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デザイン思考による授業改善
― 学生による参加型教材開発授業の試み ―
富

田
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はじめに
筆者は、学生が国際理解教育・グローバル教育についての参加型教材を開発し、学外向けのワー
クショップを行うというPBL型授業に取り組んでいる。それ以前から、県立広島大学重点研究事業
（地域課題解決研究）において教育系市民団体と参加型オリジナル教材の開発に取り組んできた。
そこで、教材開発の難しさを実感していた。授業での教材開発でも、作成者の属性や人数、作成期
間などの違い1はあるが、同様の問題が起きた。具体的には、方向が分からなくなる、試行できる
段階までに時間がかかり過ぎて他のメンバーがフィードバックするチャンスが少ないといったこと
である。そして、これらを解決する方法も見あたらずにいた。
本研究は、これらの問題意識のもと、デザイン思考を教材開発に取り入れる効果について考察し
たものである。結論を先取りすれば、ミッション・ビジョンを明確にし、極端なユーザーを想定し
て魔法のシナリオを書き、クイック・プロトタイピングという考え方にもとづき、早い段階で試作
品をつくり、他者からのフィードバックを参考に、試作品を作り直すというサイクルを繰り返すと
いう手法は、非常に効果的であった。同時に、デザイン思考における「早く何度も失敗する」
「新
しいものを生み出すのは個人の才能ではなく、技術である」という考え方は、人材育成という観点
からも優れたものであることが分かった。
本論では、まず１でデザイン思考について簡単に説明をし、２で現在、日本の大学・大学院にお
いて行われているデザイン思考教育についてまとめて本研究の位置づけを示す。３では、授業で実
践した内容とその結果について考察する。

１

デザイン思考とは何か

早くからデザイン思考研究に取り組んでいる奥出直人は、デザイン思考は、
「いままで主に美術
系の大学で教えられてきたような形と機能を受け持つ領域を超えて、ビジネス戦略を立案するため
の新しいアプローチとなりつつある」と述べている（奥出 2013：35-6）
。科学技術動向研究センター
の黒川利明が『科学技術動向』において、デザイン思考とは、人間中心、科学技術、ビジネスの３
要素を、着想からアイディア化を経て実現へと進める、デザイナー的なアプローチで、複数の分野
にまたがって課題解決を図る、さらに新しい課題そのものを発見・設定できるような人材育成のひ
とつのアプローチとして、世界の大学・大学院でデザイン思考教育が注目を集めている（黒川
2012：10-1）と述べているように、教育分野への応用が進んでいる。
デザイン思考の明確な定義は難しい。既にさまざまなところでとりあげられており、ここでそれ
1

市民団体は現職教員が主で、
教材は個人で作成。期間は１～２年。授業は大学生、グループで作成。期間は４ヶ月。
―
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らについて詳細に検討することは本論文の目的からはずれるので、簡単に説明するにとどめる。
黒川は、デザイン思考の説明には種々あると断った上で、
「
『課題解決に取り組むために、デザイ
ナーがアプローチする際のやり方』ということに集約できそうである」と述べている（黒川 2012：
12）
。一般的にデザイン思考のプロセスは、図１の５つのステップで、この全体あるいは部分をす
ばやく何度も回す。
１）共感＝深いニーズを知る：ユー
ザーの気持ちに共感することで、彼ら
が本当に求めているものは何かを明ら
かにする。２）問題定義＝問題点とゴー
ルを決める：人々の欲求が満たされて
いない現状を明らかにし、どのような
状態を目指すべきかを定める。３）創
造＝アイディアを生み出す：理想の状
態にたどりつくことを支援するアイ
ディアを生み出す。４）プロトタイプ

図１

デザイン思考の５つのステップ

出典：スタンフォード大学ハッソ・プラットナー・デザイン研究
所（2012）
。

＝アイディアを形にする：生み出した
アイディアを実際に形にすることで、うまくいきそうな部分を確認したり、さらにアイディアを得
るきっかけにする。５）
テスト＝アイディアを評価する：本当に目的を達成できるのかどうか、
ユー
ザーの声を元にアイディアを検証する（柏野 2012：9）
。
Barry M.KATZは、このプロセスは、初心者が簡単に習得できるものではないが、デザイン思考
を還元主義的な方法論ではなく、人間主義的な思想として捉えるならば、デザイン思考により得ら
2
。
れる重要な洞察は、説得力があり転化可能なものであると述べている（KATZ 2017=2017：612）

２

デザイン思考教育

黒川は、世界のデザイン思考教育を行っている大学・大学院をまとめ、例として世界の33箇所の
大学・大学院を示している。日本国内で、デザイン思考や同じような内容を学べる大学・大学院は
従来から存在するとし、2013年度開始予定のものを含めて東京大学のi.schoolなど７例をあげてい
る（黒川 2012：13-14）3。
黒川が指摘しているように、工学部や芸術学部では従来からデザイン教育が行われている。医療
デザイン系の学部学科も同様であろう。近年ではビジネス・スクールを含めた社会科学系の学科や
アントレプレナー育成関連でも授業が開設されている。アントレプレナー関連は、文部科学省のグ
4
の影響が大きいと思われる。2014年
ローバルアントレプレナー育成促進事業（EDGEプログラム）

度から始まったこの事業には13の大学が採択され5、次世代アントレプレナー育成事業（EDGE-

2
3

4
5

筆者自身、デザイン思考を習得できたとは言い難いが、実践の中でその力を実感している。
石田亨も、国内外の大学におけるデザイン学教育についてまとめている。特に京都大学デザインスクールについ
て詳述している（石田 2017）
。デザイン思考に基づいたイノベーション教育については、
岡ほか（2009）が詳しい。
Enhancing Development of Global Entrepreneur Program。
採択期間：2014年度～ 2016年度。
―

2―

県立広島大学

総合教育センター紀要

第３号

NEXTプログラム）6では、５つのコンソーシアム（主幹機関５大学、協働機関18大学、協力大学７
大学）7が採択された。
筆者が調べたところ、学部学科でデザイン思考教育を行っている学校に、アントレプレナー育成
。
事業を実施している大学を含めると、黒川があげた７校を含め56校になった8（表１参照）
デザイン思考そのものを教えるところもあれば、デザイン思考にもとづいて授業実践をおこなっ
ているところもある。先行研究としては、
橋本順一（2014）
、
大迫周平ほか（2014）
、
徳田明仁（2014）、
水谷光（2015）
、福重真一ほか（2016）
、赤木良子（2017）などがあげられる。
ものづくりに関する授業やビジネスに関する授業がほとんどであるが、大迫ほか（2014）の実践
報告は、価値創造型PBLのテーマ検討およびプロジェクトにおける問題解決時に，新たな付加価値
を生み出すようなアイディアを創出する力を高めるためにデザイン思考を導入したもので、本研究
と近い目的を持っている。結果として、課題を正しく認識するという意識の向上に一定の効果が得
られたが、フィードバック効果の活用不足という課題が得られたとしている。福重ほか（2016）が
紹介している大阪大学の博士課程での取り組みも、ものづくりではあるが、文理統合型の課題解決
のPBL型授業で、貴重な実践である。
このように、デザイン思考の教育への応用は人材育成の分野でも実施されるようになっており、
一時的な流行ではなく、全国的に実践されている。本研究は、上に紹介したいくつかの先行研究と
方向を同じくするものではあるが、他では扱っていない教材開発という分野への応用の可能性につ
いて考察するものである。

３
3-1

デザイン思考の教育への応用
授業での実践結果

本研究では、デザイン思考にもとづき、開発教育系の参加型教材開発を行った。具体的には、教
11
、JICA中国「海外教員派遣事
育系市民団体9でのワークショップ10、JICA中国主催「国際教育研修会」
12
13
、本学人間文化学部国際文化学科専門科目「東アジア社会文化論演習」
で実施した。
業帰国後研修」

ここでは、最後に実践した大学の授業での実践例を示す。この授業は、東アジアを中心に国際理
解を目的とした参加型教材をつくることが主たる内容となっている。履修者は演習の授業を受ける
奥出（2013）とスタンフォー
までに開発教育系の参加型授業を30週以上体験している14。授業案は、
6

EDGEプログラムを引き継いだ次世代アントレプレナー育成事業。
採択期間：2017年度～ 2021年度。
8
2018年度開始予定のものも含む。
9
地球市民共育塾ひろしま。開発教育系のワークショップを開催したり、教材を開発している団体。現職教員が
多く参加している。
10
「デザイン思考で教材づくり」2017年６月17日・
「魔法のシナリオとフィールドワーク」2017年８月26日。どち
らも県立広島大学で開催。ワークショップは富田研究室との共催で本学教職員の参加もあった。
11
「参加型で学ぶ！教室から世界を知る授業・講座づくり」第１回は2017年６月25日、JICA中国で開催。
12
2017年９月２日～３日、JICA中国で開催。
13
３年生後期配当。
14
「NASAゲーム」
「サッカーワールドカップ日本代表を選ぶ」
「BARNGA」
「パーム油の話」
「コーヒーカップの
向こう側」「貿易ゲーム」
「ひょうたん島問題」
「水から広がる学び」
「ケータイの一生」
「エイリアンの住む惑星
への旅立ち」
「BafaBafa」
「難民のかばん」
「桃太郎伝説」
「ティフ星人はパセリを食べる」
「史実のカード」。こ
れらに加えて、多くの学生は「世界がもし100人の村だったら」「無人島ゲーム」なども体験している。
7

―
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表１

デザイン思考教育を実施している大学・大学院等の例
講義などで実施

EDGE

EDGE
-NEXT

東京大学

i.school

〇

◎

京都大学

デザインイノベーションコンソーシアム（京都大学デ
サインスクール）

〇

〇

大阪大学

大阪大学大学院（超域イノベーション博士課程プログ
ラム）

〇

△

〇

△

〇

◎

奈良先端科学技術大学院大学

〇

〇

大阪府立大学

〇

〇

立命館大学

〇

〇

早稲田大学

〇

◎

滋賀医科大学

〇

〇

広島大学
九州大学

芸術工学研究院*、ロバート・ファン／アントレプレ
ナーシップ・センター

慶應義塾大学

大学院メディアデザイン研究科・システムデザイン・
マネジメント研究科*

〇

東京工業大学

大学院社会理工学研究科*

〇

東京農工大学
岐阜大学

〇
大学院自然科学技術研究科

〇

東北大学

◎

名古屋大学

◎

北海道大学

〇

小樽商科大学

〇

神戸大学

〇

宮城大学

事業構想学部デザイン情報学科

〇

筑波大学

〇

お茶の水女子大学

〇

静岡大学

〇

名古屋工業大学

産学官連携共学プログラム「デザイン思考教育プロジェ
クト」

〇

豊橋技術科学大学

〇

三重大学

〇

山形大学

〇

東京理科大学

〇

会津大学

△

多摩美術大学

美術学部情報デザイン学科

△

福岡大学

△

崇城大学

△

立命館アジア太平洋大学

△

東北芸術工科大学

デザイン工学部

北陸先端科学技術大学院大学 ヒューマンライフデザイン領域
工学院大学

建築学部建築デザイン学科

武蔵野美術大学

大学院造形研究科デザイン専攻 デザイン情報学コース

―
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多摩大学大学院

MBAイノベーション系講座

茨城大学

教育学部情報文化課程

千葉工業大学

創造工学部デザイン科学科*

首都大学東京

システムデザイン学部

法政大学

デザイン工学部

明治大学

総合数理学部

東京都市大学

社会情報学科*

東京女子大学

現代教養学部心理・コミュニケーション学科

東京工科大学

デザイン学部

静岡文化芸術大学

デザイン学部

日本大学

生産工学部創生デザイン学科

湘南工科大学

工学部総合デザイン学科

情報科学芸術大学院大学

創造技術専攻

名古屋商科大学

ビジネススクール

成安造形大学

総合領域総合デザインコース

京都工業繊維大学

デザイン経営工学課程*

京都造形芸術大学

芸術学部

近畿大学

文芸学部文化デザイン学科

関西学院大学

理工学部人間システム工学科

大阪工業大学

ロボティクス＆デザイン工学部

産業技術大学院大学

創造技術専攻

香川大学

創造工学部

九州工業大学

大学院情報工学府バイオメディカルデザインコース

佐賀大学

アントレプレナーシッププログラム

熊本大学大学院

教授システム学専攻

グロービス経営大学院大学

テクノベート特別講座

出典：黒川（2012）に筆者が調べたものを追加（googleで「大学 デザイン思考 site:*.ac.jp」で検索）。
注１：*印が黒川（2012）で紹介されているもの。
注２：EDGEとは文部科学省グローバルアントレプレナー育成促進事業、EDGE-NEXTとは文部科学省次世代ア
ントレプレナー育成事業。
注３：EDGE-NEXT欄の◎は主幹機関、〇は協働機関、△は協力大学。
注４：東京女子大学現代教養学部及び香川大学創造工学部は2018年４月設置。

ド大学d.school（2017a、2017b）を参考にして作成した。15回のうち、後述のようなワークシート
を配布して授業を行ったのは２週目と３週目である。
２週目、学生には以下のような内容のワークシートを配布した15。学生はワークシートに記入し
たり、付箋紙やホワイトボードを活用しながら、プロトタイピングを行った。
ミッションとビジョン
●

ミッション
「教材を何のために作るのか、
なぜつくるのか」
を文章にしてください。
これが各自のミッショ
ンになります。
（例：世界平和の実現と人類の福祉の増大のためには、国家間の相互の主権

15

学生に配布したものは13ページあるが、ここでは一部割愛した。
―

5―

デザイン思考による授業改善 ―学生による参加型教材開発授業の試み―

の尊重と協力、各国民の相互理解とが大切であることを認識させるため。
）
●

ビジョン（つくりたい授業や教材）
何を実現したいのかを一言で表して下さい（左の「ミッション」に従って「～が欲しい」と
いうことを具体的にイメージにする）
。複数可。
（例：クラス全員をワクワク、ドキドキさせ
たい。）

教材課題決定ワークシート
１．テーマを選ぼう（ジャンルは国際理解）
（例：
「自由貿易」
「難民」
「水」. . . ）
テーマがまだぼんやりしている人は、ウエビングマップを書いて考えよう。
２．テーマを掘り下げよう
（ペアや自問自答でテーマを選んだ理由を問いかけてみよう）
（例：
「日
本の難民認定率の低さに関心がある」. . . ）
３．課題を設定しよう（自分の関心をもとにテーマのどの側面を教材にするかを考えて、課題を
決めましょう。
）
（例：
「難民認定の難しさを疑似体験する」. . . ）
マグネットテーブル

16

グループ分け

グループのミッションとビジョン
グループのミッション、ビジョンは、メンバー誰かのものを一つ選んでも良いし、組み合わせや
寄せ集めでもよい。全員が合意していることが大切。
●

ミッション

●

ビジョン

ユーザーへの調査
ユーザー（みなさんの教材を使った授業を受ける学生）のニーズをしっかり掘り下げるために、
学生役の人にインタビューしてください。グループメンバー全員が順番に学生役をします。
１．インタビュー
学生／生徒としてインタビューに答えてください。
（一人２分ずつ） １回目のインタビュー
内容をメモしてください。
「どんな授業を受けたいか」
「どんな教材がワクワクするか」等
２．掘り下げ
学生としてインタビューに答えてください。
（一人２分ずつ） ２回目のインタビュー内容を
メモしてください。
「なぜ？（５whys）
」
「具体的には？」等
問題をリフレーミングしましょう。
３．概要把握 （２分）
●

ニーズ：インタビュー相手が授業で望んでいることは何でしょう？

※動詞で表現しま

しょう
●

インサイト：インタビュー相手の感情（気持ち）から気づいたこと／インタビュー相手
がまだ自覚していないニーズは？

※インタビューで聞いた内容から推測します

４．問題設定 （２分）
インタビュー相手は、実は（本人は気づいていないけれど）
、授業に以下のようなことを求
めているんだ！

16

マグネットテーブルとは、アイディアの近い者同士でグループを作って考えをまとめていくというファシリテー
ション手法で、各自が考えたテーマをもとにグループ分けを行った。
―
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５．グループでシェアをしてください（５分）
創造：ユーザーのニーズを満たす教材のアイディア
６．アイディアを５つ考えましょう。
（絵でもOKです）（５分）
７．アイディアを班内でシェアして、以下にフィードバックを記入
プロトタイプをグループでつくってプレゼンしてみましょう。
８．教材のプロトタイピング（試作品づくり）
（10分）
９．他の班にプレゼン（４分）してフィードバックをもらいます（４分）
。
10．フィードバック・マップで整理
フィードバックを参考にトライ＆エラー
11．フィードバックを反映させた新しいアイディを考えましょう。
（３分）
12．グループでシェアをしてください
授業のminute paperには、以下のような記述があった。
［クイック・プロトタイピング］
●

肯定的：
「時間がなくて焦っていたが、良いアイディアが出せてよかった。
」
「絶対ムリ！と
思ったけど、プロトタイプを大まかにつくることができてよかったです」

●

否定的：
「新しいゲームを作ろうとすると問題点が続々と出てきて、まとまらず、ふわっと
したものしか出来なくて、他のチームに説明がしっかりできなかった。
」
「何にポイントを置
くか考えきれなかった。
」
「短時間で簡単なものをつくろうとしても全然まとまらなかった」
「一から試作品を作るのは難しかった」

この週は、ミッション・ビジョンが不完全なグループがいくつか見受けられたので、翌週は、も
う一度、個人のミッション・ビジョンとグループのミション・ビジョンを考え、課題も再考した。
さらに、新たに魔法のシナリオを組み入れ、そのあと、再度、創造、プロトタイピングというプロ
セスを行った。この魔法のシナリオを書く際に、
最初のプロセスであるミッションが非常に重要で、
これがしっかり書けていると、シナリオを書く際に迷いがなくなるという指摘が、授業前に実施し
たワークショップであったからである。
魔法のシナリオとは、仮想ユーザーが教材を通して目標を達成するシナリオのことである。仮想
ユーザー（生徒／学生）は、平均的ではなく極端な設定（名前・年齢・性格・口癖など）を詳細ま
で決め、指導案の授業展開に従って、
教室に繰り広げられる光景（ストーリー）のシナリオを描く。
とくに、仮想生徒＝主人公の感情の移り変わりに注目する。さらに、技術や社会関係の制約に縛ら
れることなく、やりたいことは「魔法でできる」と考えて描くというのがポイントである17。
学生に配布したワークシートの内容は以下の通り。
魔法のシナリオ
 授業の台本を書いてみよう。一人の主人公が、どう考え、行動するかを頭に入れて、授業を受
けるシーンを最初から最後まで書き切る。どのように授業を受け、それによって起こる感情まで
17

魔法のシナリオについては、奥出（2013：188-96）を参照のこと。
―
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描写する。つまりどんな人がどのような受け止め方をするのかを明示する。授業内容の詳細は書
く必要はない。教授技術や人間関係の制約に縛られることなく、
やりたいことは「魔法でできる」
と考えてシナリオを描く。
「魔法のシナリオ」を描くことで、教材の世界観や具体的な使い方な
どをグループで共有する。
１．主人公＝仮想学生／生徒のキャラを設定（５分）
名前
●

学年

性別

性格

趣味

口癖

ニーズ（学校での目標）

平均的ではなく極端な設定にする←「満たされていない様々なニーズを明らかにする、
貴重な手がかり」
（Brown 2009＝2010：56-61）

●

設定したペルソナ一人を完全に満足させる授業をデザインする（奥出 2013：192）

２．その他の登場人物と話の構成を考える（10分）
●

教員や生徒など、その他の登場人物の設定や関係（極端でなくてもよい）

３．シナリオの構成を箇条書きに（例：１．授業開始時はやる気がない。２．〇〇を始めると喧
嘩になってしまう。３．□□をすることで△△に気づき笑顔になる。４．授業終了時には喧
嘩をした相手とも仲直り）
創造：仮想ユーザーのニーズを100％満たす教材のアイディア
４．アイディアを５つ考えましょう。
（絵でもOKです）（５分）
５．アイディアを班内でシェアして、新しいプロトタイプを作ろう（８分）
プロトタイプをプレゼンしてフィードバックをもらおう
６．プレゼン（４分）してもらったフィードバックを以下のマップにまとめよう（４分）
。
７．フィードバックを反映させた新しいプロトタイプつくりましょう。
（３分）
授業のminute paperには、以下のような記述があった。
［ミッション・ビジョン］
●

肯定的：
「ミッションやビジョンが明確化したことでゲームがつくりやすくなった気がする」
「ミッションとビジョンについて話し合ったことでゲーム内容の改善ができた」
「自分がどう
してその教材をつくりたいのかを考えることも大事だと感じました」

●

否定的：なし

［魔法のシナリオ］
●

肯定的：
「ターゲットを具体的にイメージするとアイディアが浮かびやすい」

●

否定的：
「仮想ユーザーのニーズを満たすアイディアを出すのが難しかった」

［フィードバック］
●

肯定的：
「他のグループの人の意見が新鮮でプロトタイプがより深まったと思う」
「他の班の
意見を聞くことができた。自分たちでは浮かばなかったアイディアが浮かんだり、新鮮に感
じた」

●
3-2

否定的：なし
考察

ミッション・ビジョンを最初に明確にすることで、あとの作業をスムースにできるということが
分かった。
―
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ユーザーをはっきりさせることが重要ではあるが、極端なユーザーのニーズを100％満たすとい
うプロセスは、不慣れなため難しいようであった。だからこそ、このプロセスは重要であると考え
られる。
クイック・プロトタイピングのクイックという部分をこなせないことが目についた。
「アイディ
アのコアになる部分、絶対はずせない、最小限の要素は何か」とたずねると、答えられないことが
ほとんどであった。提示している多数の要素（変数）について「全て必要です」という答えが返っ
てくることもあった。
クイック・プロトタイピングは、ラピッド・プロトタイピング、ダーティ・プロトタイピングと
言われることもあるが、いずれも、最小限の要素で素早く試作品を作るという考え方である。ダー
ティという言葉が表しているように、
「雑に」つくることが重要である。これは「時間をかけない」
のと同時に、
「完成度をあげない」という意味も含んでいる。プロトタイプを作る目的は、アイディ
アが使い物になるかどうかをチェックすることである。作り込んでしまうと、ダメ出しがしにくく
なり、本来の目的達成の妨げになるのである（奥出 2013：212-4）
。たとえば奥出は、企業のモノ
づくりのコンサルティングをしていて、もっとも抵抗が大きいのはこのプロトタイプ思考の部分だ
と述べている。
「モノづくりをおこなっている企業では、
（中略）考えるためにプロトタイプをつく
るという文化はない」
（奥出 2013：152）と言い切っている。これは、
「国際教育研修会」や「海外
教員派遣事業帰国後研修」でも、
「時間があればもっといいものができたのに」という不満の声と
してあがった。
このような考え方は、コンピュータ・プログラミングの世界でもある。それはアジャイル開発と
「利用者の要求を随時取り入れる、実際に動作するプログラムをこれ
呼ばれており18、その特徴は、
までよりも短いサイクルでリリースする、日々試験をし結果をフィードバックする」19と言われて
おり、デザイン思考と非常に似通っている。工程が一方向のウォーター・フォールモデルなどの
「従
来の既存の開発方法が決して機敏なものではなく、顧客要求の把握が早期にできない、事業環境の
変化に追随できないなどの諸欠陥への反省がある」と言われている20。
クイック・プロトタイピングがスムースにできないのは、背景に文化的な要因があるのかもしれ
ない。逆に言えば、国際理解の教材開発におけるクイック・プロトタイピングという作業は、複雑
な社会現象のもっとも重要な要素を見抜くトレーニングにもなるし、変化の激しい社会に必要な技
術でもある。

おわりに
授業の履修者は、参加型の授業には慣れてはいたが、デザイン思考にもとづく作業は全く初めて
で、思うように進まないことも多かった。早い段階、例えば入学直後から、このような考え方に慣
れ親しんでいけば、教材開発のようなPBL型授業だけでなく、人材育成に関して高い効果を生み出
18

19

20

詳細は、Venkat and Andy（2006＝2007）などを参照のこと。デザイン思考は、アジャイルやリーン製品開発
とも関連が深い。佐藤達男・亀山秀雄（2012）などを参照のこと。
Weblio事典（IT用語辞典）https://www.weblio.jp/content/%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%82%A
4%E3%83%AB
Weblio事典（IT用語辞典）https://www.weblio.jp/content/%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%82%A
4%E3%83%AB
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す可能性があると考えられる。これは、授業の改善というよりは、カリキュラムにかかわる課題で
ある。
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