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１ はじめに 

 社会の情報化が急速に進む現在、国立教育政

策研究所の示した「21 世紀型能力」における「基

礎力」の１つ「情報スキル」（情報活用能力）は

次世代を担う子供たちに必要不可欠な能力であ

る。総務省や文部科学省が連携し事業や整備計

画に取り組んでいるが、その目標達成状況は不

十分であり、また教員の ICT 活用能力について

も課題が多い。これらについては OECD 国際調査

の結果にも顕著に表れている。そこで、学校の

情報化の３つの柱「教科指導における ICT の活

用」、「情報活用能力の育成」、「校務の情報化」

の推進方策等について、オランダ・デンマーク

における現状や取組を調査し、千葉市の情報教

育や ICT 活用の推進に役立てたい。 

２ オランダとデンマークの教育状況 

（１）オランダ 

  オランダでは教育の方向性として「Persona 

lization」がキーワードとなっており、教育 

現場の細部にまで浸透し共通理解されている。 

個人の才能を育てることに焦点が当てられて 

おり、子供たちが将来の社会に出るために 

必要な職業教育に特に力を注いでいる。 

  また、国の施策として「すべての教師・生 

徒がデジタル化に対応できること」や「メデ 

ィアを使えない人をなくすこと」等が掲げら 

れている。 

そのため、公共教育組織（Kennisnet など） 

等が学校教育において効果的に ICT 活用を推 

進できるようサポートを行っている。また、 

ICT 環境のインフラ整備のための予算も確保 

されており、学校の各教室に Wi⁻Fi 環境やデ 

ジタルボードが完備され教科書もデジタル化 

されている。 

 

 

（２）デンマーク 

  社会保障制度が充実しており、義務教育は 

もちろん大学まで教育費は無料である。また、 

2011 年に国会でデジタル化の法令が成立し

「各教室へのインターネット環境を整備する 

こと」が決定され、2012 年には多額の予算が 

計上されている。それにより教室や校内では 

Wi-Fi 環境やデジタルボードが完備され、

OECD 国際調査では「課題や学級での活動に

ICT を用いる」割合が 73％を超え、成果とし 

て表れている。 

デンマークの教育省は教育に関する大きな 

枠組や基準を決め、義務教育期間中は定期的 

にナショナルテストを実施している。その際、 

どのくらい ICT を使いこなすことができるか 

が結果にも大きく影響する。また、義務教育 

の卒業試験はデンマーク全土で同じ問題の筆 

記試験と口答試験が行われ、その成績によっ 

て生徒の進路先が決定される。 

３ 学校訪問をして                     

（１）アーボントゥライン（オランダ） 

  生徒数の減少により学校存続の危機に陥っ 

たのを機に、経営立て直しの一方策として３ 

年前にタブレットを用いた学習を導入した。 

現在では、グループ３（小１）以外で算数や 

語彙・スペルの学習を中心に多くの授業でタ 

ブレットを使用している。授業では教科書は 

使わず、「スナペット」という教育プログラム 

を活用している。計算問題では即座に正解・ 

不正解が表示され、生徒が自分のレベルに合 

わせて学習を進められるようプログラミング 

されている。教師は一覧表で子供の学習進度 

状況を確認でき、必要に応じて問題を追加す 

ることも可能である。まさに個々の能力を最 

大限に引き出す「Personalization」な教育活 
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動により、年々学力の向上が図られ成果を上 

げている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【生徒の学習進度状況を表示する一覧表】 

（２）カトリーヌダムスクール（デンマーク） 

  2011 年の法令化によりデンマーク社会は

デジタル化が進んでいるが、構築された PC

のシステムを理解しなければ正しく使うこと 

はできない。どのように ICT を使ったらよい 

のか、子供たちに指導者がついて教えている。 

そのため、子供たちは責任をもって ICT を利

用するようになる。また、６歳になったらイ

ンターネットを使ってコミュニケーションが

取れるようにするために、サイトに書き込む

言葉や道徳性についても指導している。 

小学校低学年では２人に１台のタブレット 

を使って色々な映像や音声に触れさせながら、 

遊び感覚で語学を学ばせている。中高学年に 

なると１人１台の利用となる。中学生になる 

と、多くのシステムを利用することからラッ 

プトップを１人１台使用し、自分の学習過程 

を保存している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図書室の PC も自由に使うことができる】 

利用しているシステムにはスマートフォン、 

 

タブレット、PC 等から ID やパスワードを使 

って、どこからでも、また保護者もアクセス 

できる。出欠席はもちろん、宿題の提出状況 

やテストの点数も閲覧できる。 

  指導法の変化に伴い教師の研修は不可欠で 

あり、教師は週に１回３時間のミーティング 

をもっている。その際、授業で使用したいア 

プリの検討なども行っている。 

 市教育委員会から ICT に関する技術面のサ 

ポートを受けており、さらに配布予算内で学 

校独自に各クラスに指導者を配置したり、指 

導者のリーダーとしてコーディネーター（プ 

ログラマーの資格をもった教務主任）を位置 

付けたりするなど校内の組織が確立している。 

４ 研修成果の活用 

両国とも国家の方針として ICT 教育を推進し

ており、インフラ整備のための予算が潤沢に確

保されている。ICT 教育推進のキーポイントは

「①ビジョン②スキル③アプリケーション④イ

ンフラ」であり、４つの分野をバランスよく同

時に進めることが効果的であるという。今回の

研修を通して、いくら機器が完備されていたと

しても、それをどのように使いこなすかという

ビジョンが明確にされ、共通理解されないと意

味がないと感じた。 

また、教員がスキルの向上に努めていること

も見習うべき点である。ICT の導入による教員

の変化として、ワークや宿題等の点検時間が削

減され、子供と触れ合う時間や教材研究の時間

の確保が挙げられていた。さらに、視察校での、

グループによる課題解決型・対話型の学習にお

ける ICT の効果的な活用についても研修してき

た。 

これらの利点を各種研修会等で伝えるととも

に、本市の教員一人一人が自身のスキル向上に

努め、学校において効果的に ICT を活用して教

育活動を展開していけるよう本市教育の情報化

を推進したいと考える。 
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１ はじめに 

 学校の教育現場で、授業や校務におけるＩＣ

Ｔ機器の活用は、もはや必要不可欠といっても

過言ではない。千葉市においても、Cabinet な

どの情報システムを活用しているが、授業や校

務において、より有効な活用法があると考えら

れる。そこで、ＯＥＣＤの中でも、学校教育の

ＩＣＴ化に積極的に取り組んでいるオランダと

デンマークの教育機関や学校現場を視察し、千

葉市の学校教育活動に生かすことを目的に研修

に取り組んだ。 

２ オランダ、デンマークの教育状況 

 近年、両国ともＩＣＴ教育に力を入れ、ＩＣ

Ｔ機器を教育現場で積極的に活用している。教

育省の外部機関として、情報教育を扱う公的な

教育組織があり、国内の教育機関のＩＣＴ化を

進めている。 

（１）オランダ 

  ４歳から義務教育がスタートし、小学校は

８年間、その後は自分の希望進路にあわせて、

合計６年間の教育を受け、18 歳で義務教育が

終わる。日本の学習指導要領のように教育内

容を示したものは存在しないので、各学校は

特色ある教育課程を実施している。子どもた

ちは、小学校入学時からＩＣＴ機器に触れて

おり、多くの学校はタブレットの使用から始

まり、学年が上がるにつれて、ＰＣやスマー

トフォンなどの機器を扱うようになっている。

授業の中では、低学年では語学や計算、中学

年から高学年ではレポートの作成などにも活

用されている。 

（２）デンマーク 

  日本より１年早く義務教育が始まり、０年

生からカウントされる。10 年間の義務教育を 

 

 

 

 

 

 

終え、ＩＣＴ機器も、初等学校入学と同時に

使い始め、発達段階に応じてＰＣも併用して

いる。国内全体では、授業の約 40％でＩＣＴ

機器を活用しており、テキストやノートの使

用は減少傾向にあるものの、完全にデジタル

化されることはないだろうと推測している。 

３ 学校訪問をして                     

 今回の研修で、２カ国合わせて５つの教育機

関と、９つの学校を視察した。 

（１）Basisschool de Avontuijn 

（初等教育学校：オランダ） 

 

【Basisschool de Avontuijn の様子】 

アムステルダムの中心地にあるキリスト教

系の初等教育学校で、保護者は全員外国出身

の小規模校である。スナペットという情報シ

ステムを導入しており、授業で必要なアプリ

ケーションや教科書は、このシステムから提

供されている。経験の長い教員ほど、ＩＣＴ

化には適応するのに時間を要したが、基本的

な機能については特別な技能を必要としない

ため、簡単に操作することができる。入学当

初は、子ども同士、または教師とのコミュニ

ケーションを身につけるため、小２からタブ

レットを使い始めている。すべての学年が単

学級で、到達レベルによって３～５段階に分

けて授業を展開している。タブレットでの学

訪 問 国：オランダ・デンマーク 

研修テーマ：学校教育の情報化・ICT の活用 

所属名 千葉市立千城台西中学校 

氏 名 大 塚 公 男  
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習は、特に算数、スペル、語彙の習得などに

有効であると考え、自分のペースで学習でき

るのも利点である。また、保護者は、生徒の

報告書（通知表）をこのシステムから閲覧可

能であり、学習内容、宿題、出欠席の確認も

することができる。このシステムを導入して

から算数の成績が 40％上昇するなど一定の

成果を上げており、今後は従来型の読み書き

を中心とした授業と、ＩＣＴを活用した授業

とをバランスよく行うことを検討している。 

（２）Selsmoseskolen（小中一貫校：デンマーク） 

 

【Selsmoseskolen の様子】 

  2009 年に統合によって、現在の小中一貫校

になった。小規模の学校で、子どもたちの多

くは、親が外国出身である。家庭による格差

を考慮して、学校の予算でタブレットを全員

に配備している。入学当初の低学年ではタブ

レットを使って、自分の顔を撮ったり、文字

をなぞってみたりしながら、遊び感覚で使い

方を身に付けていく。また、様々な表情や動

きの中で、友だちとのコミュニケーション能

力も同時に養っていく。中学年ではグループ

または個人での調べ学習やプレゼンテーショ

ン、また計算、単語などを繰り返し学習し、

表現力や知識の定着を図っていく。高学年で

は、ＰＣやスマートフォンを併用するように

なり、グループでの課題解決学習や、より高

度なプレゼンテーションなどにも活用されて

いる。これらのＩＣＴ機器を使った授業を展

開するために、教師は毎週１回ＩＣＴ機器に

関するミーティングを行っている。また、Ｉ

ＣＴに関する、より高い専門性を持った職員

が配置され、ＩＣＴの活用を推進している。

これにより、教師の業務の負担が軽減され、

基本的に持ち帰りの仕事は行っていない。学

校での取組は、オンラインで家庭と連動させ

ることが可能であり、学習内容や出欠席の状

況、各自の成績（報告書）を共有することが

できる。 

４ 研修成果の活用 

今回、学校教育の情報化・ＩＣＴの活用をテ

ーマに研修を行った。ＩＣＴ機器の必要性を感

じたのはもちろんのこと、海外の教育の現状を

間近に見ることができた。他国と国境を接して

いる国では、多国籍の人々が生活しており、学

校教育では、言葉や習慣の違いを受け入れる等、

様々な配慮が必要である。この研修では、多く

のニーズに応えることの重要性についても知る

ことができ、大変意義のある経験だった。 

今回研修を行ったオランダ、デンマークでは、

子どもたちは低学年から情報機器に触れる機会

があり、授業でも情報機器が利用されているの

は、日本と同様の傾向である。このような現状

の中で求められるのは、千葉市学校教育の課題

にもある、教職員のＩＣＴ活用における指導力

の向上と、情報モラルの教育の充実である。 

千葉市では、Cabinet を導入して、学習向け

の豊富なコンテンツを展開している。効果的な

活用方法について、校内研修等で検討する機会

を積極的に設けて、学校間においても情報交換

ができれば、新たな活用方法が見出せると考え

られる。また、従来のデスクトップＰＣをノー

トＰＣに移行していくことで、使用する機会を

増やしていくことも必要であろう。情報モラル

については、子どもたちを対象にした指導だけ

でなく、入学説明会や学年保護者会などで情報

機器の取扱いについて説明会を行い、学校だけ

の指導ではなく、家庭とも協力して情報機器に

対する正しい知識を身に付けさせることも重要

である。今後、千葉市の教育を充実・発展させ

ていくためにも、今回の研修を通して学んだこ

とを生かしていきたい。 


