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令和２年度「専修学校における先端技術利活用実証研究」について、事業計画書を提出します。 

  



令和２年度 番号 

 

令和 2 年度「専修学校における先端技術利活用実証研究」 事業計画書 

 

１ 委託事業の内容 

専修学校における先端技術利活用実証研究 

 

 

２ 事業名 

VRや ARなどの先端技術を利活用した現場実践能力の高い専門的対人援助職員の効

果的な養成プログラム開発に関する実証研究事業 

 

３ 分野 

医療分野 【医療】 

教育社会福祉分野 【介護】  

 

４ 代表機関 

■代表機関（申請法人）等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ■事業責任者（事業全体の統括責任者）    ■事務担当者（文部科学省との連絡担当者） 

職名 
職業教育研究開発センター 

研究員 

 
職名 

職業教育研究開発センター 

研究員 

氏名 小林 英一 氏名 渡邉 みどり 

電話番号 03-3200－9074  電話番号 03-6233－7185   

Ｅ－ｍａｉｌ e.kobayashi@keishin-group.jp Ｅ－ｍａｉｌ m.watanabe@keishin-group.jp 

法人名 学校法人 敬心学園 

代表者名 職業教育研究開発センター長   川廷   宗之  

学校名 
職業教育研究開発センター 

 

所在地 
〒169-0075 

東京都新宿区高田馬場 2-16-6 



５ 構成機関・構成員等 

 （１）教育機関 

名称 役割等 内諾 都道府県名 

１ 学校法人 敬心学園        

日本医学柔整鍼灸専門学校 

運営企画・教育プログラム開発 

実証・実証協力 

〇 東京都 

２ 学校法人 敬心学園 

日本福祉教育専門学校 

実証・実証協力 〇 東京都 

３ 学校法人 こおりやま東都学園  

郡山健康科学専門学校  

運営企画・実証協力 〇 福島県 

４ 学校法人 智晴学園 専門学校 

琉球リハビリテーション学院 

運営企画・実証協力 〇 沖縄県 

５ 学校法人 敬心学園        

日本児童教育専門学校 

運営企画 〇 東京都 

６ 学校法人 松樹学園        

信州介護福祉専門学校 

運営企画・実証調査・実証協力 〇 長野県 

７ 学校法人 仙台北学園       

仙台リハビリテーション専門学校  

運営企画・実証調査・実証協力 〇 宮城県 

８ 学校法人 穴吹学園 

専門学校 穴吹ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｶﾚｯｼﾞ 

実証協力 〇 香川県 

９ 学校法人 麻生塾          

麻生専門学校グループ 

麻生医療福祉専門学校(福岡校) 

実証協力 〇 福岡県 

10 学校法人 滋慶学園  

東京福祉専門学校  

教育プログラム開発  東京都 

11 学校法人 三幸学園        

東京未来大学福祉保健専門学校 

実証 

 

〇 東京都 

12 公立大学法人 山梨県立大学 運営企画 〇 山梨県 

※内諾済の場合には、内諾欄に「○」を記入（以下同じ） 

（２）企業・団体 

名称 役割等 内諾 都道府県名 

１ 株式会社 ビーブリッド 運営企画・教育プログラム開発 〇 東京都 

２ 社会福祉法人 善光会 運営企画・実証 〇 東京都 

３ クロスビューシステム  運営企画 〇 東京都 

４ 株式会社 健康データハウス 運営企画 〇 宮城県 

５ 株式会社 ＡＮＮＤＷ  運営企画 〇 東京都 

6 株式会社 ケアワーク弥生 運営企画・教育プログラム開発 〇 東京都 

７ 合同会社 かいご支援サービス 教育プログラム開発 〇 神奈川県 

８ NPO日本トラベルヘルパー協会 教育プログラム開発 〇 群馬県 



9 株式会社 リエイ 教育プログラム開発 〇 千葉県 

10 社会福祉法人 青森社会福祉振興団  

仙台事業部本部 

教育プログラム開発 〇 青森県 

11 公益財団法人 テクノエイド協会 実証 〇 東京都 

12 株式会社 やさしい手 実証 〇 東京都 

13 社会福祉法人 さわやか苑 実証 〇 東京都 

14 フリーアナウンサー 外部評価 〇 東京都 

15 公益社団法人かながわ福祉サービス振

興会 

外部評価 〇 神奈川 

16 一般法人 グローバル介護検定協会 外部評価 〇 東京都 

17 公益社団法人 全国老人福祉施設協議

会  

外部評価 〇 東京都 

18 公益社団法人 全国老人保健施設協会       外部評価 〇 東京都 

 

（３）行政機関 

名称 役割等 内諾 都道府県名 

１ 川崎市経済労働局イノベーション推進室 外部評価 〇 川崎市 

 

（４）事業の実施体制（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①運営企画委員会・事業全体の企画・運営・各委員会の調整 

②教育プログラム開発委員会 

・既存の VRコンテンツを使った教育プログラムを開発 

・新規 VRコンテンツ企画、開発し教育プログラムも開発 

・教員用 VR授業マニュアル作成 

・VR使い方説明書作成 

③実証委員会 

・開発されたプログラムを実証・検討 

・作成されたマニュアル・説明書を実証・検討、評価 

評価検証 

④外部評価委員会   

 

実証検討協力 

VR教育プログラム 

計画・調査・研究 



①プロジェクトに参加する当事者を含む多様な関係者による事業の目的、目標、運営方法の検討・共

有を行う。各委員会の調整も行う。 

②初年度、既存の VRコンテンツを使用した VR教育プログラムを開発する。それに伴い、教員用 VR授

業マニュアルおよび受講する学生のための VR 使い方説明書を作成する。2 年目以降で、医療分野に

おける新規 VR コンテンツを企画し、開発する。初年度同様、併せて教員用 VR 授業マニュアルと学生

用の VR使い方説明書を初年度のものを必要があれば一部改訂を行う。 

③開発された VR 教育プログラムを各医療・介護の専門学校の学生を対象に通常の授業の中で実施

し、評価を行う。実施前には教員用にマニュアルを使った研修を行う。 

併せて、専門学校教育に VR の導入を考えている学校の教員のための先端技術教員養成講座を実施

し、全国の専門学校で実施できるよう人材育成を行う。 

④VR教育プログラムの評価効果測定を担当すると共に、事業全体への評価・検証や助言を行う。 

 

 

（５）各機関の役割・協力事項について 

●教育機関 

・福祉系（介護福祉）専門学校（4校程度） 

・医療系（理学療法士・作業療法士・柔道整復師・鍼灸師）専門学校（７校程度） 

①既存の VR コンテンツ「ケアブル（介護）」を使った VR 教育プログラム開発 

②教員用 VR授業マニュアル作成 

③教員用 VR授業マニュアルを使用した教員研修会の主催、各校での研修への参加協力 

④VR教育プログラムを使った試行実施の協力 

⑤試行実施後の VR教育プログラムの改善提案 

※2年目以降においては、初年度の改善提案に基づき 

１）プログラムを実施するのは福祉系専門学校で行う。 

２）医療系専門学校は新規の VR コンテンツ開発から試行実施までを行う。 

 

●企業・業界団体 

・介護・介護関係事業者・個人 

①開発する VR教育プログラムに対する現場視点での助言 

②VR教育プログラムへの評価 

③授業マニュアルおよび VR 使い方説明書作成の協力 

VR 関係事業者 

①既存 VR コンテンツにおける使用上の助言 

②VR コンテンツ導入のためのマニュアルなどの作成 

③新規 VR コンテンツ開発への参画 

④試行実施の際、操作方法などを問い合わせするヘルプデスクでの協力 

⑤試行実施の際、教員・学生をサポート 

・業界団体 

①業界全体の状況を踏まえての VR教育プログラムに対する評価・助言 

②離職防止のためなど業界の取り組みとのコラボレーションを検討 



 

６ 事業の内容等 

 （１）事業の趣旨・目的等について 

 ⅰ）事業の趣旨・目的                    

専修学校教育は職業教育であり、実技重視の教育が展開されている。そのため、学内外の実習実技

教育が重視される。特に、保健福祉系専門職養成課程では、学生間で模擬的に実技演習を行う場合

が多く、危険を伴う場合もある。また実態を知らない学生同士による模擬演習ではリアリティに乏しい

為、教育効果が上がりにくい。この欠点を修正出来るのが、危険性の少ない、繰り返し実技演習が可

能なＶＲやＡＲを活用した実技演習による学習である。この活用を目指す時、課題は 2点ある。第１点目

は、教育に適切な VR、AR教材の開発である。第２点目は、活用していく教員の教育技術が不足してい

ることだ。第１点目に関しては、まだ開発途上である。特に学生の学習場面で実際に適用しての実証が

行われた研究は少ない。第２点目に関しては、現代社会の急激な発展への対応は、専修学校教育に

必須の課題である。VR、ARなどを活用した教育技術の開発、及び活用（実際の教育場面で使いこなす

技量の向上）は、重要課題である。以上のことから、本研究では、既存のソフトの教育有効性から教育

に使用するソフト開発（特に学びが困難な分野）及び教材開発手法の実証、また、それを実際の検証で

活用していく教員の教育技術開発（一部マニュアル開発を含む）を行うことを目的とする。 

 

 

ⅱ）実証研究する先端技術及び導入する授業・実習 

 

 

（２）当該実証研究が必要な背景について 

●先端技術 VR 

●導入する授業・実習 

・介護分野⇒生活支援技術・介護の基本 

・リハビリ分野⇒評価学 

・医療分野⇒外傷予防学・高齢者鍼灸 

上記の科目において 1セット（VR＋ワーク）45分×５セット       

●行政機関 

①VR教育プログラムの導入に対する評価・助言 

②VR教育プログラムが広く受け入れてもらうための助言 

③事業全体に対する評価 

当該実証研究が必要な背景には大きく分けて３つの課題がある。 

①近未来の入学者に対する教育環境の変化とその対応 

②卒業後の就職先のニーズや期待と環境の変化 

③教育内容の増加に対応する授業等の効率化 

 



 

①近未来の入学者に対する教育環境の変化とその対応 

＜スマホ活用世代の学習支援＞ 

 内閣府 が 2017年度に実施した、インターネット利用環境実態調査結果によると、デジタル

機器の中で一番多く利用されている機器がスマートフォンであり、利用率が高校生は９３．

４％と圧倒的に高い。 

今や高校における学校の宿題もスマートフォンを使って画像で保管している生徒も多い。鉛筆とノート

の時代からスマートフォンの時代に移行していることがわかる。また、内閣府 2019年度青少年のイン

ターネット利用環境実態調査結果を確認するとすでに高校生の約 2 人に 1 人（53.6％）は勉強に学

習・知育のアプリやサービスを利用している状況である。自分の学習に対して、インターネットを利用

することに対して抵抗のない高校生が増加していることが考えられる。 

これによって、学び方も一斉指導から個別指導へと変化がおき、さらには一人ひとりの状況に合わせ

た学びということでアダプティブラーニング（適応学習）が注目されるようになってきている。 

インターネットやスマートフォンの急激な普及に伴い、若年層の学習方法、学習スタイルにも大きな変

化が起きている。 

＜専修学校（高等教育）における IT活用の遅れ＞ 

 専修学校においては、まだ、学内でのインターネット環境が十分でない学校も少なくない。したがっ

て、インターネットなどの環境を利用した学びが十分できる状況ではない。 

 ただし、この春、休校などが相次ぐ状況となったことからオンラインの授業を専修学校の授業に導入

するところが増加している。それに伴い、インターネット環境の整備がされているだけではなく、学習

するためにスマートフォンの活用が必要となっている。 

 スマートフォンの活用がされてくるとライブでのオンライン授業はもちろんだが、動画を一人ひとりに

あわせて提供できるようになり、専修学校においても自分のペースで学ぶことができるようになる可

能性がある。 

しかし、学ぶ側はスマートフォンの活用を望んでいても残念ながら教育を提供する側である教員の

IT リテラシーは貧弱であり、十分に提供できる状況にはない。スマートフォンの活用を望んでいても

残念ながら教育を大学 ICT推進協議会（AXIES)ICT利活用調査部会【高等教育機関における ICT

の利活用に関する調査研究（平成 28年 11月）】によると、大学において ICT利活用教育は大学とし

ても 95.7%（平成 27年）は重要と考えているものの実際に多様なメディアを利用して遠隔授業の実施

状況は 25.9％（平成 27年）（文部科学省 平成 27年度の大学における教育内容等の改革状況につ

いて（概要）（平成 29年 11月 21日）より）に留まっている。 

＜教職員のスキルの未熟さ＞ 

 その ICT活用教育の導入や推進を妨げる阻害要因はなにかという調査、前掲（大学 ICT推進協議

会（AXIES)は、ICT利活用調査部会【高等教育機関における ICTの利活用に関する調査研究」（平成

28年 11月）】では、教職員の ICT活用スキルの不足と回答した大学の割合が 86.7％で 3番目に多

い結果となっている。大学は専修学校と比べ、LMSの導入など ICTを活用したシステムを学習の中

に導入していたにも関わらず、このような結果となっている。 

 つまり、専修学校の教員においては、大学の教職員と同じ状況かそれ以上の状況となっている可

能性が高いといえる。 

 しかし、文部科学省では、子供たち一人ひとりに個別最適化され、創造性を育む教育 ICT環境

の実現に向けて、令和元年 12月 19日、文部科学大臣を本部長とする「GIGAスクール実現推 

 



 

進本部」を設置し、児童生徒 1 人 1 打のコンピューターの端末環境整備に加え、教員側の ICT

活用指導力の向上、情報モラル教育をはじめとする情報教育の充実など、ハード・ソフトの両面

から教育改革に取り組むとしている。                                    

 専修学校教員もまた、この様な状況に対し、早急に対応を求められている。           

＜国際化への対応＞                                              

 現在、介護系の専修学校等では、外国人留学生の比率が高まりつつある。この傾向は、今後

ますます進むであろう。留学生においては、現地での日本の介護教育を理解するには講義や視

聴よりも VR を使用した体験をすることが、留学希望者と受け入れる学校とのミスマッチを防ぐた

め望ましい。                                                    

 また、その外国人の彼らもスマホ世代である。スマホを経由すると、日本語教材が、簡便に彼

らの言語の翻訳される機能が使用できる。                                 

 この点を踏まえるならば、IT を活用した授業を、日本から世界へ発信することができるという意

味を持つ。IT を活用しての国際的な教育システムはもう少なくないが、実技教育に関してこのよ

うなシステムを構築している例はまだほとんどない。VRの活用自体は、機器さえあれば、何所で

も活用可能である、世界の人々の幸せを願う SDG を実現していくために、日本の職業教育が果

たしうる役割もまた、近未来の教育環境の大きな変化であり、VR 等の活用は十分にこのきっか

けとなりえる。 

②卒業後の就職先のニーズや期待と環境の変化 

＜医療現場における VR等の技術活用の推進＞                             

主治医のもつイメージや情報を VR空間内で閲覧・操作可能にすることでより正確な情報を医療ス

タッフと共有できるようになり、手術時の情報の可視化なども可能となったため、VR等を活用した遠

隔技術を用いて、遠隔地で行われている手術に、リアルタイムでアドバイスすることが行われる様に

なった。又、ロボットを遠隔操作することで直接手術することも可能になった。これは、患者側にとって

も利点は多く、近年日本では、VR等を用いた学習をテスト実施して効果があるとする報告書もある。 

＜医学教育における VR等の活用＞ 

 また、2018年、株式会社ホロアイズは、大阪大学大学院 消化器外科にて、医学生に向けたスモー

ルカンファレンスにて、HoloeyesXRサービスの教育活用のテストを実施。実際の手術の動画を使っ

た術式説明の後、同じ症例の VRアプリを使い術野の立体構造を VR空間にて理解するという流れ

で行うという授業が展開されていたと報告されてもいる。 

 学生たちからは、「解剖学の勉強のときに VRが欲しかった。」「オペのときの見学で解剖を理解す

るのは難しかったが、VRだとよくわかった。」「解剖が苦手なので外科をあきらめていたが、VRで学

べるならば外科に進みたいと思った。」「VRで学べると成長も早そうだと思った」との VRを活用した

学習の効果が期待される結果がでている。 

 また、指導医師より「解剖が難しいという理由だけで外科を敬遠する学生がいる。VRを使うことで手

術の習熟も早められるのではないかと期待し、導入を進めたいと思う」と述べている。 

 このように、現在医療施設や大学への VR教材が徐々に導入している状況であり、より実践能力の

高い専門職を育成することができるとしている。 

                              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ＵＣＬＡによる調査報告＞  

この点について、2019年 8月 ＵＣＬＡが医学生を対象に行った調査では、【医学分野で VR手術ト

レーニングは”倍以上の効果“】と米大学が立証と研究報告がされている。この調査「UCLA」（米大学）

の医学生を対象に行われた、「VR手術トレーニングの有効性」に関する調査である。被験者は 20

名。10名ずつ 2つのグループに分け、VR手術シミュレーションソフトを使用、もう一方のグループは

従来通り、教本を使って手術技法を学部というグループに分けし調査を行った。トレーニング終了後、

被験者は練習用の人工骨を使って学習の成果を確かめ、この様子を撮影し、評価を行った。   

評価ポイントは、「器具の扱い方」、「作業の流れと組み立て」、「特定の手順に関する知識」といった

5項目とした。この結果、VR トレーニングを行ったグループは、すべての項目では成果が顕著に示さ

れていた。評価によると、従来の訓練手法と比較して+130%と 2倍以上。習熟度だけでなく、手順ごと

のチェックリストに基づく比較でも、VRグループは 38%多くの手順を正確に行うことができた。また訓

練手法完了までの時間も 20%短かった、といった結果がでた。 

＜パラメディカル分野での教育におけるＶＲの活用＞ 

この様に医学教育の中には、医療現場での VR を活用した教材を、授業の中に導入しつつある。パラ

メディカル分野においても、専門的技術を身につける職業であり、同じように VR を取り入れておこなう

ことより、修得の効果が期待される。 

 

③教育内容の増加に対応する授業等の効率化 

近年、専門的職業に求められる力量は、かなり拡張かつ高度化・多様化をしている。そのため,限られ

た授業時間の中では効率的な授業を行わざるを得ない。 

その時に、学生の理解を助け、授業の習熟度を上げていく必要があると考えられる。 

＜学習能力不足での中退＞ 

 介護についても同様の理由の学生も多いのだが、医療系は異なる状況だ。他の分野に見られる経

済的理由よりも学力不足による中途退学者が経済的理由よりも多い 27.8％を占め、4人に 1人の状

況である。また、一度入学したが、進路変更や就職という理由までいれると６０％以上の割合を占めて

いる。 

 実際、学力不振や進路変更のきっかけとなる時期が多く分けて２つある。一つが入学時に新しい用

語などを学ぶ機会が多く発生し、高等学校の時代までに学んできた経験が十分に活かしきれないで

学習に躓き、そのままどのようにしたらよいかわからず、そのまま、前期の期末試験などで単位認定

を受けるが合格ラインには達せず、単位を複数落としてしまい、自信をなくし学校を自ら退学していく。 

 もう一つが、実際の現場を経験する実習の時に中途退学してしまうケースである。医療系の場合、3

年から 4年の複数年に渡り学ぶ実習は 2年目から 4年目で実施される。実習前の指導においても送

り出す学校側は実習先で事故など繋がらないように失敗が許されない教育をしている状況で、実習予

定の学生は、実習前の授業から失敗に対する恐怖心などが芽生えてしまうことも少なくない。        

その実習前に多くの練習する機会ができて、失敗を恐れず何度もシミュレーションができるようになっ

ていたら状況は異なるかもしれない。 

＜学習能力不足を補う方法＞ 

 以上の２つの中退学者が多い時期からいえることは、学習の仕組みと失敗を恐れることなく何度も

繰り返し実際の想定される場面の練習を可能にすれば中退学者数のは減少に繋がることが考えられ 

 

 

 



 

る。 

そのためには、今回の先端技術利活用は大きな可能性を秘めている。まず、「百聞は一見に如か 

ず」があるのと同じで、自身の体験は見ることよりもっと定着率が高いといわれている（このことは次

のページにて詳しく扱う）。 

つまり、パラメディカル系の学生が躓きやすい分野や科目を先端技術利活用すれば、体験と言語

が結びつくことで、知識の定着が高まり、学業不振者の減少に繋がる可能性は高いといえる。 

また、学校では、失敗することが事故に繋がるため、通常一度しか練習することができない。授業

においても先端技術の VR を活用していくことで、何度もシミュレーションができるため、自信をもっ

て、実習に望める場合が増えていくことは予想される。 

＜他分野における類似例＞ 

 この実習で失敗して退学していくケースは、医療系のみならず、教育福祉系の専門学校でも 多々

見られる傾向である。   

 一度は専門職を目指した学生が先端技術の利活用によって、中途退学せずに学びを続け、卒業

し、国家試験合格し、就職先が求める現場実践力を身につけた状態となることが可能となる。したが

って、このことが実証され教育プログラムに導入されることが強く望まれている。 

 

《 対応 》 

 以上の様に、ＶＲ等を活用した授業の教育効果は明らかであるとすれば、当面の課題である、ＶＲ

等を活用して授業展開を教員が行えるようになることが必須の課題である。 

 この様な、教員側の課題を解決するためには、今回の先端技術活用実証研究などにより、担当す

る専門教育と関連付けつつ、VR 等をした教育プログラムを提供できる教員の養成が必須である。そ

のために、その研修自体も、ＶＲ等を活用した研修を行うことで、ＶRや ARを活用した授業を行うノウ

ハウを身に着けた教員を養成する必要がある。 

 研修を受講した教員は、専門学校の教育の中で ICTの活用に対して前向きとなるだけでなく、様ざ

まな相互作用によって、教員のスキルが向上することも期待できる。この研究事業では、授業に導入

するためのサポート（ヘルプ・デスク）も行うため、少なくとも提供する VR教育プログラムの導入をす

る学校の教員は授業で扱うことができるようになる。 

＊期待できる波及効果  

結果として実習費の削減につながり、経済的理由での中退学者数削減につながることが期待でき

る。 



（３）実証研究する先端技術及び導入方策の概要 

実証研究する先端技術とその導入方策の全体像 

●実証研究する先端技術 

先端技術の名称：VR 

 コンテンツ：介護の基本・認知症の理解・感染予防対策・生活支援技術 

リスクマネジメント 

導入範囲：介護、医療（理学療法、作業療法、柔道整復、鍼灸）の専門学校の授業方法。 

＊介護分野（介護福祉士）⇒生活支援技術・介護の基本 

＊リハビリ分野（理学療法士・作業療法士）⇒評価学 

＊医療分野（柔道整復師・鍼灸師）⇒外傷予防学・高齢者鍼灸 

上記の科目において 1セット（VR＋ワーク）45分×５セット 

＊提供物：教員用操作マニュアル  教員用（タブレット）2台  ゴーグル 40台    

学生用授業用ワークシート 

●導入方策の概要 

①ＶＲの授業の導入のための研修を実施する。 

■対象となる学校は、介護福祉士学科・医療分野（理学療法士科・作業療法士科・柔整・鍼灸学科）の

５つの専修学校（全 12学科）で実施する。 

■各学校で実施する科目については、障害・高齢者の分野で共通する科目 1 コマ＝90分として実

施。 

■導入するコンテンツの時間数は、計 1 コンテンツに対して 45分とし、全５コンテンツのいずれかを 

体験する。 

②授業で介護のＶＲコンテンツを活用する 

■既存の介護向けのコンテンツを使用する。 

■導入するコンテンツの時間数計 1 コンテンツに対して 45分とし、全５コンテンツいずれかを体験す

る。 

■学生・教員の両者で体験 

学生：ゴーグルを着用してもらい、当事者（利用者・介助者）の目線や動きを 360度の視野で、実際に

自分が当事者目線になり、体感できる。 

教員：学生 40人に対し、コンテンツのマニュアルに沿って、タブレットでの遠隔操作しながら授業を行

う。 

③ＶＲを使った授業の実施内容 

■教員用のＶＲ活用マニュアルを用いての授業を実施する。 

■両者に対して基本的な使用方法の習得・使用上の注意の理解をしてもらう。 

■ＶＲ活用の授業がスムーズに行えるか検証する。 

■授業に関する、意見や要望をアンケートにより調査する。 

④サポート体制 

教員の活用マニュアルを完成するために、授業実証前後の意識調査が必要のため、ＶＲミニ体験企

画をし、アンケート調査を行い課題の抽出を行う。また、教員側へは、オンラインにより週 1回による 

ヘルプデスクを設置し、ＩＴに関する疑問や問題についての相談窓口を開設し、課題の抽出をする。 

 



（４）具体的な取組ⅰ）計画の全体像 

【２０２０ 年度】 

①既存の VRコンテンツを含んだ VR教育プログムを開発及び教員用マニュアル、説明書の作成

をし、専修学校に合わせた教育プログラムを開発する。 

②専修学校における VRの教育効果に関する調査を行う。 

対象学科および対象となる人数 

 【VRを活用した教育を受けたことがない学生】 

 ・介護福祉学科（４学科）100名程度  

 ・理学療法学科・作業療法学科（４学科） 120名程度  

 ・柔道整復学科・鍼灸学科（３学科）100名程度  

 【VRを活用した授業をしたことがない教員】 

 ・専修学校教員（８校）50名程度 

実証協力校 

１ 学校法人 敬心学園  日本医学柔整鍼灸専門学校 

2 学校法人 敬心学園  日本福祉教育専門学校  

３ 学校法人 こおりやま東都学園郡山健康科学専門学校    

４ 学校法人 智晴学園  専門学校琉球リハビリテーション 

５ 学校法人 松樹学園  信州介護福祉専門学校 

６ 学校法人 仙台北学園 仙台リハビリテーション専門学校    

７ 学校法人 穴吹学園 専門学校 穴吹ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｶﾚｯｼﾞ 

８ 学校法人 麻生塾 麻生専門学校グループ 麻生医療福祉専門学校（福岡校） 

＊他調整につき協力校追加の予定あり。 

●調査目的 

専修学校版の VR教育プログラム開発するために、実態調査を行い、情報やデータを収集する。 

１）職業人として基礎能力が効果的・効率的に身につく教育プログラムをつくるための基礎デー 

タを収集する。 

２）教員がＶＲを適切に使いこなす方法や技術を開発するための情報収集を行う。 

●調査手法 

VR活用したときとしないときでの学習効果・学習理解度を小テストの得点率で検証する。 

●調査結果まとめおよびデータ分析 

実証調査において得点率に基づく効果を分析する。また、実証とともに意識調査も行いその結果を

まとめる。 



 

ⅱ）今年度の具体的活動 

【２０２１年度】 

①初年度に開発した VR教育プログラムの完成をする。                             

初年度の実証の結果を踏まえ、より専修学校で導入できやすくするため、一部改訂を行う。 

②新規 VR コンテンツの開発とそれを含む VR教育プログラムの開発をする。                 

③1年目の実証調査を踏まえ、新規に VR コンテンツ、さらに、VR コンテンツを含む、VR教育プログ

ラムを開発する。 

④あわせて導入用の教員マニュアル、学生用の説明書を制作する。 

⑤③の専修学校における実証を実施する。 

 

●教員用研修会の実施 

 対象者：教員  ・介護福祉学科・理学療法学科・作業療法学科（４学科）・柔道整復学科・鍼灸学

科（３学科）の教員 ２０名～３０名程度 

 教員用 VR教育研修マニュアルを用いた研修を実施する。 

●実証調査 （科目：4学科に共通する科目解剖生理学などを想定する。） 

 対象者：学生・教員 40～500人名程度 1 クラス２０～40名程度 

 学科：理学療法学科、作業療法学科、柔道整復学科、鍼灸学科  

 

【２０２２年度】 

①新規 VR教育プログラムの完成をする。 

2年目の実証の結果を踏まえ、より専修学校で導入できやすくするため、教員用授業マニュアル、学

生用の説明書の一部改訂を行う。 

②専門学校教育に VRの導入を考えている学校の教員のための先端技術教員養成講座のトライア

ル実施し、今後先端技術、特に VR コンテンツを授業の中に導入していく人のための講座を実施す

る。 

③最終報告会を開催する。 

全国の介護福祉専門学校、医療（理学療法、作業療法、柔道整復、鍼灸）系専門学校を招いた成果

報告会の実施をする。 

 ○実施事項 

＜提案年度の活動＞ 

既存の VR コンテンツを導入し、専修学校用の VR教育プログラムの開発に向けた基礎資料と 

なる調査を行う。 

そのために、専修学校の教育現場にあった既存の VR コンテンツの導入するための教員用 VR 

授業マニュアル（トライアル版）、受講する学生用に VR使用説明書（トライアル版）を作成す 

る。その後、全国の介護、医療系の専門学校 10校程度での調査に向けて VR 導入の教員用マニ 

ュアルを使用した研修会を実施し、調査を行い、専修学校用の VR教育プログラムの開発に向 

けて、基礎データと基礎情報の収集を行う。また、併せて、2年目以降に具体的なプログラム 

開発のための組織づくりを行う。 

 

 



 

＜提案年度の調査＞ 

●調査名 

「教材プログラム開発のための既存のＶＲコンテンツを活用した VR教育プログラム調査」 

●調査目的 

 専修学校版の VR教育プログラム開発するために、実態調査を行い、情報やデータを収集する。 

１）職業人として基礎能力が効果的・効率的に身につく教育プログラムをつくるための基礎デー 

タを収集する。 

２）教員がＶＲを適切に使いこなす方法や技術を開発するための情報収集を行う。 

  対象：介護・医療関係の専門学校の在学生 

●調査手法①実施科目： 

・介護分野（介護福祉学科）⇒生活技術演習 （5校程度） 1 クラス２０～40名程度 

・リハビリ分野（理学療法学科・作業療法学科）⇒評価学 (7校程度)    

・医療分野（柔道整復学科・鍼灸学科）⇒外傷予防学・高齢者鍼灸 (7校程度) 

＊1 クラス２０～40名程度を想定 

＊上記の科目において 1セット（VR＋ワーク）45分×５セット 

・対面でのサポートを受けていない教員・受けている教員で①～④までを行い VR の操作の理解度・

授業で VRを有効的に活用できたかに関する比較を行う。 

①VRの機材を受け取る 

②事前の説明 

③準備実践する 

④VRを活用し授業を行う 

⑤自己評価・アンケートを実施する 

⑥集計し結果の分析を行う 

●調査項目： 

・VRへの理解 

・VRの使い方について 

・VRを使用した場合の学習効果・成果 

●分析内容： 

・通常の学習を行った時と VRを使って学習した時の 8割理解(正解)するまでにかかった時間 

・小テストにおける正答率（通常の授業スタイルと VRを使って授業を受けた場合での違い） 

・知識の定着率（学んだ当日と 1週間後に同じ内容のテストを実施する。） 

 

調査結果を成果にどのように反映するか 

８割理解できるまでにかかった時間が短縮できるようであれば、通常９０分かかっていた授業内 

容を短縮した VR教育プログラムを開発し、より密度の濃い授業を提供するための資料とする。 

 

 



○事業を推進する上で設置する会議  

※複数の会議を設置する場合には、欄を適宜追加して記載すること。 

会議名① 運営企画委員会 

目的・役割 

・事業全体の企画・運営 

・事業進捗の管理調整 

・事業計画の到達点、評価指標の設定 

・評価基準の確認 

・実証調査・実施・研修会の運営企画 

検討の 

具体的内容 

本プロジェクトに参加する当事者による事業の目的・目標・計画立案、運営方法の検

討。 

 

委員数        １８ 人 開催頻度 ５回 

 

 

運営企画委員会の構成員（委員） 

氏名 所属・職名 役割等 内諾 都道府県名 

１ 小林 光俊 学校法人敬心学園・理事長 運営企画委員会 〇 東京都 

２ 川廷 宗之 
学校法人敬心学園・職業教育

研究開発センター長 

・運営企画委員委

員長 
〇 東京都 

３ 小林 英一 
学校法人敬心学園・職業教育

研究開発センター  研究員 

・運営企画委員会

副委員長 
〇 東京都 

4 竹下 康平 
株式会社 ビーブリッド  

代表取締役 

・運営企画委員会 

・教育プログラム委

員会委員長 

〇 東京都 

５ 宮本 隆史 
社会福祉法人 善光会            

理事 最高執行責任者 

・運営企画委員会 

・実証委員会委員

長 

〇 東京都 

６ 大川井 弘明 
株式会社健康データハウス 

代表取締役 
運営企画委員会 〇 宮城県 

7 花谷 修一 
クロスビューシステム 

代表 
運営企画委員会 〇 東京都 

８ 瀬戸 眞弓 
株式会社 ＡＮＮＤＷ         

代表取締役 
運営企画委員会 〇 東京都 

9 木下 美聡 

学校法人 敬心学園      

日本医学柔整鍼灸専門学校   

フロンティア推進部長 

運営企画委員会 〇 東京都 



10 阿久津 摂 

学校法人 敬心学園 

日本児童教育専門学校 

副校長 専任講師 

運営企画委員会 〇 東京都 

11 高野 真一 

学校法人こおりやま東都学園  

郡山健康科学専門学校      

作業療法学科 作業療法学科

長 

運営企画委員会 〇 福島県 

12 福田 聡史 

学校法人 智晴学園専門学校 

琉球リハビリテーション学院事

業部長 

運営企画委員会 〇 沖縄県 

13 小尾 勉 
学校法人 松樹学園 信州介護

福祉専門学校  常務理事 
運営企画委員会 〇 長野県 

14 小畑 陽平 

学校法人 仙台北学園     

仙台リハビリテーション専門学

校 理学療法学科  学科長 

運営企画委員会 〇 宮城県 

15 伊藤 健次 

公立大学法人山梨県立大学 

人間福祉学部  福祉コミュニテ

ィ学科准教授  

運営企画委員会 〇 山梨県 

16 飯塚 裕久 
株式会社ケアワーク弥生 

専務取締役 

・運営企画委員会 

・教育プログラム委

員会 

〇 東京都 

17 

                       

鈴木 秋恵 

                       

株式会社 ウィング・ヘルスケア 

代表取締役 

・運営企画委員会 

・教育プログラム委

員会 

○ 東京都 

18 渡邉みどり 

 

学校法人敬心学園・職業教育

研究開発センター  研究員 

運営企画委員会 〇 東京都 

 

 

 

会議名② 教育プログラム委員会    

目的・役割 
VRを活用した、教員向けの教育プログラムを企画・開発する。 

それに伴う教材の企画・開発をする。 

検討の 

具体的内容 

①既存の VR コンテンツを活用した VR教育プログラム 

②新規 VR コンテンツ（医療系） 

③新規 VR コンテンツを活用した VR教育プログラム 

④専修学校教員用の授業マニュアル 

⑤専修学校学生用の VR操作説明書 

⑥VRなど先端技術利活用する授業展開のための研修マニュアル 



委員数        1１人 開催頻度 ５回 

 

 

教育プログラム開発委員会の構成員（委員） 

氏名 所属・職名 役割等 内諾 都道府県名 

1 竹下 康平 
株式会社 ビーブリッド  

代表取締役 

・運営企画委員会 

・教育プログラム委

員会・委員長 

〇 東京都 

2 高橋 利明 

学校法人 滋慶学園 

東京福祉専門学校 

広報センタ-長 

教育プログラム委

員会・副委員長 
〇 千葉県 

3 次田 芳尚 
合同会社かいご支援サービス 

代表社員 

教育プログラム委

員会 
〇 神奈川県 

4 篠塚 恭一 
NPO 日本トラベルヘルパー（外

出支援専門員）協会 会長 

教育プログラム委

員会 
〇 群馬県 

5 坂手 百子 

株式会社リエイ          

コミュニケーション２４        

事業総括部 執行役員     

事業総括部長 

教育プログラム委

員会 
〇 千葉県 

6 中山 暁 

社会福祉法人                      

青森社会福祉振興団 

仙台事業本部 事業推進係長 

教育プログラム委

員会 
〇 宮城県 

7 渡邊 靖弘 

学校法人 敬心学園  

日本医学柔整鍼灸専門学校   

鍼灸学科 専任教員 

教育プログラム委

員会 
〇 神奈川県 

８ 飯塚 裕久 
株式会社ケアワーク弥生 

専務取締役 

・運営企画委員会 

・教育プログラム委

員会 

〇 東京都 

9 鈴木 秋恵 
株式会社 ウィング・ヘルスケア 

代表取締役 

・運営企画委員会 

・教育プログラム委

員会 

○ 東京都 

10 小林 英一 
学校法人敬心学園・職業教育

研究開発センター  研究員 

・運営企画委員会

副委員長 

・教育プログラム開

発委員会 

・実証委員会 

 

〇 東京都 



11 渡邉 みどり 
学校法人敬心学園・職業教育

研究開発センター  研究員 

・運営企画委員会 

・教育プログラム開

発委員会 

・実証委員会 

〇 東京都 

 

 

 

 

会議名③ 実証委員会        

目的・役割 開発した、教育プログラムとそれに伴う教材を使って実証し検証する。 

検討の 

具体的内容 

以下の項目について実証調査を行う 

①学習効果測定が基本なので、当該科目の授業の試験結果が基本データとなる。

授業後のその都度、試験を行うなど、学習効果の測定を精密化する。 

②IT リテラシーに関する活用能力がどこまで向上したかに関する調査を行う。 

③ＶＲ等による学習方法を学生がどこまで習得できたかに関する調査を行う。 

④学生の主観的評価を聞く。（学習の楽しさ、親しみ、他科目における活用期待な

ど。） 

また、前項で、触れているように、学習効果測定が基本であるので、点数で、効果が

明確になる評価方法を取る。なお、改善を目指すためのアンケートなどをも並行して

行う予定である。 

委員数              ９人 開催頻度 ５回 

 

 

実証委員会の構成員（委員） 

氏名 所属・職名 役割等 内諾 都道府県名 

1 宮本 隆史 
社会福祉法人 善光会            

理事 最高執行責任者 

・運営企画委員会 

・実証委員会・委員長 
〇 東京都 

2 五島 清国 
公益財団法人テクノエイド協会 

企画部 部長                  
実証委員会副委員長 〇 東京都 

3 柳沼 亮一 

学校法人三幸学園 東京未来

大学福祉保育専門学校    

介護福祉科講師  

実証委員会 〇 東京都 

4 香取 幹 
株式会社やさしい手 

代表取締役 社長  
実証委員会 〇 東京都 

5 亀谷 文人 
学校法人 敬心学園 

日本医学柔整鍼灸専門学校   
実証委員会 〇 東京都 



鍼灸学科 専任教員 

6 永井 周治 

社会福祉法人 聖進會     

特別養護老人ホーム 

さわやか苑  理事・事務長 

実証委員会 〇 千葉県 

7 
 

八子 久美子 

学校法人 敬心学園 

日本福祉教育専門学校 

学科 新設準備室 室長 

実証委員会 〇 東京都 

８ 小林 英一 
学校法人敬心学園・職業教育

研究開発センター  研究員 

運営企画委員会 

・副委員長・教育プロ

グラム開発委員会・

実証委員会 

〇 東京都 

９ 渡邉 みどり 
学校法人敬心学園・職業教育

研究開発センター  研究員 

運営企画委員会 

・教育プログラム開発

委員会・実証委員会 

〇 東京都 

 

 

会議名④ 外部評価委員会 

目的・役割 

【目的】 

外部評価委員会は直接点検・評価を行うことはせず、各プロジェクトが行う自己点検・

評価の結果をメタ評価で行うことで、評価の有効性、適切性について第三者の立場

から客観的のある評価を行う。 

 

【役割】 

・計画段階において、目標が明確か、目標を達成したことを測定する評価指標は適切

か、事業がスムーズに進み、大きな成果が得られるように助言する。 

・VR教育プログラムの評価効果測定を担当するとともに、事業全体への評価・検証

を行う 

検討の 

具体的内容 

・事業企画・運営に関する助言 

・事業運営と成果に関する評価と検証 

・開発した教育プログラムそれに伴う教材の検証 

①既存の VR コンテンツを活用した VR教育プログラム 

②専修学校教員用の授業マニュアル 

③専修学校学生用の VR操作説明書 

④新規の VR コンテンツ 

⑤新規 VR コンテンツを活用した VR教育プログラム 

⑥VRなど先端技術利活用する授業展開のための研修マニュアル 

委員数              ６人 開催頻度 ２回 

 



 

外部評価委員会の構成員（委員） 

氏名 所属・職名 役割等 内諾 都道府県名 

1 町 亞聖 フリーアナウンサー 外部評価委員会 〇 東京都 

2 櫻井 昇 

川崎市経済労働局イノベーショ

ン推進室 

ウェルフェアイノベーション担当                

外部評価委員会 〇 神奈川県 

3 得永 真人 

公益社団法人かながわ福祉サ

ービス振興会 

ロボット・ICT推進課 課長 

外部評価委員会 〇 神奈川県 

4 忽那 嘉和 

公益社団法人          

全国老人福祉施設協議会   

事業部（制度・法令担当） 

外部評価委員会 〇 埼玉県 

5 光山  誠 

公益社団法人  

全国老人保健施設協会  

人材対策委員会 

外部評価委員会 〇 東京都 

6 星野 光彦 
一般法人 グローバル介護検定

協会 事務局 
外部評価委員会 〇 神奈川県 

 

 

 

○事業を推進する上で実施する調査 ※複数の調査を設置する場合には、適宜追加して記載すること。 

調 査 名 「教材プログラム開発のための既存のＶＲコンテンツを活用した VR教育プログ

ラム調査」 

調 査 目 的 専修学校版の VR教育プログラム開発するために、実態調査を行い、情報や

データを収集する。 

１）職業人として基礎能力が効果的・効率的に身につく教育プログラムをつくる

ための基礎データを収集する。 

 

調 査 対 象 介護・医療関係の専門学校の在学生 

調 査 手 法 ①８校に対し、専修学校用の VR教育プログラムの開発に向けた基礎的データ

資料となる調査を行う。 

②以下の 3分野の既存の VR教育プログラムを各分野の共通する科目にて体

験する。 

・介護分野（介護福祉学科）⇒生活支援技術・介護の基本 

・リハビリ分野（理学療法学科・作業療法学科）⇒評価学 

・医療分野（柔道整復学科・鍼灸学科）⇒外傷予防学・高齢者鍼灸 



上記の科目において 1セット（VR＋ワーク）45分×５セット 

③調査後に実態調査を行い（アンケート）を行い、情報やデータを収集する。 

④③の結果をもとに、専修学校の教育現場にあった既存の VR コンテンツの導

入するための教員用 VR授業マニュアル（トライアル版）、受講する学生用に

VR 使用説明書（トライアル版）を作成する。 

調 査 項 目 ・VR への理解 

・VR の使い方について 

・VRを使用した場合の学習効果・成果 

分 析 内 容 

（ 集 計 項 目 ） 

 

・通常の学習を行ったときと VR を使って学習した時の 8割理解（正解）するま

でにかかった時間 

・小テストにおける正答率（通常の授業スタイルと VRを使って授業を受けた場

合での違い） 

・知識の定着率（学んだ当日と 1週間後に同じ内容のテストを実施する。） 

開 発 す る 

カリキュラムにどの

ように反映するか 

（ 活 用 手 法 ） 

8割理解できるまでにかかった時間が短縮できるようであれば、通常 90分か

かっていた授業内容を短縮した VR教育プログラムを開発し、より密度の濃い

授業を提供するための資料とする。 

 

 

○事業を推進する上で実施する調査（２） 

調 査 名 「教材プログラム開発のための既存のＶＲコンテンツを活用した VR教育プログ

ラム調査」 

調 査 目 的 専修学校版の VR教育プログラム開発するために、実態調査を行い、情報や

データを収集する。 

１）教員がＶＲを適切に使いこなす方法や技術を開発するための情報収集を行

う。 

調 査 対 象 対象：介護・医療関係の専門学校の教員 

調 査 手 法 ①教員に対し、専修学校用の VR教育プログラムの開発に向けた基礎的デー

タ資料となる調査を行う。 

②以下の 3分野の既存の VR教育プログラムを各分野の共通する科目におい

て 1セット （VR＋ワーク）45分×５セットの導入のための研修を行う。             

③調査後に実態調査を行い（アンケート・ヘルプデスク設置）を行い、情報やデ

ータを収集する。 

④③の結果をもとに、専修学校の教育現場にあった既存の VR コンテンツの導

入するための教員用 VR授業マニュアル（トライアル版）、受講する学生用に

VR 使用説明書（トライアル版）を作成する。 



調 査 項 目 ・VR への操作にかかる時間 

・VRを使用した場合の教育プログラムを実施にかかる時間 

分 析 内 容 

（ 集 計 項 目 ） 

 

授業へ導入するためにどのくらいの操作及びプログラムを 90分の授業の中で

入れたらよいかを分析する。 

 

開 発 す る 

カリキュラムにどの

ように反映するか 

（ 活 用 手 法 ） 

VR 教育プログラムを開発するにあたり、導入する学校への理解、想定などを

考えたものができる。 

 

○開発に際して実施する実証講座の概要  

実 証 講 座 

の 対 象 者 

①VRにおいて教育を受けたことがない学生 

②VRを活用した授業をしたことがない教員 

期 間 

（ 日 数 ・ コ マ 数 ） 

実施期間：１０月～１２月中旬ごろまで 

日数： ２日間×８校  （事前説明１日・調査実施１日） 

⁂実証協力校が追加される可能性もあり 

＊学科また学年をまたぐ場合は調査が 2～3日になることがある 

コマ数：１～３コマ（学科の分野により扱うコンテンツにより変更あり） 

実 施 手 法 ①８校に対し、専修学校用の VR教育プログラムの開発に向けた基礎的なデー

タ資料となる調査を行う。 

②以下の３分野の既存の VR 教育プログラムを各分野の共通する科目にて体

験する。 

・介護分野（介護福祉学科）⇒生活支援技術・介護の基本 

・リハビリ分野（理学療法学科・作業療法学科）⇒評価学 

・医療分野（柔道整復学科・鍼灸学科）⇒外傷予防学・高齢者鍼灸 

上記の科目において 1セット（VR＋ワーク）45分×５セット 

③対面でのサポートを受けていない教員・受けている教員で a～fまでを行い 

VR の操作の理解度・授業で VRを有効的に活用できたかに関する比較を行

う。 

a） VRの機材を受け取る 

b) 事前の説明 

ｃ) 準備実践する 

d） VRを活用し授業を行う 

e) 教員の自己評価（評価ルーブリック）・アンケートを実施する 

f) 集計し結果の分析を行う 

④調査後に実態調査（アンケート）を行い、情報やデータを収集する。 

⑤④の結果をもとに、専修学校の教育現場にあった既存の VR コンテンツの導



入するための教員用 VR授業マニュアル（トライアル版）、受講する学生用に

VR 使用説明書（トライアル版）を作成する。 

想 定 さ れ る 

受 講 者 数 

1 クラス 5～40名 

教員（学科別）3～5名 



ⅳ）先端技術活用に係る効果・コストの検証について  

１．想定している成果等 

 ①VR などを活用して行った授業における学習効果があげられることを実証的に証明するこ

と。 

 ②教員の学習支援技術によって、学習効果に変化（効果の量の増減）があることを証明し、

その学習技術の因子を分析することでどの因子が、学習効果の変化に影響するかを確認するこ

と。 

２．効果検証の仕組み 

＜実証講座受講者からの評価＞ 

 ①学習効果測定が基本なので、当該科目の授業の試験結果が基本データとなる。授業後のそ

の都度、試験を行うなど、学習効果の測定を精密化する。 

②リテラシーに関する活用能力がどこまで向上したかに関する調査を行う。 

＊ＶＲコンテンツを導入するためには、最低限のＩＴリテラシーがなくてはならないため。 

③ＶＲ等による学習方法を学生がどこまで習得できたかに関する調査を行う。 

④学生の主観的評価を聞く。学習の楽しさ、親しみ、他科目における活用期待など。 

＜企業団体からの評価＞ 

 企業や施設等での監査を行った経験のある方々を中心に外部評価委員を６名程度お願いし

２回程度の評価委員会を開催し、評価制度の高い評価システムの構築を目指す。まずは、２の

①から④までを基本としつつ、特に費用対効果の面で、一定の効果が得られないと、この実証

研究終了後の継続的な活動が困難になるため、特に、費用対効果面で、有効な評価システムの

構築を検討する。そのために、それらを可能にできる委員の構成を考慮する。 

＊教育の効率化が図れ、また均一に事業を提供できるため。 

例として、通常 90分だった授業時間を 20分に短縮などの検討が可能になる。 

 

＜内部評価の仕組み＞ 

 学習効果測定をはじめ、これらの活動の評価は、基本的に内部評価をきちんと行って、ＰＤ

ＣＡをしっかり回していくことが基本である。このため、上記の ２の①から④までを基本と

しての内部評価の仕組みを構築する。 

３．効果検証の方法 

 前項で、触れているように、学習効果測定が基本であるので、点数で、効果が明確になる評

価方法を取る。なお、改善を目指すためのアンケートなどをも並行して行う予定である。 

  

４．横展開の方向性 

 これらの、研究成果は、パラメディカル分野にとどまらず、教育福祉分野や、理美容など、

対人援助にかかわる分野に関しては活用可能な成果を期待できる。 

 一定の成果が見えてきた段階で、他領域の専修学校連合との提携を考慮していく予定であ

る。 

 



（５）事業実施に伴うアウトプット（成果物） 

 

 

 

  

＜令和２年度＞ 

①既存の VRコンテンツを活用した VR教育プログラム 

（既存の VRコンテンツには授業で使用するワークシートなども含む） 

・授業に必要なもの、セッティング、授業のすすめかたなどを 1セットのプログラムとして提

供 

・既存の VRコンテンツを学校教育にどのような導入をしていくと効果的なのかなど 90分の授

業を考えたプログラム 

②専修学校教員用の授業マニュアル 

⇒授業における VR 教育プログラムを導入した場合、どのように進めていくとはじめて導入す

る教員や ITに不安を抱える教員にも対応ができるマニュアル 

③専修学校学生用の VR操作説明書 

⇒はじめて VR を使用する学生も多いので、使用のステップをわかりやすく解説し、授業でスムーズ

に活用できるような説明書 

 

＜令和 3年度＞ 

①新規の VR コンテンツ 

⇒医療系の中でも、理解がしにくい分野や科目、知識として定着しにくい部分を取り上げて開発して

いく 

②新規 VR コンテンツを活用した VR教育プログラム 

（授業で使用するワークシートなども含む） 

⇒専修学校の授業用に開発された VR コンテンツを使った教育プログラム 

③専修学校教員用の授業マニュアル（完成版） 

④専修学校学生用の VR操作説明書（完成版） 

 

＜令和 4年度＞ 

①新規の VR コンテンツ（完成版） 

②新規 VR コンテンツを活用した VR教育プログラム（完成版）を活用した VR教育プログラム 

（既存の VR コンテンツには授業で使用するワークシートなども含む） 

③VRなど先端技術利活用する授業展開のための研修マニュアル 

最終的な成果物 

①既存の VR コンテンツを活用した VR教育プログラム（45分×5本を予定） 

②新規 VR コンテンツ（医療系 5分程度×５本を予定） 

③新規 VR コンテンツを活用した VR教育プログラム（45分×5本を予定） 

④専修学校教員用の授業マニュアル 

⑤専修学校学生用の VR操作説明書 

⑥VRなど先端技術利活用する授業展開のための研修マニュアル 

 



（６）本事業終了後※の成果の活用方針・手法 

１．本事業における成果とその活用 

＜開発した「ＶＲ等を活用した授業展開の方法」の活用＞   

 VR.AR.XR 等を活用して行う授業を行う方法に関する、教員用の資料を作成し、その資料を活用した

研修を行うことが、この実証研究の課題である。そのため、この研究終了時には、一定の研修教材に

基づく、研修システムを完成させる予定である。 

 開発した研修システムは，継続的に実施され普及させていくことが必要であり、その為の何らかのラ

イセンスを付与するシステムの開発を目指す。 

＜ライセンスを付与された教員による更なる研究開発＞ 

 ライセンスを付与された教員（等、授業支援担当の技術を有する事務職員等を含む）は、 以下のよ

うな活動を行う。 

①いうまでもなく、年に 1つ以上の授業において、ＶＲ等を活用した授業実践を行い、その内容を実践

事例としてまとめ、ライセンス付与機関に報告をする。 

②ＶＲ等を活用した授業実践に参加した学生の、学習効果を証明するための実証研究を行う。 

③上記を踏まえ、この実証鵜研究で作成された資料内容及び、研修方法を、暫時改善していく為の改

善、改革提案をおこなう。 

④当該の職場や、様ざまな場における普及啓発活動を行う 

＜新たな、ＶＲ等の教材開発＞ 

 ＶＲを活用して授業を行うためには、授業のニーズに対応した教材の開発が欠かせない。この実証

研究授業においても、一定のＶＲ等の教材材開発を行う予定であるが、この開発には一定の費用や

手間暇がかかるため、必要数には到底足りない。この開発システムを、この実証研究で一定のシステ

ム化を図ることにより、なるべく低廉な価格と手間で開発できるシステムを整える事を目指すことで、

実証研究終了後も適切な教材開発を継続していく仕組みを作る。 

 特に、今回は、介護とリハビリを中心の実証鵜研究を行うが、これを教育福祉分野や医療（パラメデ

ィカル）分野全般への横展開を図っていく予定である。 

 

２．事業期間終了後のフォローアップ体制 

＜ライセンス付与機関の設置＞ 

 本事業における成果を活用していく展望に関しては、左記のとおりであるが、これらを行っていくた

めにはラインセンス付与機関の設置が欠かせない。この研究に参加している多くの民間企業や学校

等を中心に、何らかの方法で継続的に活動できる資金を調達し、ライセンス付与機関を設置する予定

である 

＜ライセンス付与機関における普及啓発活動＞ 

 ライセンス取得教員のこれらの活動を支えていくためには、ライセンス付与機関による、以下のよう

なサポートが欠かせない。 

①、実践事例の報告に関しては、そのモデル事例の紹介をライセンス取得教職員に情報提供すると

同時に、これらの教職員の活動を奨励・褒章する仕組みを作る 

②左記の②、研究活動に対しても、その研究成果を公開、相互討論等を行う空間を作り、奨励する仕

組みを用意する。 

 



 

 

③左記の③、暫時改善に対応し、ライセンスの仕組みを多層化するなどして、ＶＲ等を活用した授業方

法のレベルアップを図っていく仕組みを構築する。そうすることで、激しく発展展開していく先端技術の

利活用の変化に対応できる仕組みは、このライセンス付与機関の生命線であり、最重要課題でもあ

る。 

④ライセンス付与者以外の新たに学びたい人や、関係の開発を行いたい人（企業）への普及啓発や

研修支援等を行う。特のこれらの活動は、ネット上で行わるので、国際的の情報提供や普及啓発、研

修支援等の展開をしていく予定である。 

④様々な領域に於けるＶＲ等の教材開発を行い、その教材の利活用を促進する。この教材開発と利

活用の促進は、このライセンス機関が行う①～③等の活動を支える資金調達の意味も含む。 

＜監査機関の重視＞ 

 このライセンス付与機関が持つ影響は＜相当大きくなることが予測される。その為、その活動が例え

ばＳＤＧｓの理念に反していないかどうかなど、内外での監査システムの整備し、常に人類の幸福に起

用できる様な方向での活動を担保する。 

 


