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「教育の情報化」施策における費用効果
―モデル校の導入・運用実態に着目して―

神保 京子
（九州大学／大学院生）

Ⅰ はじめに
Ⅱ 施策の概要とモデル校Ａの実態
Ⅲ 費用効果の示す課題
Ⅳ 「教育の情報化」の課題に関する考察

Ⅰ はじめに

１．本研究の目的

熊本県では「教育の情報化」政策は熊本県教育

委員会教育政策課が平成 年から文部科学省委

託事業「先導的教育情報化推進プログラム」を受

け、「校務の情報化」に関する調査研究をスタート

させた。

研究初年度には「校務支援」について職種ごと

の勤務実態調査を実施、その結果を受けて、ＩＣ

Ｔ機器を配備し、システム開発、整備・普及活動

を実施している。中でも、モデル校に指定した県

立学校５校に調査研究費を投じてＩＣＴ機器を整

備し校務支援システムを先行導入してアンケート

調査によってその効果を検証し、その後システム

等を県立学校全体に普及させるという総括的導入

を行っている。

県教委主導の政策の下、「教育の情報化」施策の

事例として、平成 年当初からモデル校に指定

された県立学校Ａに焦点を当て、モデル校におけ

る「教育の情報化」施策の内容について実態を報

告する。校務支援システム等独自に開発された各

種システムの運用実態に着目し、政策的側面から

その効用と課題を見出していくことを、本研究の

主な目的とする。

また、モデル校Ａは、併設型中高一貫学校であ

り、そこから見出される現状に効果として何らか

の特性が見出されるのではないかと期待し、その

特性についても補足的に注視していくものとする。

２．「校務」の概念整理

「校務」の定義については、歴史的経緯から、

その用語の使途について検討されており、「学校内

教育に関する特化された用語はなく、校長職の設

置とともに、学校における一般的総称概念の『事

務』、学内外の教育関係事務並びに部門・職制及び

人との関係で用いられている『學務』、金銭面をも

含め学校全ての営みを指称する場合に用いられる

『學事』等を内包する用語の設定が必要だったの

ではないか」と述べられている（土屋 ）。

また、校長の職務の広さを「教育目標を達成す

るために必要な学校の運営上のすべての業務が校

務」等「校務」概念に関する検討がなされている

永岡 が、本稿では事例として取り上げた、

熊本県教育委員会における「先導的教育の情報化

推進プログラム」の検討委員会で「校務支援シス

テム」を検討する際、使用された「校務」概念を

本研究の「校務」として用語を使用している。“「校

務」は学校の教育活動として教職員が行う教授活

動以外すべてのもの”と、その意味合いはかなり

広義である。検討委員会は、「教務」や「校務」等

の用語を一つずつ丁寧に定義するような役割を担

っていたのではなく、システムを活用して効率化

が見込める「校務」のうち、学校内でどのように

活用を推進し教員の負担軽減に繋げていくか検討

することを使命としていた。そのため、学校で一

般的に使用されている用語の一つとして使用され、

共有されていた「校務」という用語を改めて定義

する必要はなかったということである。

Ⅱ 施策の概要とモデル校Ａの実態

実態を見る前に、モデル校Ａを取り巻く熊本

県教育委員会のとった「教育の情報化」施策を

時間軸で整理する。その後、モデル校Ａにおい
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て実施された実際の具体的な実施内容を、学校

管理運営面と教育活動面に視点を置き、その活

用状況の実態を見ていく。

１．熊本県教育委員会の「教育の情報化」政策

の動向

熊本県教育委員会は目標を「 世紀にふさわし

い学び・学校を創造する」とし、 つの側面を通

して教育の質の向上を目指すとしている。 つの

側面は「情報教育の推進」、「授業でのＩＣＴ活用」、

「校務の情報化」となっている。政策動向につい

ては図１にまとめた。政策が つの側面に沿って

「校務支援」から、「教育の情報化」として教育活

動全般に広がっていることが見て取れる（図 ）。

（ ）平成 年～ 年までの状況

熊本県教育委員会では、この 年間に文部科学

省の「先導的教育情報化推進プログラム」の委託

を受け「校務情報化」に関する調査研究を実施。

【調査研究の内容】

県立学校 校をモデル校に指定し、調査委員会

及び作業部会を発足させ、調査研究を実施した 。

①モデル校の教員に 人 台の校務用ＰＣを整

備、②校務見直しや校務情報化を推進、③校務支

援システム（グループウェア、教務支援システム、

文書セキュアシステム）の開発・活用。これらに

より効率的な校務処理や学校経営を目指すとした。

この研究報告書では、 年間の調査研究の効果と

して下記の成果を上げている。

ア）教員の子どもと向き合う時間が１日あたり

分増加。また、校務支援システムの導入により

情報セキュリティが向上。

イ）事務職員が行う給与・手当や服務処理、旅費、

情報連絡等の事務量が 校あたり 人程度（事

務職員１人あたり１日の事務従事時間が 分）

削減。

その後、平成 年度に県立学校の全教職員に

人 台の校務用ＰＣを整備し、全県立学校にグル

ープウェアと文書セキュアシステムを導入。教務

支援システムについては、平成 年度までに高

等学校の 校に導入を完了し、残りの 校の高

等学校を含め、平成 年度は、全高等学校 校

で運用。

以上のように報告を行っており、県立学校を中

心に「校務の情報化」を実施した。

（ ）平成 年～ 年までの状況

平成 年度までにＩＣＴ機器の県立学校への

全校配置とシステムの運用が始まった。

ｱ 平成 年～「ＩＣＴを活用した「未来の学校」

創造プロジェクト」

平成 年 月 日に閣議決定した第 期教育

振興基本計画に対応し、児童生徒の学習展開や教

師の指導力に重点を置き、政策を展開。「タブレッ

ト端末、電子黒板等を活用した授業の実践」、それ

による「教育効果の分析」及び「効果的な活用事

例の収集・整理」を目的に調査研究を実施した。

平成 年 月には「速報」として、この調査結果

を報告している。

・タブレットＰＣ等を活用した実証授業

・学力向上等への活用効果を検証（※都道府県レベ

ルの調査研究では全国初。タブレットＰＣの活用効

果についても前例がない。国レベルではＩＣＴ活用

の効果検証、平成 年度の調査がある。）

→ 活用した授業の方が、活用しない授業より、児

童生徒の意識調査、客観テストの結果が高い。

→ 教員のＩＣＴ活用指導力が確実に向上。新たな

学習環境の教育効果を確認。

ｲ 教育の情報化推進事業の機器整備費用

熊本県入札情報公開サービスに公開された、教

育政策課実施の入札結果より、機器整備のため支

出された金額は以下の表 のとおりとなっている。

図 教育情報化推進事業に係る機器整備リース料

「熊本県」と表されているのは、入札案件名称

が「熊本県教育情報化推進事業に係るコンピュー
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タ及び関連機器のリース料」として入札され、「県

立学校」と表されているものは、同じく入札案件

名称が「県立学校」として入札されているもので

ある。

これらは、この時期に特別に導入されたものだ

けではなく、もともと整備されていた機器類の更

新費用を含んでいるため、教育の情報化に特化し

て導入された機器類であるとも言い難い。あくま

でもそれらを含む機器リース料として捉える必要

がある。

２．モデル校Ａの実態

「教育の情報化推進プログラム」開始の平成

年度当初から、県立学校Ａはモデル校に指定され、

機器の整備や各システムの試行及び意見の提出な

ど、本事業に深く関与してきた。平成 年以前

の当校は、機器整備に関して言えば、教材提示装

置やパソコン教室の生徒用パソコンの配置、職員

用パソコンの設置等、一般的に整備されている状

況で、効率的かつ十分に活用できるとは言い難い

状況であった。校務については各学校の教職員が

独自で開発したソフトを活用して処理等がなされ

ていたが、学校が変わればまた違うソフトを使用

しなければならないこともあり、児童生徒の情報

や事務室で管理している情報などそれぞれの担当

分野ごとで運用されおり、業務の連続性や汎用性

はなく組織的な動きとは言えなかった。平成 年

現在では、機器の整備状況は別表 ， のとおり整

備が進んでおり、デジタル教科書等も整備され充

実した内容となり、その活用頻度も高い。

また、機器整備だけでなく「校務支援システム」

「教務支援システム」「公文書管理システム」など

の導入・活用は、導入が早かったことや活用を推

進する体制を取っていることなどから、活発に活

用されている。双方の活用が進むことにより相乗

効果となって、教職員の意識にも影響を与えてい

ると予測される。

「校務の情報化」の実態

①校務支援システム（通称「ゆうネット」）

「ゆうネット」では、勤務管理、服務管理、校

内掲示板、会議資料の提示、職員朝会要項等の提

示等を行うことができる。校内の行事・活動、教

職員の動静等について情報を共有できるため、職

員朝会や職員会議の時間短縮等管理運営面で大い

に役立っている。軌道に乗るまでは各学校の管理

者の対応と教職員への意識付けの施策が必要であ

り、こまごまとしたメンテナンスも発生すること

から随時対応を迫られる。また、変化への対応を

苦手とする教職員に対しても意識してゆうネット

にアクセスし確認するという作業が必要であるた

め、習慣化するまでの時間と意識付けは担当者と

管理職のマネジメントは重要である。

②教務支援システム

本システムでは、成績一覧表、通知表、指導要

録等の多数の表簿、書類等の電子化と様式の簡素

化、統一化を実現している。高等学校の学校種に

応じた複数の様式も準備されており、市販のシス

テムよりより現場の実態に応じたものとなってい

る。生徒調査票や各種名票、就職・進学に必要な

調査書の作成等に使用されている。職員間ＬＡＮ

とサーバ共有を併用して生徒情報の横断的な蓄積

が可能となった。指導要録の電子化については学

校現場にとって大きな負担感の軽減につながって

いる。平成 年 月に県教育委員会の文部科学

省教育課程課との協議が行われ、指導要録の電子

化が実現し、これは全国初のモデルケースとして

注目された。校長の署名、認証も電子上での決裁

が可能となっている。生徒情報については主に教

員が入力作業を行っていくが、調査所等証明書類

の作成・発行は事務室が担っているため、必要な

情報のみ事務室からアクセス権限を付与されて使

用している。より組織的な活用法と言える。

③公文書管理システム（文書セキュアシステム）

県教委（県庁ＮＯＣ）にあるサーバを設置し、

学校にある個人情報や各種書類を集中管理するシ

ステムとして独自開発された。データで送付され

る膨大な数の公的文書及び事務連絡等の情報が蓄

積される。職員は公文書情報を必要に応じてダウ

ンロードし閲覧・作成することができる。教育委

員会事務局からの公文書の収受もメールと併用し

活用されている。主に学校事務職員が公文書情報

の管理のため活用を行っている。

④その他の学校独自の情報システム等

別表１の最下段を参照いただきたい。県教育委員

会が施策として開発、実施したシステムの他に、

県立学校Ａには以下のシステムが導入されている。

【各種会計システム】

学校徴収金の納入、支出等を管理するシステム
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でＡ校ではＰＴＡ会計を処理するため先行導入さ

れていたためＰＴＡ（団体）導入となっている。

熊本県では学校徴収金については「熊本県立学校

学校徴収金取扱要項」で校長の責務の下、公金に

準じた管理を行うこととなっている。ＰＴＡ会計

についてはＰＴＡ会長を決裁者としてＰＴＡ団体

雇用の職員が経理を行っており、保護者口座から

の口座引落し等をこのシステムを使用して行って

いる。システムは民間が学校をターゲットとして

開発したものを購入し導入しており、生徒の問題

集や副教材費として徴収した保護者からの学校徴

収金、寄宿舎の保護者負担分の運営費等もこのシ

ステムを利用して経理を行っている。小中学校も

さることながら、高等学校の学校徴収金の学校運

営に占める割合は少なくない。各学年、学級の学

校徴収金に係る経理は主に教員が担当しており、

事務長と相談しながら学校徴収金の経理を行って

いるが、教員の負担感は大きい。同じく、団体雇

用職員がＰＴＡ会計等処理のため雇用されている

が、賃金と業務内容の責任の重さが見合わず、割

に合わないといった声もある。

【図書情報管理システム】

学校図書館にある蔵書情報を管理するためのシ

ステムで発案は学校図書館司書（図書館事務職員）

と各学校の図書担当教員とで組織される学校図書

館部会 が独自に発案し、業者に開発を委託する

形で開発・導入が行われている。学校図書館情報

には、蔵書管理及び学習レファレンスデータベー

スとしての機能があり、学校教育活動とは切り離

せない情報源の一つと考える。「教育の情報化」政

策にも“教育の質の向上”のため「生徒の情報活

用能力の育成」を行うことが盛り込まれており、

学校図書館情報を学校教育活動に有効に機能させ

ることは単学校だけの課題ではない。

【生徒出欠受付システム】

生徒の欠席、遅刻等の連絡を音声データ及び文

書データとして保管し、担任が確認するためのシ

ステムで市販されているシステムを学校単独で選

定し導入している。保護者は音声や携帯電話のメ

ール機能を利用し欠席等連絡をすることができる。

教職員はパソコン上でデータ化された欠席連絡を

受け取り、生徒の出欠情報を入手することができ

る。学校全体の欠席連絡を一覧で見ることもでき、

教職員と保護者とのコミュケーションを補完し、

教職員間の生徒情報の共有にも繋がっている。

「授業へのＩＣＴ活用」の実態

①ＩＣＴ機器を活用した授業

図 、 は平成 年 月 日に実施された

「ＩＣＴを活用した学習指導の工夫・改善と学習

成果の検証」授業公開日の様子である。機器は、

「資料の提示」「タイマー利用」「ポイントの整理」

「作成した資料の提示」等の部分に使用し、生徒

間の討議、検討、まとめなどは機器を使用せず紙

ベースで行うなど、整理されている。ＩＣＴ機器

を授業に活用する効果と課題のポイントは、教師

側の指導上のねらいと生徒の持っている力を引き

出す技術的なもの、と言う。「罪」の部分を聞き取

ることは容易ではない。

図 公開授業 高校・生物

図 公開授業 中学・社会
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でＡ校ではＰＴＡ会計を処理するため先行導入さ

れていたためＰＴＡ（団体）導入となっている。

熊本県では学校徴収金については「熊本県立学校

学校徴収金取扱要項」で校長の責務の下、公金に

準じた管理を行うこととなっている。ＰＴＡ会計

についてはＰＴＡ会長を決裁者としてＰＴＡ団体

雇用の職員が経理を行っており、保護者口座から

の口座引落し等をこのシステムを使用して行って

いる。システムは民間が学校をターゲットとして

開発したものを購入し導入しており、生徒の問題

集や副教材費として徴収した保護者からの学校徴

収金、寄宿舎の保護者負担分の運営費等もこのシ

ステムを利用して経理を行っている。小中学校も

さることながら、高等学校の学校徴収金の学校運

営に占める割合は少なくない。各学年、学級の学

校徴収金に係る経理は主に教員が担当しており、

事務長と相談しながら学校徴収金の経理を行って

いるが、教員の負担感は大きい。同じく、団体雇

用職員がＰＴＡ会計等処理のため雇用されている

が、賃金と業務内容の責任の重さが見合わず、割

に合わないといった声もある。

【図書情報管理システム】

学校図書館にある蔵書情報を管理するためのシ

ステムで発案は学校図書館司書（図書館事務職員）

と各学校の図書担当教員とで組織される学校図書

館部会 が独自に発案し、業者に開発を委託する

形で開発・導入が行われている。学校図書館情報

には、蔵書管理及び学習レファレンスデータベー

スとしての機能があり、学校教育活動とは切り離

せない情報源の一つと考える。「教育の情報化」政

策にも“教育の質の向上”のため「生徒の情報活

用能力の育成」を行うことが盛り込まれており、

学校図書館情報を学校教育活動に有効に機能させ

ることは単学校だけの課題ではない。

【生徒出欠受付システム】

生徒の欠席、遅刻等の連絡を音声データ及び文

書データとして保管し、担任が確認するためのシ

ステムで市販されているシステムを学校単独で選

定し導入している。保護者は音声や携帯電話のメ

ール機能を利用し欠席等連絡をすることができる。

教職員はパソコン上でデータ化された欠席連絡を

受け取り、生徒の出欠情報を入手することができ

る。学校全体の欠席連絡を一覧で見ることもでき、

教職員と保護者とのコミュケーションを補完し、

教職員間の生徒情報の共有にも繋がっている。

「授業へのＩＣＴ活用」の実態

①ＩＣＴ機器を活用した授業

図 、 は平成 年 月 日に実施された

「ＩＣＴを活用した学習指導の工夫・改善と学習

成果の検証」授業公開日の様子である。機器は、

「資料の提示」「タイマー利用」「ポイントの整理」

「作成した資料の提示」等の部分に使用し、生徒

間の討議、検討、まとめなどは機器を使用せず紙

ベースで行うなど、整理されている。ＩＣＴ機器

を授業に活用する効果と課題のポイントは、教師

側の指導上のねらいと生徒の持っている力を引き

出す技術的なもの、と言う。「罪」の部分を聞き取

ることは容易ではない。

図 公開授業 高校・生物

図 公開授業 中学・社会

図 Ａ中学校 機器整備状況（ 現在）

図 Ａ高 機器利用状況

図 、 に示される通り、授業で活用できる機器

整備については整備されている。

②その他機器の活用

教員は授業での活用以外にも、進路指導におけ

る個人面談等で学校データ等を掲示、部活動でも

無線ＬＡＮ使用による指導等行っている。

教職員間の資料のやり取り、県外の出張時の資

料収集・作成への使用、海外の学校とのテレビ会

議にも使用された。

災害で被災し、学校全体の集会が行えなかった

際も、テレビ会議システムに利用し、全校生徒へ

のメッセージを伝えることに活用した。

図 Ａ高生徒への を活用した授業に関する

意識調査アンケート（平成 年度実施）

災害で被災し、学校全体の集会が行えなかった

際も、テレビ会議システムに利用し、全校生徒へ

のメッセージを伝えることに活用した。

各担当者による本事業に係る効果と課題

（半構造化面接法調査よる）

①事務担当者（システム担当事務職員）による評

価

ⅰ）事務担当者（Ｈ 赴任）

職員の出勤簿を紙で整理していたことを考え

ると、無駄な時間を使っていたような気がする。

時間短縮にはなっていると思う。導入前後で勤
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務する校種が変わっているので容易に比較はで

きない。産業系の総合学科のある学校にいたと

きは、市販のソフトを導入していたが、それは

便利だった。教務が時間割を組んだりするのが

とても大変そうだった。ソフトがないと時間割

の調整がとても難しそうだった。現在どうなっ

ているのかは知らない。

②教科担当者（中・高情報教育担当者）による評

価

ⅰ）高校担当者（Ｈ ～Ｈ 担当）

まずは費用をかけなければ効果はない。機器

類は 一人 台でなければ効果は期待できない。

今現在、最も効果を感じるのは、時間の速さ

に対応できるということ。今生徒が学んだことを、

すぐ画面に表現できる。すぐにポスター化できる、

パワーポイントにして発表ができる。次の展開に

対応できる。この変化への対応は大きい。

生徒のコミュニケーション能力の育成に課題

を感じる。プレゼンで伝えることができても、

伝える相手や手段が変わったときに対応できな

い生徒が多いように感じる。

ⅱ）中学校担当者（Ｈ ～Ｈ 在籍）

教科によって濃淡はあるが、ＩＣＴ機器を使

用する機会はかなり増えた。今年度（ 年度）

のデジタル教科書の導入以後、更に活用されて

いるといってよい。

課題は特に感じられない。これまで手作りし

ていた教材をデジタル教材で見せることができ

るため、作らなくてよくなった教材はあるが、

より分かりやすくするための教材作りにかける

時間は変わらない。

デジタルコンテンツのおかげで目で見てすぐ

理解できる。ただ、それまで想像力を膨らませ

て物を考え、理解しようとしていた機会が少な

くなり、想像力がなくなっているようにも少し

感じることがある。（理科担当）

ⅲ その他 高校数学担当者

校務支援システムを使用するようになって、

連絡は効率化されたが、声を掛け合うような教

職員間のコミュニケーションがなくなってきた

ように感じる。そのために、逆に一言言ってく

れればいいのに、に繋がることがある。

小括

モデル校Ａの実態を基に、使用状況について提

示した。学校だけでなく業務の情報化は自治体に

とっても大きな流れであり政策側がどのような目

標をもって推進するかで各自治体及び各部署の進

捗状況・内容には差異が生じていると考えられる。

熊本県では県立学校の教職員数が県庁の全職員数

に比較して大きいため、利用者が集中してアクセ

スしづらくなったり、動きがおそくなったりする

ことや、利用者の増加による契約経費等の問題か

ら県庁職員が利用しているグループウェアや各種

システムに教職員がアクセスすることはできるも

のの参加することができず、県教育委員会事務局

は学校独自のグループウェア及び各種業務システ

ムを制作せざるを得なかった。このための教育委

員会の独自予算と事務局のシステム政策に係る時

間及び労力は多大であった。では、その費用効果

を客観的に評価する方法が果たしてあるのだろう

か。

Ⅲ 費用効果の示す課題

これまでに、県教育委員会が県立学校に対して

行った「教育の情報化」のための政策の経緯と実

態を探ってきた。「校務の情報化」は当教委にとっ

て全国最下位の整備率という危機感を払拭する政

策であった 。

熊本県における「教育の情報化」の費用効果は、

Ⅱ節で触れたように、数値や教職員の意見として

直接的に表現されているものもあるが、次のよう

なものからもある種の評価ではないかと考えるこ

とができる。

この事業に関連して、当教委が外部委託した平

成２５年度の「県立中学校での情報端末・学習者

用デジタル教材の有効活用に関する調査業務」報

告書によると、「教育の情報化における現状と課題」

の中で、次のように述べている。

「ＩＣＴを活用し生徒ひとりひとりの理解度や
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務する校種が変わっているので容易に比較はで

きない。産業系の総合学科のある学校にいたと

きは、市販のソフトを導入していたが、それは

便利だった。教務が時間割を組んだりするのが

とても大変そうだった。ソフトがないと時間割

の調整がとても難しそうだった。現在どうなっ

ているのかは知らない。

②教科担当者（中・高情報教育担当者）による評

価

ⅰ）高校担当者（Ｈ ～Ｈ 担当）

まずは費用をかけなければ効果はない。機器

類は 一人 台でなければ効果は期待できない。

今現在、最も効果を感じるのは、時間の速さ

に対応できるということ。今生徒が学んだことを、

すぐ画面に表現できる。すぐにポスター化できる、

パワーポイントにして発表ができる。次の展開に

対応できる。この変化への対応は大きい。

生徒のコミュニケーション能力の育成に課題

を感じる。プレゼンで伝えることができても、

伝える相手や手段が変わったときに対応できな

い生徒が多いように感じる。

ⅱ）中学校担当者（Ｈ ～Ｈ 在籍）

教科によって濃淡はあるが、ＩＣＴ機器を使

用する機会はかなり増えた。今年度（ 年度）

のデジタル教科書の導入以後、更に活用されて

いるといってよい。

課題は特に感じられない。これまで手作りし

ていた教材をデジタル教材で見せることができ

るため、作らなくてよくなった教材はあるが、

より分かりやすくするための教材作りにかける

時間は変わらない。

デジタルコンテンツのおかげで目で見てすぐ

理解できる。ただ、それまで想像力を膨らませ

て物を考え、理解しようとしていた機会が少な

くなり、想像力がなくなっているようにも少し

感じることがある。（理科担当）

ⅲ その他 高校数学担当者

校務支援システムを使用するようになって、

連絡は効率化されたが、声を掛け合うような教

職員間のコミュニケーションがなくなってきた

ように感じる。そのために、逆に一言言ってく

れればいいのに、に繋がることがある。

小括

モデル校Ａの実態を基に、使用状況について提

示した。学校だけでなく業務の情報化は自治体に

とっても大きな流れであり政策側がどのような目

標をもって推進するかで各自治体及び各部署の進

捗状況・内容には差異が生じていると考えられる。

熊本県では県立学校の教職員数が県庁の全職員数

に比較して大きいため、利用者が集中してアクセ

スしづらくなったり、動きがおそくなったりする

ことや、利用者の増加による契約経費等の問題か

ら県庁職員が利用しているグループウェアや各種

システムに教職員がアクセスすることはできるも

のの参加することができず、県教育委員会事務局

は学校独自のグループウェア及び各種業務システ

ムを制作せざるを得なかった。このための教育委

員会の独自予算と事務局のシステム政策に係る時

間及び労力は多大であった。では、その費用効果

を客観的に評価する方法が果たしてあるのだろう

か。

Ⅲ 費用効果の示す課題

これまでに、県教育委員会が県立学校に対して

行った「教育の情報化」のための政策の経緯と実

態を探ってきた。「校務の情報化」は当教委にとっ

て全国最下位の整備率という危機感を払拭する政

策であった 。

熊本県における「教育の情報化」の費用効果は、

Ⅱ節で触れたように、数値や教職員の意見として

直接的に表現されているものもあるが、次のよう

なものからもある種の評価ではないかと考えるこ

とができる。

この事業に関連して、当教委が外部委託した平

成２５年度の「県立中学校での情報端末・学習者

用デジタル教材の有効活用に関する調査業務」報

告書によると、「教育の情報化における現状と課題」

の中で、次のように述べている。

「ＩＣＴを活用し生徒ひとりひとりの理解度や

好奇心、個性等に基づいた対話型、応用型の授業

を行うには、一斉授業を中心とする従来型の授業

の枠を超えた、新しいコンセプトに基づく授業ス

タイルの確立が必要であると考える」。

これは、教育の情報化には現在の授業スタイル

では効果を発揮するのは困難なのではないか、と

いう課題を述べたものであり、評価というよりも

提案をもって現状とあるべき姿のズレを明らかに

したものと考える。言い換えれば、業務委託費用

によって「教育の情報化」の現状と理想とする姿

に制度的・文化的ギャップがあるということを証

明する効用があったといってよい。

これは、費用効果として弱い表現であるが、「教

育の情報化」によって授業のスタイルや授業方法

の視点の変化等により、児童生徒の個別のニーズ

を意識させ、教育活動の主体はいったい誰なのか

を教職員にわかりやすく理解させる効果があった

と考えられる。

授業スタイルだけでなく、既存の学校文化とも

いうべき時間の運用方法、カリキュラムの作り方

などにも、変化をもたらす効果があったのではな

いだろうか。

Ⅳ 「教育の情報化」の課題に関する考察

モデル校Ａの実態から功罪を整理する。聞き取

り調査結果から、何らかの功罪が見られるものと

期待したが、教職員はその効果については多く語

るが、費用を投じられた義務感や教授活動への責

任感も相俟ってその課題を聞き取ることの方は困

難であった。今回の調査結果より以下２点を課題

として提示する。

１ 課題Ⅰ「政策」マネジメントの課題

「校務の情報化」政策から本稿 ページ及び別

表 の下段に着目する。「校務の情報化」政策の中

での課題として、これを挙げておきたい。当教育

委員会の「教育の情報化」政策の中で「校務」の

概念から漏れたのか意図的に外されたのかは不明

であるが、結果として漏れてしまったカテゴリー

がある。学校運営の重要な資金の一部となってい

る「学校徴収金システム」と“教育における情報”

の一つと考えられる、「図書情報管理システム」で

ある。「学校徴収金システム」については、学校外

部の団体費用を管理すると整理されるため、政策

外とされたと考えられるが、「図書情報管理システ

ム」についてはその政策の範疇とされてよいもの

と思われる。それが当県教委の政策の一つとなり

得なかったのは、その領域を提案することのでき

る調査研究委員や作業部会メンバーの構成とはな

っていなかったためではないだろうか。「校務」の

概念を確認する必要はなかったのか、その政策の

目標がどこにあったのか、又は、どのような目的

を持っていたのか、組織マネジメントに課題があ

ったのではないかと考えられる。検討委員会や作

業チームを企画・立案した政策側のマネジメント

の重要性、教育行政職員の専門性にまで及ぶ課題

であろう。

２ 課題Ⅱ「罪」の真因の明確化

教員から聞き取った課題部分に着目すると、モ

デル校Ａの教職員へのインタビューを進める中で、

教員は「生徒の想像力、コミュニケーション能力

の育成に課題を感じる。」といった教育指導上の課

題が表面化し、最終的には教員自身のテクニカル

な課題へと収束していく。教員が専門職であるか

の議論はあるが、免許職としてその課題に収束し

ていくことは当然に考えられることである。しか

しながら、課題解決のため、真因は何かを問うと

き、Ⅲ章の「費用効果の示す課題」で示したよう

に、教師自身のテクニカル面というミクロな課題

ではなく、カリキュラムの再編制や授業時間の再

構成など、根本的に変化を必要とするものが真因

として課題に上げられねばならない。

今回は、この真因に迫ることはできなかった。

３ 今後の研究課題

この他にも、「同僚性の低下」を危惧する意見や、

教育格差の問題から教育の画一化になりはしない

かといった危惧が問われている。

「同僚性の低下」については、教育社会学分野

で「新自由主義」との関連から検討がなされてお

り 加野 、新自由主義によって、教師の世界

が変化し、学校現場にとってのポジティブな側面

を持っていた同僚性にマイナスの方向で作用はた

らく、としているため、「教育の情報化の功罪」と

して挙げることはできないのではないかと考えら
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れる。

また、中高一貫教育における効果の特性につい

ても、教員の指導のテクニカルな面や指導上の効

果については垣間見ることができたように感じら

れたが、未だ感触としての感想にとどまり、確信

や立証までには至っていないため、これについて

も今後時間をかけて注視していく必要がある。

今後、上記のような研究課題を踏まえ、更に課

題を明確にするため、学校組織論や教育社会学の

観点を取り入れる等、多彩な視点から検討し、課

題をより明確化していくこととしたい。

【注】

モデル校は県立の普通高校 校、専門高校

校、特別支援学校１校。調査研究委員メンバー

は学識経験者、システム開発業者、県教委事務

局各課長、校長会・教頭会・事務長会代表者。

作業部会は、「校務見直し」部会が、教頭・事務

長 名、「教務支援」部会が情報担当教諭 名、

「グループウェア」部会が、教頭・教諭・事務

職員・教育センター室長の 名から構成されて

いる。

熊本県高等学校図書館部会のことを指す。主と

して熊本県内の公立・私立・市立高等学校の図

書館事務職員及び図書館教育担当教員 各学校

の図書部会教員を含む で構成され、代表者は担

当する高等学校長が務める、内部には各種委員

会に分かれ、研究及び研修事業を実施している。

「図書館情報管理システム」はその中の情報化

委員会で 年近くにわたり検討された。

熊本県教育委員会は平成 年 月の文部科学

省委託事業「平成 年度学校教育情報化推進

総合プラン」成果報告書「はじめに」の中で

“「 ％」と「 」からの出発。これは、

今回の事業を実施する前の熊本県における教育

情報化の現状です。前者は校務用ＰＣの整備率

であり、後者は校務にＩＣＴを活用する能力で

す。いずれも最下位でした。”と述べ、それが本

報告時にはいずれも ％になったと報告して

いる。
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