
(1)

東北大学大学院情報科学研究科

堀田龍也
horita@horilab.info

初等中等教育における
教育データの利活用の
可能性と検討状況

Tatsuya HORITA @                          All Rights Reserved.

4月からの大学等遠隔授業に関する取組状況共有サイバーシンポジウム（2020.07.31）



•略歴
– 1964年･熊本県天草生まれ，東京学芸大学教育学部卒業

– 東京都公立小学校･教諭，富山大学教育学部，静岡大学情報学部，

– メディア教育開発センター，東京大学大学院情報学環（併任），

– 文部科学省･参与（併任），玉川大学教職大学院等を経て，

– 現在，東北大学大学院情報科学研究科･教授，博士（工学）

– 日本教育工学会･副会長，NPO法人全国初等教育研究会JEES･理事長

•専門分野
– 教育工学，特にICT活用授業/情報教育･メディア教育

•委員等
– ｢中教審/初等中等教育分科会/教育課程部会｣委員

– ｢デジタル教科書の今後の在り方等に関する検討会議｣座長

– ｢教育データの利活用に関する有識者会議｣座長

– ｢小学校の…プログラミング教育有識者会議｣主査

– ｢学校におけるICT環境整備の在り方に関する有識者会議｣座長
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九州大学によるLearning Analyticsの取組
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（NII「4月からの大学等遠隔授業に関する取組状況共有サイバーシンポジウム」島田敬士教授＠九州資料より, 2020.03.26）



IT新戦略（デジタル強靱化社会）
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学校が課した家庭における学習の内容

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公立学校における
学習指導等に関する状況について（文部科学省）
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GIGAスクール構想の予算
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GIGAスクール構想の予算
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学習者用デジタル教科書の法制化

（文部科学省，2019）
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初等中等教育のLAはこれからやっと始まる

(10)Tatsuya HORITA @                          All Rights Reserved.

（NII「4月からの大学等遠隔授業に関する取組状況共有サイバーシンポジウム」緒方広明教授＠京都大資料より, 2020.03.26）



［現状1］ 学校現場の現実：入学時の書類を例に
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○入学時
学校が配布→保護者が手書きで記入して提出→教員がPCで手入力→学校が保管
○進級時
学校が配布→保護者が修正事項を手書きで記入して提出→教員がPCで修正入力→学校が保管
○必要時
教員が探して参照

［学校］家庭環境調査票や健康調査票

○初回利用時
ユーザーがスマホ等で必要事項を入力→データベースに登録→その後は各種予約に自動的に反映
○2回目以降
ユーザーがログイン→マイページにアクセス→必要ならいつでも修正
○必要時（アクセス時）
利用履歴，ユーザーへのリコメンド，ビッグデータ解析によるビジネス側へのフィードバックとコンサルティング

［一般社会］一般的な購買・予約サイト等

児童生徒氏名，性別，生年月日，現住所，電話番号，地域登校班
保護者名，家族構成，勤務先，緊急連絡先，メールアドレス，自宅の地図

○家庭環境調査票の記入内容の例

児童生徒氏名，性別，生年月日，現住所，電話番号
保護者名，緊急連絡先，かかりつけ医療機関
既往症，アレルギー，最近の健康状態

○健康調査票の記入内容の例
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https://blog.goo.ne.jp/shibuya1973/e/9045de43ba971d8975315af7541c6c54

（中教審特別部会，2019.09.04, 堀田資料より）



［現状2］ 学校現場の現実：教科書と教材のリンク
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○学校教育の質保証に大きく寄与する検定教科書（義務教育では無償給与）
・どのページに何が書いてあるか，学習指導要領のどこに対応しているか
・その写真は何を意図しているか，そこに関係する外部教材はどこにあるか
○学習者用デジタル教科書
・現状では紙の教科書と同等に留まる
・それでも障害を持つ児童生徒にとってはアクセシビリティが向上
・個別のリンクは学習者用デジタル教科書の範囲外
・仮に学習ログが取得できても，意味のある解析は難しい

教科書に書かれていることは人間にしか判別できない

https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/shou/shakai/introduction/page08.html
https://www.djn.co.jp/company/news/180320.html

左：教科書会社による社会科教科書の例
下：教材会社による社会科資料集の例

■課題
1）Computer Readableに
2）メタデータの付与
3）学習関連データ群のフォー
マットの標準化

（中教審特別部会，2019.09.04, 堀田資料より）
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教育データ利活用の3層



教育データ標準化で想定される効果･メリット
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児童生徒
（保護者）

・学習や生活面の振り返り（長期間にわたるデータのストック、引き継ぎ）
・システム・ソフトによらずに効果的に学習データ等を活用が可能となる

各学校 ・児童生徒一人ひとりの変化を対象にした支援が容易となる
・システム・ソフトによらずに効果的に学習データ等が活用できるようになり、
事務作業の負担が大幅に軽減され、子供のケアや指導等に専念できるようにな。
・データに基づく主体的な学校経営を支援
・学年間・教科等間を見渡したカリキュラム・マネジメントの推進

教育委員会
教育センター

・データに基づく政策形成
・開発した指導資料や副教材、教員研修の講座や研修履歴のデータベース化など

教員養成大学 ・学習指導要領コードと紐づけた教職科目の設置、研究業績の確認、教職課程認定
の簡略化等

教科書・教材会
社、ソフト会社

・システムごとの個別設定をせずにすむので、システム開発の時間・コストがかか
らず、より質の高いコンテンツ開発等に力点を置くことが可能となる
・発行した教科書や副教材（含：デジタル教材）のデータベース化
・各種指導の参考書や指導資料のデータベース化 など 教科書検定の簡略化

文部科学省、
国立教育政策
研究所等の研
究機関

・データ分析に基づく研究や政策への反映が可能
（国で開発した指導資料や教材のデータベース化や全国学力・学習状況調査等の問
題や指導案例のデータベース化など）
・オープンデータの活用促進

（文部科学省「教育データの利活用に関する有識者会議」資料, 2020.07.07）をもとに堀田修正



教育データ利活用の主な論点（見通し）

A) 利活用
1. 教育データ利活用の目的

2. 教育データ利活用の具体的場面・事例

B) 標準化・規格化

1. 標準化すべき教育データの範囲

2. 国際標準規格/文科省の標準/関連団体による標準の役割分担

C) 学習履歴（スタディ・ログの活用）

1. 学習履歴（スタディ・ログ）等のデータの簡便かつ継続的な蓄積方法

2. 学習履歴（スタディ・ログ）等のデータのビッグデータ化の手法

D) 個人情報保護

1. 取得された教育データの所有権

2. 教育データ利活用のための個人情報保護法/条例との調整
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（文部科学省「教育データの利活用に関する有識者会議」資料, 2020.07.07）をもとに堀田修正
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学習指導要領の構造
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学習指導要領へのナンバリング
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学習指導要領コード化の効果



教育データ標準化スケジュール
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ご清聴ありがとうございました。

l Facebook：horilab
l Twitter：horilab


