
EdTech補助金成果報告

・事業者名：グローバルスカイ株式会社

・導入したEdTechソフトウェア・サービス名： EtonX（英国イートン・カレッジオンラインプログラム）

https://jp.etonx.com

EdTech 導入補助金（令和元年度補正先端的教育用ソフトウェア導入実証事業）



ソフトウェア
・サービス
概要

リーダーシップ教育で名高い英国の名門イートン校が

世界60か国に展開するオンラインラーニングプログラム

◆EtonXとは

イートン校が考えるリーダーシップ教育（帝王学）を土台に

VUCA with コロナ時代を生き抜く人材に必須の

Future Skillsを養成

学校等教育機関の各種プログラム

グローバルリーダーシップ、海外研修補完、高大接続に最適



ソフトウェア
・サービス
概要

◆スキル科目群

アカデミックスキル

・Writing Skills

(アカデミックライティング）

・Research Skills（リサーチの技法）

キャリア準備

・Interview Skills

(面接でのコミュニケーション）

・CV Writing（レジュメでの自己表現）

・Entrepreneurship（新規ビジネスを考える）

コアスキル

・Verbal Communication 

（コミュニケーション）

・Critical Thinking 

（多面的思考）

・Resilience(立ち直る力）

発展スキル

・Public Speaking

（公の場でのスピーチ）

・Making an Impact（人の心を動かす）

・Creative Problem Solving（創造的課題解決）

次代を生き抜くFuture Skills



ソフトウェア
・サービス
概要

◆コースの特徴

イートンカレッジの教員たちが各コースのディレクターとなり

企画・開発および講義動画を担当

動画、インタラクティブスライド、エクササイズ、ジャーナル

機能等を駆使した、能動的な学習

×受動的Eラーニング 〇内省を促す主体的な学習



ソフトウェア
・サービス
概要

◆コースの特徴

バーチャルクラスルームで世界中の若者とつながり、

専門テーマについて協働し、ディスカッション

×英会話のレッスン 〇英語で協働ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ

英語運用に自信がない生徒には、弊社日本語サポート

やオリジナルオンラインレッスンを用意



導入学校
概要

学校名 鷗友学園女子中学高等学校
創立 1935年
学校長 大井正智（おおいまさとし）
生徒数 1,440名（2020年4月現在）
所在地 東京都世田谷区宮坂一丁目5番30号

導入のねらい

カリキュラムポリシーに「全人教育・リベラルアーツ」
「グローバル教育」を掲げ、
世界で活躍する女性リーダーを育てる
教育活動の一環としてEtonXプログラムを採用

導入スキル科目

・Public Speaking（公の場でのスピーチ）

・Making an Impact（人の心を動かす）

・Creative Problem Solving（創造的課題解決）



導入学校
概要

学校名 宮崎県立宮崎大宮高等学校
創立 1889年
学校長 吉田郷志（よしださとし）
生徒数 1,076名（2020年4月現在）
所在地 宮崎県宮崎市神宮東一丁目3番10号

導入のねらい

文部科学省のスーパーグローバルハイスクール指定
での活動実績と現ワールドワイドラーニング拠点校
としての取り組みの一環で、先端的な課題解決型学習
を補完し、自校のリーダーシッププログラムを
基礎から支える教育プログラムとしてEtonXを採用

導入スキル科目

・Public Speaking（公の場でのスピーチ）

・Critical Thinking（多面的思考）



今回導入の
学習方法

◆学習方法１ EtonXチューターグループコース 課外授業

第1週 第2週 第3週 第4週 第5週 第6週 第7週 第8週

自習

ワーク
ショップ

課題

中間
課題
提出

最終
課題
提出

英語運用力に自信がある生徒：TOEFL 60、IELTS 5.5、英検準1級 or 2級以上

Eton Xオンライン自習（1日30～1時間程度）

Eton Xオンラインワークショップ（50分×7週）：

・Eton Xチューターが担当

・世界60か国から同年齢の生徒最大8名が参加

・Eton X ヴァーチャルクラスルームを使用



今回導入の
学習方法

◆学習方法２ EtonXセルフスタディコース 課外授業

第1週 第2週 第3週 第4週 第5週 第6週 第7週 第8週

自習

ワーク
ショップ

課題

中間
課題
提出

最終
課題
提出

英語運用力に自信がない生徒：TOEFL60未満、IELTS 5.5未満、英検2級以下

Eton Xオンライン自習（1日30～1時間程度）：

・日本語学習マニュアル（全ウェブサイト翻訳＋解説）

グローバルスカイ・オンラインワークショップ（90分×3回）：

・グローバルスカイネイティブ講師が担当

・導入学校の生徒最大8名が参加

・ZOOMオンラインを使用



導入
活用イメージ

グローバルリーダーシップ教育プログラム
海外研修補完・海外協働プログラム
高大接続プログラム

導入目的例

対応教科
科目例

総合、英語
選択科目／学校設定科目
探求、国際
課外授業 他

対応学年 中2～高3

対応機器 PC、タブレット

生徒が一歩踏み出し、

生徒同士学び合い、

教員が連携する。



導入結果‐
アンケートに
見られる成果

◆各コースで学ぶ10個のスキルについて自信をもっているか、学習の事前事

後でEton X独自の5段階評価アセスメント（Confidence Quiz）を行った。

事前事後でスキルに対する生徒の自信が、1.4倍に向上した。

平均2.76 平均3.89

事前 事後

1.4倍
向上



導入結果‐
アンケートに
見られる成果

◆受講後アンケートでの、Eton X学習の「難易度」と「満足度」調査

結果。難易度が高いと感じつつ、満足度が非常に高かった。生徒に

とってやりがいのあるチャレンジであったことが示されている。

表1: Eton X学習の難易度 表2: Eton X学習の満足度



導入結果‐
アンケートに見られる成果

◆成果

・学校や仕事でずっと使えるプレゼンのスキルを学ぶことができた。

・Public Speakingに役立つスキルが毎週盛り沢山だった。英語で発表することに親しみが湧くようになった。

・研究に基づいた、説得力のあるフレームワークを紹介していたのが良かった。

・Creative Problem Solvingの課題が楽しくて最高だった。

・自分より少し高いレベルの研修を受けたので、語彙力も増え英語力をより高めたいという意欲も湧いた。

・1人1人の生徒へのフィードバックが丁寧にあり、自分の能力を上げるのに非常に役立った。

教材コンテンツの内容が充実していて、取り組むたびに新しい学びや気づきを得ることができ、楽しかった。

・Creativity とは何かを理解、習得できた。授業冒頭のゲームなどでその場で思いつけるような発想力がついた。

・どのような方法を取ることでオリジナリティ溢れる解決案を考えられるのかを丁寧に指導していただき、

不安が自然となくなり、新しい解決案を考えていく楽しさを実感することができた。

◆オンライン：

・対面でなくても、いろいろな国の同年代の子達と触れ合うことができたので良かった。

オンラインでもグループになって話し合いができて良かった。次は対面でやってみたい。

◆チューター：

・とてもフレンドリーで笑顔でリラックスして授業を毎週受けることができた。

毎回発言するたびに褒めてくれたので、肯定感が上がった。

受講生徒の声：ディスカッショングループコース



◆成果：

・自分が考えたアイデアをその場で友達と話し合い、講師の方が助言をくださる学習方法はとても理解が深まった。

・普段はここまで深く掘り下げて考えないことが、結構あったため、面白かった。

・いつもとは違う側面から英語を学ぶことができた。自分で考える力がついた。

アイディアを素早く出すことや、将来につながる問題解決方法などについて学ぶことができ、とても収穫が多く充実していた。

・英語の実力的な側面だけではなく、自分の将来の夢の職業でも使うことのできるスキルを学ぶことができた。

・クリエイティブな考えを身につける講座を英語でやる、という二重に難しいことをやり遂げられた。

・将来的に役に立つ内容が多く試験のための勉強よりも将来のことを重視したい自分にとてもよいプログラムだった。

・自信が持てるようになり、学校の発表の成績も上がった。

・緊張を減らす方法を学べた。間違えそうだから話さないのではなく、間違ってでも伝えてみようと思えるようになった。

◆オンライン：

ブレイクアウトルームで少数で発表したのちにグループ全体で発表するというシステムがとてもやりやすかった。

◆チューター：

”Don’t be afraid to make mistake”という言葉がとても心に響いた。この言葉を大切にしていこうと思った。

受講生徒の声：自習＋オリジナルオンラインコース



考察・分析

◆生徒にとって

◆学校にとって

• フューチャースキルの各専門性を習得

• 英語運用レベルに偏らない学習機会

• 多様性を理解し、主体的に自分で考える習慣

• 英語で協働し、海外へ立ち向かう自信

• オンライン・ディスカッションを通じた意欲向上

• 方針、取組を補完し、課題を共に解決する存在

• 海外研修を、交流を超えた深いレベルで補完

• 選択コースを組み合わせ、継続的な全校推進の潜在性

→今後のチャレンジ

• 教科間、学校間の連携と教員スキルアップ研修

• フューチャースキルを核としたEdTechコミュニティづくり



会社概要

会社名 グローバルスカイ株式会社
代表者 代表取締役 永田幸（ながたこう）
設立 2012年

従業員 50名
所在地 東京都渋谷区恵比寿4-20-4

恵比寿ガーデンプレイス・グラススクエア

グローバルと日本を繋ぎ、課題に合わせて、コレクティブな組合わせで、学びをデザインする会社


