たちに影響することでも、何でも
構いません。解決したいと思う順番に問題
を書き出してください。

3. 問題解決にはSTEMスキルが必要です！上
の疑問に答えるには、どのようなSTEMスキ
ルが必要ですか？当てはまるもの全てを選
んでください。

問題解決能力

クリエイティビティ

（創造力）

数学力 

科学力 

技術力 

工学力

協調性

探求力（分からないこと
を問い、答えを見つける
力）

2. STEMイノベーターには、解決しようとする問題
についての深い知見と知識が必要です。

書き出した問題の中から、最も解決したいもの
に丸をつけて、下のことについて考えてくださ
い。 

 y この問題については前から知っていました
か？

 y この問題を解決するにあたって、どんな疑問
がありますか？  

例えば、「より多くの世界中の人たちをインター
ネットで繋ぎたい」と考えた場合、下のような疑
問が出てくるでしょう。

 y 「インターネットに繋がっていない場所は
どこか？」

 y 「どうしてその場所にはインターネットがな
いのか？」

名前：

バーチャル社会見学の後に：学習活動２

STEMの力で問題解決をする人になろう

生徒用プリント


