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1. 取り組みの背景と課題設定



いま学校現場で求められていること

2022年

2021年

2020年

普通科における「情報Ⅰ」が必履修科目に
2025年からの大学入学共通テストの再編
「情報」新設へ

技術科D区分「情報の技術」内の
プログラミング分野の拡充
「ネットワークを利用した双方向性のあるコンテンツの
プログラミングによる問題の解決」が追加

プログラミング必修化
文字入力とプログラミング体験による
プログラミング的思考の習得

高校

中学校

小学校

これからの社会（Society5.0）を見据えた学習指導要領の改訂により、
中高では専門性の高いプログラミング教育への対応が求められている。
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教え手となる教員に求められること

教員のこれまで 教員のこれから

全国的に情報科専任の教員は少なく
他教科との兼務が主流
※また、8割の学校が選択する「社会と情報」において、
プログラミング学習は規定されていない

「プログラミング」や
「ネットワーク・双方向」
「データ活用」など、
専門性の高い新しい内容を
教えなくてはならない

材料加工や生物育成、エネルギー変換、
情報など、生活を支える幅広い技術
について指導

高校
（情報科）

中学
（技術科）

大きな

GAP

新学習指導要領で拡充されるプログラミングについて、
必ずしも専門で学んできていない教員が教えなくてはならない。
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ライフイズテックが提供する解決策

教員が抱えるGAPを EdTech（ライフイズテックレッスン）によって解消する。

ライフイズテックレッスンを構成する要素
＝プログラミング教育プラットフォーム

コミュニティの形成生徒へのプログラム提供教員サポート

教員が自信を持って
授業に臨めるサポート

生徒の学習効果を
最大化する教材の提供

教員同士が知見を共有し
学びをアップデート
できる場の提供

6



2. 取り組み実績



ライフイズテックレッスンを

全国中高669校に導入 12.4万人が利用

全国100自治体に対し、
先生がプログラミングを学ぶ場を提供
（オリジナルWebサイト制作講座）

現場の先生同士が共に学び合う場
導入校 Meet Upを開催

教員サポート

プログラム提供

コミュニティ形成

取り組み実績まとめ
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教員が生徒に「教える」前に「教わる」場を持つことで、
自信を持ってプログラミングの授業に臨める状態を実現

取り組み実績詳細 ①：教員サポート（オリジナルWebサイト制作講座）

長野県坂城高等学校

伊藤学校長

城北中学校

井上先生

追手門学院中高等学校

松下先生
奈良県立明日香養護学校

青木先生

趣味のギターの良さを伝えたい！

先生が導入研修で制作してWebサイト

地元明日香村の魅力を伝えたい！

地元のキャラクターを伝えたい！

Keynoteの使い方を伝えたい！
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取り組み実績詳細 ②：プログラム提供（ライフイズテックレッスンを使った授業）

自分の大好きな「文鳥」の魅
力を多くの人に伝え、その良
さを広く認知してもらうこと
を狙った。デザインにもこだ
わり、カリキュラム以上の技
術にも挑戦した。

生徒が授業を通じて学んだプログラミングスキルで、身の回りの問題解決を実現

自校のチア部を強くするため
に、もっと多くの部員を集め
ることを狙った。写真を多く
使い、楽しそうな活動の様子
をまとめることで魅力を高め
るよう工夫した。

吹奏楽部の定期演奏会への集
客を狙った。これまでの成績
や活動記録をまとめ、定期演
奏会のスケジュールを掲載す
ることで、見た人が足を運び
やすくなるように工夫した。

京都第３の都市なのに、あまり
知られていない亀岡に、若者に
もっと足を運んでもらうことを
狙った。若者に魅力的なアクテ
ィビティをまとめ、地域の魅力
として発信した。

文鳥の魅力発信チア部の部員募集定期演奏会への集客地元亀岡の魅力発信

生徒が授業で制作したWebサイト例
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取り組み実績詳細 ③：導入校 Meet Upの開催

現場の先生にパネリストになっていただき、
授業の工夫や悩みへの対応事例を共有

授業を行う上での先生の悩みについて
事前にトークテーマを設定

全国の先生が悩みを共有し合うMeet Upを開催し、
現場の先生同士が共に学び合える状態を実現
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3. 効果



【サマリ（定量）】EdTech導入実証事業における効果

プログラム提供
による効果

教員サポート
による効果

コミュニティ形成
による効果

教員の95％がプログラミングの授業に不安を抱えていた
そのうちの77％の不安が解消

80％の教員が、生徒の反応に満足
生徒の自尊感情・自己効力感も向上

参加者の満足度100％
教員の半数が教員同士での情報交換 を求めている
専門家から学びたいという意見は僅か3％
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導入効果 ①：教員サポートによる効果

導入後・・・

77％の不安が解消

（出所）成果報告アンケートより

導入前・・・

95％が不安と回答

76.9％

全体の95％が専門的に学んでいないなどの不安を抱えていたが、
事前に不安を抱えた教員の77％が、「不安が解消した」と回答

導入前に抱いていた不安は解消しましたか？導入前にプログラミング授業に対して抱いていた不安
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※「解消されなかった」と回答した23.2%のうち、7割は
ネットワーク不良など環境整備面が原因で授業進行に問題があったと回答



80％の教員が、生徒の反応に満足

導入効果 ②：プログラム提供による効果（1/2）

（出所）成果報告アンケートより

テックレッスン導入による生徒の変化

80％の教員が、「授業中の生徒の反応が良かった」と回答。
生徒が自分のペースで進められた、生徒同士の対話が生まれたなどの効果も。

教員から見た生徒の反応に対する評価
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導入効果 ③：プログラム提供による効果（2/2）

（出所）協力校向けアンケートより

生徒の自尊感情が向上 生徒の自己効力感が向上

授業後

自尊感情

生
徒
数

高低

少

多

授業前 授業後

授業前

創造性に関する自己効力感

生
徒
数

高低

少

多

生徒の「自尊感情」や「創造性に関する自己効力感」が、
授業前後で向上。特に、もともと低かった生徒で効果が顕著に。
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教員がプログラミングを教えてもらいたい人は

すでに授業をしている教員

導入効果 ④：コミュニティ形成による効果

とても満足＋満足

100.0％
（参加人数24人）

（出所）ライフイズテックレッスンミーティング参加者アンケートより

導入校 Meet Up の評価

教員の半数は教員同士での情報交換を求めており、
そういった場 ( 導入校 Meet Up ) を開催した結果、全員が満足と回答。

教員自身がプログラミングを教えてもらいたい人は？
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【サマリ（定性）】EdTech導入実証事業における効果

自分自身がプログラミングを
教わることで、生徒に教える
イメージができた

専門的な知識がなくても、
生徒が楽しめる授業ができた

全国の先生が抱えている悩みや、
解決のための工夫を
直接聞くことができた

新学習指導要領対応への
目線（重要性や具体性）を
揃えることができた

「問題解決」の手段としての
プログラミング教育の形が見えた

教員の定性コメントサマリ 自治体(教委)の定性コメントサマリ

プログラム提供
による効果

教員サポート
による効果

コミュニティ形成
による効果
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教員の定性コメント①：教員サポートによる効果

・新学習指導要領に向けた指導のポイントを、明確に押さえていた
だき、実際に授業をしていく自信がついた。

・授業の計画の中で悩んでいた。双方向性コンテンツに関する内容
についてイメージが湧きました。

・どれも大変興味深かったが、生徒が実際に行う内容を体験できた
ことがよかった。

・現場の先生方はすぐに「どの言語を使うのか」という議論を始めて
しまいますが、それは本筋ではなく、どのようにイノベーション力
の素地を育てていくのかが重要だということが分かりました。

（出所）成果報告アンケートより

「自分自身がプログラミングを教わることで、生徒に教えるイメージができた」
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・個々の進捗に応じて対応する重要性を感じ、他の授業でも個別最適の可能性を検討するようになった。
・子どもたちも、自分のペースで進めていくので、できる子が退屈しなかった。
「今日はここまでやろうね」という指標は毎時間示していた。そのため、早く進んでいる生徒が、
遅れている生徒に教えに行くことができた。それによって授業がきれいに進行した。
・クラス内で進捗がバラけるので、競い合いも起こっていた。ゲーム感覚で生徒は捉えてくれたと思う。

「生徒1人1人が
自分のペースで

学ぶことができた」

（出所）成果報告アンケート／終了校インタビューより

・静かだったクラスが、生徒同士で教え合ったり、わからない所はわからないと言ってくれるようなった。
・もともと教え合う風土はあったが、テックレッスンによってみんなで助け合おうという空気が加速した。
・学級の人と「何が好き？」という話をしてこなかった子たちなのに、オリジナル制作のテーマ設定で、
「何作るの？」という会話をきっかけにお互いにテーマを見せ合う(机をつけたり)変化も見られた。

「授業中に生徒同士の
助け合いが生まれた」

・「いつも目立っている生徒とは違う生徒が目立っていた」まさにこれが大きな変化です。
これにより、クラス全体がお互いの良いところを知ろうとする動きがあった。
・定期テストで感想を聞いたら「みんなに認められたので、嬉しかった」という感想があり、びっくりした。
普段目立たない生徒たちにスポットライトが当たっていると実感できた。テックレッスンがなかったら、
そういうこともなかったと思う。その生徒は、物静かで、人と話している姿を見たことがない。

「生徒の違った一面が
見られるようになった」

教員の定性コメント②：プログラム提供による効果 ～生徒の変化～
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・教員の準備が圧倒的に少なかった。自分が軽く予習する程度で良い授業ができる。
・ブラウザ完結型の教材だったので、特別な準備に手間がかからず、とても楽ができた。
・授業中、生徒が教材に夢中になっている時間は、生徒と一緒に同じレッスンを実施していた。
生徒が詰まったポイントを記録して、他のクラスに転用できた。

「授業準備が楽になった」

（出所）成果報告アンケート／終了校インタビューより

・準備時間が減ることで生徒と向き合う時間が増え、子供への伝え方などを考える時間が増えた。
・テックレッスンで浮いた時間を、探求の授業の準備、進路指導に多く時間を注げるようになった。
・教材研究をしっかりできた。突拍子もない質問を結構してくる子に答えるために、自身で勉強をした。

「空いた時間で+αのこと
ができるようになった」

・自身がプログラミングに苦手意識を持っていたため、積極的に情報を取得してこなかったが、
テックレッスンで「できる！」と思えたため、今後はプログラミングの授業を良くしていくための
情報収集をしていこうと思った。
・今後に向けて私自身が、プログラミングを学ぼうという気持ちの変化が出てきました。
・教員を始めた頃の悔しい気持ちを思い出した。ただトライ＆エラーを繰り返して少しずつ理解を深める
ことができた。今まで苦手意識が強く避けていたプログラミングを前向きに捉えられるようになった。

「もっとやりたいこと・
学びたいことが出てきた」

教員の定性コメント③：プログラム提供による効果～教員自身の変化～
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・初年度なのでどうしていいか分からなかったのですがまさに実践
されている教員方のお話を聞けてとても参考になりました。

・現場の教員の取り組みの一端を知ることができて、
指導のイメージができた。

・先進的に取り組んでおられる先生方の貴重なご意見を頂戴し、
自身の知見を拡げられた。

・実施した際の疑問点やモヤモヤした部分を解消できた。

・生徒の動機づけややる気にさせるヒントをもらった。

（出所）成果報告アンケートより

「全国の先生が抱えている悩みや、解決のための工夫を直接聞くことができた」

教員の定性コメント④：コミュニティ形成による効果
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ものづくりの楽しさを伝えることが大事と思ってやってきた。受験準備も必要だが、プログラミング
を使ってどう価値を作るか、創造力が大事。身近な題材取り上げているところは生徒の関心引く。

県教育委員会
指導主事

「自治体内での新学習指導要領対応への目線を揃えることができた」
「問題解決の手段としてのプログラミング教育の形が見えた」

自治体（教委）の定性コメント

技術科の研修は通常だったら20名ほどしか集まらない。
これだけ多く（48名）参加したのは、珍しい。教員の危機感の現れだと思う。
こういう場を提案、設定していただいたことが非常にありがたかった。

生活に密着した学びになっていることが非常に良い。プログラミング言語だけではなく、
仕組みや活用をリアリティを持って学べる。導入校もWebサイト制作で地域商店街活性化の
取り組みをしている。今後もこうした教材を使いながら、課題解決人材を育成していく必要がある。

これは「使える教材」。非常に喜ばれると思う。教科書にしがみついて座学メインになりがちだが、
生徒も身が入らない。成果物ができてくるのは生徒の興味がそそられる。

(教員研修実施時の声)
政令市教育委員会

指導主事

県教育委員会
指導主事

県教育委員会
情報科指導主事

23
（出所）県教委・市教委との面会時の議事録より代表的な意見を抜粋



4. 問題点と解決の方向性



実証事業後に見えた2つの問題点

予算・費用の問題をクリアできない

人事異動への不安
教員の考え方に温度差がある

問題点①

問題点②

前述のような効果を生み出せた実証事業の一方で、
予算・体制という2つの問題で継続できない状況が起きている
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問題点 ①：予算・費用の問題をクリアできない

（出所）成果報告アンケートより

来年度利用意向利用満足度

満足度が高いにも関わらず、約85％の学校が継続の意志決定せず。
約半数近くが、予算が取れないという理由に。

検討中・利用しない理由
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問題点 ②：人事異動への不安、教員の考え方に温度差がある

来年も自分が担当するか分からない。
異動先の学校で導入を許可してもらえるかが不明。
次年度、授業を担当できるか未定。
転勤の可能性があるため。
専門が他教科で、次年度は技術の担当をしない。
授業担当者が決定していないため。
情報科の専門教員がいない。
指導者の研究が不足している。
職場の体制が整っていない。

内容と生徒のレベルが合わず、その調整が難しい。
授業者自身のレベルアップが必要だから。
形に残らないものにお金をかけられない。
本校の管内は免許外の教員が多いため。
教材の必要性が感じられない。
授業も大変、教材研究も大変、指導も大変。

人事異動・学校内の体制への不安 教材や授業に対する温度差

（出所）成果報告アンケート、導入校向け継続意向確認アンケートより抜粋

“人事異動”“学校内の体制”への不安や、教員の考え方の差により、
教材導入有無に対しての温度感の違いが大きく出ている。

教材導入を決められない理由
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問題が引き起こす事象と解決策

これらの問題点を放置すると、同一自治体内で学校間格差を引き起こす。
学校間格差の是正のためには、自治体が解決の主体となり推進する必要がある。

②人事異動への不安
教員の考え方の温度差

①予算・費用の問題を
クリアできない

学校間格差の拡大

自治体（教委）主導での対応検討が必要

学校の予算方針の違いで
生徒の学習内容が変わる

教員の指導方針の違いで
生徒の学習内容が変わる

問題点

問題が
引き起こす
事象

解決策
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自治体が主導したプログラミング教育への対応事例

奈良県
奈良市

島根県
益田市

市内全21中学校に対し、R3年度在校生からR5年度入学生までの
全校生徒へのアカウント (7,200人分) 導入を決定

ライフイズテックレッスン導入の半額を市が負担へ

「新学習指導要領の対応」という短期的な課題への対応は、もちろん大切だが、主体的に課題解決に取り組み、
最適解を生み出すことができる力を持った子供たちを育成するためには、教員がこれまでとは異なる授業を
デザインする必要があります。 GIGAスクール構想の実現により学校をとりまくICT環境は大きく変化しました。
新しい環境の活用と教員への支援を実現しながら、新しい時代に対応した取り組みにつながるツールを導入する
ことができました。この取り組みを定着させ、学びの深化・転換の実現に向けて学校を支援していくことが教
育委員会の役割の一つと考えます。

（奈良市教育委員会 谷様）

市として描いている大きな「人づくり政策」に寄与するツールなので予算化して推進すべきだと考える。
もっというと、こういう形で民間の力を借りることで最先端の教育を届けられ、子供達が将来にわたって地元で
も活躍することができる。だからこそ、教育委員会の一施策として捉えるのではく、市の主要施策（「ひとが
育つまち」）に向けた取組として推進していかなければならない。 （益田市教育委員会 大畑様）

学校間格差を生み出さない、教委主導の取り組みが実現している。
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全国各地で起こる教委主導の対応

福岡市

富山県

大分県

高知県

「最低限このレベルは必要」というところは、県として整えるべきと思っている。
また、EdTechを導入するだけではなく、それを使って教員が学ぶ場を作ることが大切。
「情報Ⅰ」への対応を迫る前に教員が情報Ⅰを理解する、体験する機会を作れることは非常に意義深い。

（大分県教委指導主事）

1番困っているのは現場の先生達。平成30年度から教科情報の教員を採用しており、今後は、各学校ご
との取組だけではなく、組織的に情報教育を推進する仕組み作りが必要。そのためには、民間等外部の
力も借りながら、県全体として情報教育を推進していきたいと考えている。

（高知県教委指導主事）

情報科はベテランの教員ばかりではなく、これまでプログラミングの指導経験のない教員や
免許外教科担任として指導せざるを得ない教員も多い。そういった教員を対象に、学ぶ場を提供したい。
生徒に提供する前に、まずは先生が学ぶことが大切。そのためにライフイズテックレッスンを先生に配
布したく、教員全員分のアカウントを購入する。 （富山県教委指導主事）

一律で導入できることによって、地域内での学びの品質を最低限揃えることができるし、異動の度に
教える内容が変わるということがなくなる。前提が揃った上で、そこに教員各々の工夫を載せていくこ
とが出来る。これによって若手と年配の教員など、教員同士の情報交換がうまくいくのではないか。

（福岡市教育委ICT係長）
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・双方向対応についてどうしようかと悩んでいる。
（中核市市教委）
・技術科の教員がプログラミングの取り組みを
諦めてしまっている。（市教委）
・市の中でプログラミング教育全体のやり方を
プランニングできていない。（市教委）
・各学校の指導要領対応の状況を確認したいが、
まだ現場の先生と話ができていない（県教委/市教委）

・GIGAの対応に追われていて、学習指導要領への対応まで
教委で対応するのは難しい（市教委）
・コロナの影響で研修ができていないので、今年度は
先生達の状況について確認できていない（市教委）
・中学校はコロナの影響もあり、来年度に向けての
取り組みはなし。（市教委）
・GIGA端末が入ってくるため、運用開始に向けて多忙
（市教委）

・プログラミングの教員研修に関しては、
小学校でも中学校でも研修はしていない （市教委）
・新学習指導要領（プログラミング）の対応は各学校に
任せている（市教委）
・学校のICTサポート任せになってしまっている。（市教委）
・研修は実施したので、あとは各学校に任せる（県教委）

自治体内の体制が整っていない

対応方針が定まっていない自治体の現状

（出所）県教委・市教委との面会時の議事録より代表的な意見を抜粋

・非常勤の比率も高く、対応に困っている。（市教委）
・果たしてプログラミングを指導できる人がいるのか。
（県教委）
・どの自治体もそうだと思うが、財政が厳しい。（市教委）

どのように対応したら良いかが分からない

忙しくて対応できていない

学校間格差を生み出さない教委主導の取り組み（前述）が実現する一方で、
対応ができていない・まだ迷っている自治体が多数存在する。

教委主導で対応はしていない/しない
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格差

自治体の対応が2分されている現状が引き起こす事象（仮説）

導入前の状況
未導入自治体・未導入校の現状

導入後 の状況

一括導入自治体・導入校の現状

自治体

教員

生徒

導入校の来年の姿

教員の意識やスキルによって
授業で実施する内容がバラバラ

プログラミングの専門性がなく、
何をやったら良いかについて手探り

プログラミングに興味なし
ビジュアルコーディングのみ

専門的に学んでいなくても、
生徒が喜ぶ授業を実施できている

テキストコーディングを学び
プログラミングの楽しさを覚えている

教員同士の授業・教材活用における
情報交換が行われ、指導内容が進化

他校の教員の工夫を用いて、
生徒達に良い学習体験を提供

オリジナルHP制作を通じて、
地域や身の回りの問題解決へ挑戦

やること・目線が揃い、
一定の学習成果は担保されている

“プログラミングをどこで、どうやって学んだか？”によって、
自治体内学校間格差に加え、自治体間で大きな格差が起こる

時間が経つに連れて

格差は大きくなっていく 32

自治体内
自治体間



5.ライフイズテック株式会社について



会社概要

会社名：ライフイズテック株式会社
電話番号03-5877-4879（代表）

所在地：〒106-0047 東京都港区南麻布2-12-3 南麻布ビル１F
設立：2010年7月6日（平成22年）
資本金：15億934万円（資本準備金等含む）

【役員】
代表取締役CEO 水野雄介

取締役副社長COO 小森勇太
取締役CTO 橋本善久
取締役CFO 兼 Impact Officer 石川孔明
取締役 讃井康智
社外取締役 孫泰蔵

監査役 熊澤誠
財務顧問 堀内勉
【役員・社員数】
55名
【事業内容】
中高生向けIT・プログラミング教育キャンプ/スクール/イベントの企画・運営
オンラインプログラミング教育サービスの開発・運営
【許認可】
有料職業紹介事業許可番号 13－ユ－307274
東京都知事登録旅行業 第2－6902号
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ライフイズテック株式会社について

プログラミング教育の国内トップランナーとして
2010年から子供達に様々な学びの機会を提供
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6.EdTech教材ライフイズテックレッスンについて

https://youtu.be/kYY6xzqnz1Q

https://youtu.be/kYY6xzqnz1Q
https://www.youtube.com/watch?v=kYY6xzqnz1Q&feature=youtu.be


教材制作の背景

2022年

2021年

2020年

普通科における「情報Ⅰ」が必履修科目に

技術科D区分「情報の技術」内の
プログラミング分野の拡充
「ネットワークを利用した双方向性のあるコンテンツの
プログラミングによる問題の解決」が追加

プログラミング必修化
文字入力とプログラミング体験による
プログラミング的思考の習得

高校

中学校

小学校

37

10年に1度の学習指導要領改訂のタイミング
プログラミング必修化が加速

2025年からの大学入学共通テストの再編
「情報」新設へ



小学校・中学・高校とで段階的にレベルアップしていく
プログラミング教育が必要

新学習指導要領対応に必要な観点

38

中学校
（技術）

高校
（情報）

小学校
（各教科）

テキストコーディングでより高度な問題解決
（Python, JavaScript, Swift, CS基礎 など）

テキストコーディングで問題解決の第一歩
（ネットワーク＆双方向を用いたHTML, CSS, JavaScriptなど）

ビジュアルプログラミングでプログラミング的思考力
（Scratch, Hour of Codeなど）



ライフイズテックレッスンでできること

39

1 新学習指導要領に対応！
「ネットワークを利用した双方向のあるコンテンツによる問題解決」に対応

2 未経験の先生でもカンタンに導入可能！
プログラミングスキルを「教える」のは教材、「導く」のが先生

3 テキストコーディングで問題解決を実現！
小・中・高の段階的なレベルアップを実現

4 個別最適な学習を実現！
1対40では構造的に難しかった生徒一人ひとりの理解度に合わせた学習を実現



EdTech教材ライフイズテックレッスンとは

40

中学技術科 新学習指導要領対応版 高校情報科 新学習指導要領対応版

中学校技術科／高校情報科の新学習指導要領に対応した、
ブラウザ完結型プログラミング学習教材



（参考資料）本資料で使われているアンケート結果について
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（参考資料）成果報告アンケートについて

【調査期間】
2021/2/5〜2/10

【調査対象者】

EdTech導入補助金を利用し、
ライフイズテックレッスンの導入申込を行った627校の申込者

【回答者】
415人（回答率：66.2％）
（内訳）
中学51校（回答率：36.9％）／高校349校（回答率：75.2％）
（年齢構成比）
20代：9.2％／30代：34.1％／40代：31.1％
／50代：21.7％／60代以上：5.1％

【実施方法】
Googleフォームによるアンケートをメール送付

【実施主体者】

ライフイズテック株式会社

【調査項目】
Q1.学校名
Q2.氏名
Q3. 専門教科（技術科・情報科／それ以外）
Q4.年齢
Q5.ライフイズテックレッスンの導入理由、導入時の期待
Q6. 導入する前の、プログラミング授業への自信度。
Q7.導入前にプログラミング授業について不安に感じられていたこと
Q8. ライフイズテックレッスンに対しての満足度
Q9.前問で回答の理由
Q10.ライフイズテックレッスンの生徒の反応
Q11.具体的に印象に残っている授業での生徒の反応について
Q12.教員・生徒に起こった変化
Q13.前問での回答の他に、教員や生徒に起こった変化
Q14. 導入後の、プログラミング授業についての自信度
Q15.プログラミング授業に関して事前に抱いていた不安解消具合
Q16.ライフイズテックレッスンの来年度導入意向
Q17.前問回答理由
Q18. ライフイズテックレッスンの推奨度。
Q19.前問回答理由
Q20.学習指導要領改訂への対応国や自治体（教育委員会）に求めるもの
Q21.研修や情報交換の場があった場合、教えてもらいたい人
Q22.その他に、経済産業省や自治体、教育委員会に対して要望
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（参考資料）協力校アンケートについて

１．調査対象
奈良県私立高校にてライフイズテックレッスンを実施。
対象：主に高校1年生
高校1年92名、高校2年1名、高校3年1名
うち通信制18名（高校2年1名、高校3年1名含む）

２．実施時期
事前調査：2020年9月
事後調査：2021年1月

３．調査方法
Google Formを用いたアンケート

（自尊感情質問項目）

１．私は、自分自身にだいたい満足している。
２．時々、自分はまったくダメだと思うことがある。(*)
３．私にはけっこう長所があると感じている。
４．私は、他の大半の人と同じくらいに物事がこなせる。
５．私には誇れるものが大してないと感じている。 (*)
６．時々、自分は役に立たないと強く感じることがある。 (*)
７．自分は少なくとも他の人と同じくらい価値のある人間だと感じている。
８．自分のことをもう少し尊敬できたらいいと思う。 (*)
９．よく、私は落ちこぼれだと思ってしまう。 (*)
10．私は、自分のことを前向きに考えている。

* は逆転項目

（Creative Self-efficacy）

１．私は、複雑な問題であっても効率的に解決することができると思う。
２．私は、自分自身に創造的な能力があることを信じている。
３．私には想像力と創意工夫する力があり、その点で友人より私は優れている。
４．私は、これまで多くの機会に、困難な状況に対応できることを示してきた。
５．私は、創造的な考え方を必要とする問題に対応することが必ずできると考えている。
６．私は、問題に対して独自の解決策を提案することが得意だ。
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