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(めざす児童の姿 )自分たちの生活をよりよく創り出す児童   

(めざす学校の姿 )児童のやりたい、教職員のやりたいことを実現するわくわくする学校  

児童も教職員も「わくわく」する学校づくり  

～コロナによる休校中における ICT 等を活用した児童の学びを継続する取組から～  

                  熊本市立帯山西小学校  校長 平野 修                                              

１ 主題設定の理由  

(1)本校がめざす児童の姿、学校の姿 ～学校教育目標より～  

「これからの社会を生き抜く児童にとり、既成概念に囚われず、自分たちの生活をよ

りよく創り出す力が必要である。一人一人の児童、教職員がやりたいことができる学校、

それを支える仲間がいる学校、児童がわくわくする学校を、みんな一緒に創っていきた

い。」 2 月、校長として 2020 年度の教育方針を示した。本校の児童は、指示されたこ

とはうまくできても、自分たちから行動することが苦手であるという実態がある。この

実態を踏まえて提言した「わくわくする学校づくり」は、教職員の思いと一致した。め

ざす児童の姿、学校の姿を共有し、全職員の力を結集して取り組んでいこうと気持ちを

新たにした。  

 

 

(2)休校中も児童の学びを継続したい 

2 月 26 日、新型コロナウイルス感染予防対策による休校が、突然決まった。児童はチ

ャイムもならず先生も友達もいない家で、自分の力で学びを継続しなくてはならない。  

熊本市は昨年４月より ICT 環境を整備し、本校も児童用タブレット端末や電子黒板が

整備され、活用を始めた。タブレット端末はセルラーモデルで、WIFI 等の環境がなくて

も通信機能が利用できる利点がある。そこで臨時休校となった 3 月 10 日よりタブレッ

ト端末を貸し出し、5 年生 2 学級で 7 日間の遠隔授業を行った (図 1)。4 月以降の休校に

伴い、対象学年を 3 年生以上に広げて遠隔授業を行った。さらに全学年の児童を対象に

YouTube で動画配信をするなど、休校中の児童の学び

の継続をめざした。表 1 は、本校で実現可能な児童の

学びを継続する手段についてまとめたものである。万

能な手段はなく、ICT 機器も全児童が使う数の整備は

されていない。児童及び教職員の ICT スキルにも差が

ある。これらを踏まえ、児童の学びを継続させるため

には、取組の改善、工夫が必要となった。  図 1 初めての遠隔授業 
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児童のアンケートから 

・遠隔授業を増やしてほしい。 

・分からないことがあったとき質

問できない。 

・友達の考えをもっと知りたい。

友達と話し合って考える時間

を増やしてほしい。 

・遠隔授業があると勉強しようと

いう気持ちになるけれど、1 人

だけの時はやる気が出ない。 

保護者のアンケートから 

・休校中、学力が付いているか不

安である。 

・遠隔授業を増やしてほしい。 

・もっと勉強させてほしい。親の

力を借りずに、自分の力で学習

する力をつけてほしい。 

・先生が一方的に話していると

き、子どもたちは受け身で授業

を受けている。 

教職員のアンケートから 

・児童の考えをつなげ、学び合う

遠隔授業をしたい。 

・分からない児童に対応したい。 

・児童の成果物や考えを他の児童

にも知らせるなど、児童同士の

つながりを大切にしたい。 

・双方向性のある授業をしたい。 

・様々な手段を組み合わせ、児童

に確かな力をつけたい。 

・学びを継続する力をつけたい。 

表 1 児童の学びを継続する主な手段のプラス面・マイナス面 

 (3)アンケート結果から明らかになった課題  わくわくする学校をめざして  

  ４月末、本校の休校における学習支援に関する記述式のアンケートを行った。概ね学

校の取組を評価する一方、次のような課題や要望が明らかとなった。  

 

 

 

 

 

 

 

アンケート結果から、児童や保護者が遠隔授業の実施などを高く評価する一方、長引

く休校への不安は大きく、通常の授業と同様の効果を期待していることがわかった。教

職員も、友達と協力して考え、自分の力を最大限に発揮して問題解決する遠隔授業の実

現を求めていた。本校がめざすのは、教師から児童へ一方通行の教師主導の授業ではな

く、児童が自ら考えたい、解決したいという思いがあふれる授業、教師と児童が双方向

にかかわる授業、児童同士がつながり学びあう授業である。休校中においても、本校が

めざす「自分たちの生活をよりよく創り出す児童」を育み、児童も教職員もわくわくす

る学校づくりをめざしたい。そのため、休校中、学校と家と学ぶ場所が離れていても、

児童の学びを継続するための取組の工夫、改善をめざして研究に取り組むことにした。  

方法 プラス面 マイナス面 

電話による支援 細やかな対応が可能である。 個別対応になり、大量の時間を要する。 

安心安全メール 

Microsoft Form 

学級毎に送信できる。PDF データを添付して送

信ができる。アンケート機能が使える。 

添付したデータの印刷が難しい。保護者のスマートフ

ォン等に配信され、保護者の協力が必要である。 

課題プリント 

問題集 

全ての教科において、大量の課題を用意できる。 

どの学年も容易に用意ができる。 

課題に取り組む、丸付け、やり直しなど、個人差が大

きく、保護者にゆだねる部分が大きい。受け渡しが困

難である。新しい学習を進めることが難しい。 

ロイロノート 

(タブレット端末) 

手軽に情報の送受信ができる。個別に対応でき、

質問にも答えられる。児童のやる気を高められる 

個別に対応し教師の労力が大きい。タブレット端末数

に限りがある。通信状況で送受信できないことがある 

YouTube 配信 児童の実態に応じて作成できる。身近な教職員が

登場し、児童のやる気を高められる。 

制作に時間と労力を要する。著作権に配慮が必要であ

る。 

Zoom による 

遠隔授業 

対面の学習で、即時の対応ができる。分かりやす

い授業を行い、児童のやる気を高めることができ

る。新しい学習を進めることができる。 

タブレット端末等の機器が必要で、全児童分の整備が

されていないため、他学年、中学校との時間調整が必

要である。準備に時間と労力を要する。 

テレビ番組 各研究会で制作した良質の内容である。 放送時間が決まっており、全員が見るとは限らない。 
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図 2 研究構想図 

２ 研究の仮説・研究構想図(図 2) 

学びを継続する手段を組み合わせ、「学びのスイッチを入れる」「児童同士がつながり  

学びあう」「教師と児童が双方向にかかわる」の視点をもち、全職員で取組の工夫・  

改善を行うと、休校中も児童は自分の力で生活や学びを創りだすことができるだろう  

 

３ 研究の視点  

視点１  学びのスイッチを入れる  

教師が同じ空間にいない家での  

 学習だからこそ、児童の「学びた  

い」という意欲が重要となる。保  

護者の協力を得ながら生活習慣を  

整え、学習意欲を高める課題提示  

と視覚的に分かりやすい情報提示  

に努め、学びのスイッチを入れ、  

児童の学びの継続に取り組む。  

視点２  児童同士がつながり学び合う 

児童がそれぞれの家で学習しても、 

 一人だけで考えて解決するのでなく、  

友達の考えと関連づけることで、自 

分の考えを深めることが大切である。  

教師の働きかけの工夫や、 ICT の機 

能を利用し、児童同士がつながり学び合い、児童の学びの継続に取り組む。  

視点３  教師と児童が双方向にかかわる  

学校と家を結んでの学習においても、教師からの一方通行の情報発信でなく、児童の

様子をみながら即座の支援を行ったり、児童が困ったこと、気づいたことに対応したり

するやりとりが大切である。メールやタブレット端末等の ICT を効果的に活用して情報

を送受信しながら、教師と児童が双方向にかかわり、児童の学びの継続に取り組む。  

視点４  教職員が連携し、全学級で学びを継続する  

校長を中心に、 ICT 担当、学年主任、研究部をはじめ全職員がそれぞれの持ち味を発  

揮して対応する。教職経験や ICT スキルの差を互いの補い、教職員が一丸となり、学年

や学級の差がない状態で、児童の学びの継続に取り組む。  
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図 3 提示したおすすめの時間割(6年生) 

表 2 各学年の児童の学びを継続する手段 

（○：使える △：制約有 ×：使えない） 

 

４ 研究の実際  

  表 2 は、休校中児童の学びを継続するた 

めの手段をまとめたものである。本校に整  

備されたタブレット端末は 184 台で、全児   

童への配布は無理である。そこで、全家庭 

に ICT 機器整備状況調査を行い、兄姉と共   

有する、家庭のものを利用するなどして、 

4 年生以上の全児童の遠隔授業を可能と  

した。そこで、3・4 年生、5・6 年生と 2 

学年ごとにタブレット端末を貸し出し、 3 年生までの遠隔授業を行った。さらに、 2、3 

年生は保護者の協力を得てスマートフォンのアプリ（ロイロノート）を活用して学校と

家庭をつないだ。制約ある ICT 機器の台数の中で、児童の学びを継続する手段を組み合

わせ、保護者の協力を得ながら、児童の学びの継続に取り組んだ。  

視点１  学びのスイッチを入れるための手立て  

(1)生活習慣を整えて学びのスイッチを入れる  

ア アンケート機能のアプリを活用して健康観察を実施し、生活習慣を整える  

毎週月曜日にメールを配信し、 Microsoft Form のアンケート機能を活用して健康

観察を行った。体調や生活状況、児童や保護者が困っていることを定期的に把握する

ことがねらいである。必要に応じて電話連絡し、児童の様子や心配事などを聞き、児

童の生活習慣が整えられるようにした。  

イ おすすめの時間割を提示し、生活習慣を整える  

   学習課題と併せて、おすすめの時間割（図 3） 

  を学年毎に提示し、計画的に学習をすすめられ  

  るようにした。午前、午後の学習の初めに  

YouTube で配信した「ラジオ体操」と「ダンス」  

を設定し、メリハリのある生活ができるように  

した。時間割があることで、児童は決められた 

ことをやろうという意欲が高まり、終わった後  

の達成感を味わい、生活習慣を整えることにも  

つながった。 

 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 支援学級 

電話 ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

メール ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

課題プリント ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

ロイロノート × △  △  ○  ○  ○  ○  

 Zoom × × △  ○  ○  ○  ○  

YouTube ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  

テレビ番組 ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  
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ウ 遠隔授業前のフリートークで、生活習慣を整える  

遠隔授業を始める前、児童の出欠を確認し、一人一人の顔を見ながら児童の状態を

把握した。友達同士の顔も見合うことができ、フリートークの時間を設け、互いに笑

顔で最近の様子などを話すことができた。クラス替えがあったばかりで親しくない者

同士も、少しずつ話ができるようになった。なかなか朝起きられなかった児童が早起

きをするようになったなど、生活習慣を整えることにつながった。  

エ 学校を意識させる YouTube の動画配信で、生活習慣を整える  

児童が日々楽しく過ごし、再開後の学校生活への期待感を高めること、児童と教師、

児童と学校のつながりを意識させることをめざし、「帯西 YouTube チャンネル」を開設

して積極的な情報発信を行った。自分の知っている先生が出演して、自分に言葉を投

げかけてくれる、その特別感が休校中においても、児童が学校を意識することにつな

がると考えた。「家でもできる簡単工作」「給食の先生からの一人でもできる簡単トー

スト料理」、「家でもできる体つくり運動」など、家ですぐに取り組める動画も発信し

た。また、「おうちでやってみた作品募集」を行い、家でやったことを他の友達に紹介

する場をつくった。児童から、料理、工作、手芸など１週間で計 26 点の作品が寄せら

れた。作品は YouTube で紹介し、さらに取り組もうとする児童が増えた。  

新年度、新しい学級になってすぐに休校となり、児童は、新しい先生や友達と触れ

合うことが十分に

できなかった。そこ

で、休校中も先生と

児童をつなぐため

に、先生紹介ムービ

ーを作成した。児童

だけでなく、保護者

にも教職員を知っ

てもらうことで、保

護者との連絡がス

ムーズに行えるこ

とにつながった。  

 
図 4 YouTubeで配信した動画 
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図 6 実際の授業の様子 

図 5 授業後の児童の振り返り 

図 7 授業後の児童の感想 

(2)遠隔授業で学習意欲を高めて、学びのスイッチを入れる  

6年生国語「イースター島になぜ森林がないのか」 

では「イースター島から森林がなくなった大きな原  

因を教科書から 2 つ見つけ出そう」という課題を提   

示した。長い文章の中に、原因とその目的が複数書  

かれているため、文章構成を理解するのが難しい。 

30 分間という時間を踏まえ、児童に学ばせたいこ  

とを絞り、課題を明確にして提示した。教科書を画 

面に映し出し、どの文から自分の考えを導き出したのかを示しながら話合うようにした。 

学習内容を絞り、明確な課題や分かりやすい指示を工夫することにより、児童の学習意  

欲を高め、自分の考えに自信をもち、新たな考えに気づくことができた（図 5）。 

4 年生社会「都道府県について調べよう」では、  

3 年生で学習した地図記号の 3 択クイズを行った  

(図 6)。児童は A,B,C が書かれたカードを持ち、提  

示された地図記号があらわすものを考えた。遠隔  

授業では、指名される回数が減少するため、自分の  

考えをカードで示させることで参画する気持ちを  

高めた。地図記号を確認した後、クイズ形式で振り  

返った。挙手機能を使い、一番早く手を挙げて正解した者が勝ちというルールとした。

全員が楽しみながら参加し、地図記号を振り返ることができた。  

5 年生算数「体積」では、事前に家にある立方  

体と直方体を見つけておくように指示し、互いに紹  

介しながら立方体と直方体の定義を確認した。自分  

が準備した物を見せながら立体の特徴を説明する 

活動を通して、児童は、立体の定義について理解  

を深めた。単元の後半では、自分が用意したものを  

立体に見立てて体積を求めた。具体物を使うことに 

より、説明する側も聞く側も分かりやすく伝えあうことができた。途中で、家にある別  

の立体の体積を求める (図 7)など、家にいたからこそできる活動を設定することで、児  

童が「どうにか解決したい」「もっとやってみたい」という思いを高めることができた。  

図 7 児童から提出したカード 
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視点２ 児童同士がつながり学び合うための手立て  

(1)遠隔授業にグループでの話合いを取り入れて、児童同士がつながり学び合う 

ア 教師の働きかけを工夫したり、グループでの話合いを取り入れたりする  

   遠隔授業でも、友達との話合いを通して、違う見方や考え方に触れて自分の考えを   

  深めるために、教師の働きかけや ICT 機能を生かす工夫をした。 

友達の考えに対して自分はどう思ったのか考えを比べて発言することを促したり、

自分の考えは○か×かをジェスチャーで表し友達の考えに着目させた。一方的に聞く

だけでなく、児童同士の考えを聞いて考えたことを言葉やジェスチャーで表現させる

ことで、友達の考えと関連づけることを大切にした。  

Zoom による遠隔授業の中で、「ブレイクアウトルーム」の機能を使い、グループに

よる話合いを設定した。「ブレイクアウトルーム」は、決められた人数ごとのグループ

に分かれて話合いを行うことができる。１回目の話合いでは、考えを出し合い、深ま

りある話合いができたグループがあった一方、初めてのオンライン上での話合いに戸

惑い、話合いが停滞するグループもあった。そこで、前の学年で同じクラスだった友

達とペアにし、児童が話し合いたくなる課題設定に努めた。  

5 年社会「日本の国土」の授業では、ペア   

で話し合い、北海道の降水量を表すグラフを    

選ぶことを通して、都道府県による降水量の  

特徴について学習した。3 つのグラフから一  

つを選ぶという明確な課題を設定し、親しい  

ペアで話し合わせた(図 8)。「雪がたくさん降 

っているから②のグラフだと思う。」「雪が北  

海道よりたくさん降る地域もあると思う。」など、意見を伝え合いながら話合いが進ん  

だ。考えが同じペアも「グラフを比べると、②のグラフが一番北海道の雪の降り方に  

近いね。」と理由が明確になり、話し合いを通して考えをより確かにすることができた。

授業後、「話し合ううちに自分の考えの理由がはっきりして自信がもてました。」「友達

の考えを聞いて、北海道よりもさらに雪が降る地域があることに納得しました。」と話

合いをする中で考えが深まったことを振り返ることができた。最初ペアで行った話合

いも、回を重ねるごとに 3 人組、4 人組に人数を増やすことで、より多様な考えを知

り、児童同士のつながりを広めることができるようになった。  

図 8 4人グループでの話合いの様子 
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イ 学校再開後の不安解消に向け、遠隔授業にグループの話合いを取り入れる  

   アンケートをして簡単に結果を表示でき 

る Microsoft Forms というアプリを使い、  

児童に学校再開後の不安について尋ねたと 

ころ、「勉強についていけるか不安。」「友達  

とうまくやっていけるか不安。」という声が  

聞かれた。そこで、「不安を解消するために、  

今出来ることを決めよう。」という授業を 5 

・6 年生で行い、学校再開後の学校生活をスムーズにスタートすることをめざした。  

授業では、Zoom の「ブレイクアウトルーム」という機能を使い、グループで不安解

消のために何ができるかを話し合った。その結果を 1 枚のシートにまとめ、他のグル

ープに発表した。出し合った考えの中から自分ができそうなことをシートに書き、達

成した項目については色を塗って提出させた(図 9)。授業後、児童からは「友達も自

分と同じ不安をもっていることが分かって少し安心した。」「話し合ったことを実行し

て学校が始まって困ることがないようにしたい。」「顔を見ながらゆっくり話ができて、

気持ちがスーッとした。」などの感想があった。児童はそれぞれの家から、教室とは違

う落ち着いた空間の中で、じっくり自分と向き合えることができた。友達とつながる

ことにより、不安を共有し、学校再開に向けて心の準備をすることができた。  

ウ 委員会活動の始動に向け、遠隔授業にグループの話合いを取り入れる  

6 年生は、自分たちが学校の先頭に立っ    

て活動をするという強い思いをもってい  

る。臨時登校中に委員長は決めたものの、例 

年のように委員会を編制して活動を始めた  

り、児童会のめあてを決めたりすることが  

できていなかった。そこで、休校中に Zoom 

を使い、委員長同士の顔合わせも兼ねて、全 

員の顔を見ながら委員長会議を行った（図 10）。 

第 1 回は、最初に校長から「全児童がわくわくする学校にしよう」と本年度目指す

学校像について説明があった。「わくわくする」とはどういうことなのか、それぞれの

考えを出し合い、イメージを共有した。さらに、学校再開後それぞれの委員会で何を

図 10 委員長会議の様子 

図 9 児童がまとめたシート 
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するべきか、何ができるのかを話し合った。「体育委員会は、全校児童で遊ぶ企画をし

たい。」「保健委員会は１年生に手洗いの仕方を教えたい。」などの意見が出された。「自

分の委員会で何をすればよいか考えを出し合う中で、委員長として 1 年間頑張ってい

きたいという気持ちを新たにする話合いとなった。  

第 2 回は、各々のアイディアを出し合った。「ブレイクアウトルーム」の機能を使

い、グループに分かれての話合いを取り入

れた。「給食委員会は、好き嫌いをなくすた

めのイベントを計画したらいい。」「好き嫌

いが少ないクラスは表彰するといいね。」と

いった意見も聞かれ、委員会の活動をより

よいものに高めていった。話合いの中で、5

年生に自分たちの委員会の活動内容を知っ

てほしいという意見が出された。各委員会の紹介カードを作成し、そのカードを 5 年

生が見て、委員会を決める参考にしてもらうことになった。すぐに 5 年生に紹介カー

ドが配信され（図 11）、再開後の委員会活動の意欲を高めることにつながった。委員

長会議後、「グループで話し合って、友達の意見を参考にして自分の意見に付け加えた

りできたのでよかった。みんな委員会をよくしたいと思っていることが分かり嬉しか

った。」という感想があり、学校再開後の委員会活動への意欲の高まりが感じられた。 

(2)アプリの機能を生かして、児童同士がつながり学び合う 

ア ロイロノートの情報を簡単にやりとりする機能を生かす  

   それぞれの家で個々  

に制作した学習成果を    

実際に見合うことはで  

きない。そこで、ロイロ 

ノートいうアプリを活  

用して、成果物の共有を  

行った。  

5 年国語「図書館へ行  

こう」では、お気に入り 

の本を紹介し合う学習  

図 12 ロイロノートで共有したおすすめの本 

図 11 放送委員会の紹介カード 
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を行った。授業後に友達に紹介したい本をカードにまとめ、ロイロノートで提出する

ようにした(図 12）。児童がまとめたカードは教師が 1 枚のシートにまとめ、全ての児

童に配布した。そして、自分が一番読みたいと思った本の紹介カードに感想を書いて

送ることとした。すると、「あきこさんが紹介した本は、今まで興味なかったけれどぜ

ひ読んでみたい。」や「ひろきさんの本の紹介の仕方が上手でした。主人公が活躍する

面白さが伝わったので私も読んでみたい。」などの声が児童から聞かれた。感想のカー

ドを送りあい、互いの評価を共有した。離れた場所にいながら、ロイロノートでの成

果物の共有を通して、友達とつながって学習することができた。  

イ MetaMoji ClassRoom の同時に作業ができる機能を生かす  

MetaMoji ClassRoom は、１つのシートに複数人がそれぞれのタブレット端末から同

時に書き込み、編集することができるアプリである。また、リアルタイムに教師が見

ることができ、アドバイスやヒントが出せる。MetaMoji ClassRoom を使い、集まって

活動することができない友達と協働して課題を解決する活動を設定した。  

5 年社会科「日本の国土」の授業で、都道府県の特産品や気候について学習したあ

と、「興味のある都道府県新聞を作ろう。」と投げかけた。ここで、同じ都道府県につ

いて調べたい 2 人組を作り、MetaMoji ClassRoom を利用して、新聞づくりを一緒に取

り組むようにした。2 人で都道府県 

の何について調べるか役割分担し  

アドバイスし合いながら新聞を制 

作した。中には、自分がやるべきこ 

とだけに集中したため、個々の活 

動が中心になり、協働的な活動が 

できないペアも見られた。そこで 

他の新聞を見合う時間を設定し、 

「自分が担当する部分以外にも、  

気付いたことなどを付け加えよう。」と伝えた。すると、「家の構造の写真をいれたら 

いい。」「京都の特産物には他にも漬物があるよ。」など、シート上で文字を使ったやり  

とりをしながら協働して新聞を作る様子が見られた(図 13)。離れた場所で学習しなが  

ら、一人では考えつかないようなことも友達の考えから学び、よりよいものを作るこ 

とができた。  

図 13 ペアで作成した都道府県の紹介新聞 
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視点３ 教師と児童が双方向にかかわるための手立て  

(1)遠隔授業で課題を提示して、教師と児童が双方向にかかわる  

学校と家という離れた場所での遠隔授業でも、教   

師と児童が、双方向にかかわり合いながら学ぶこと  

をめざした。一方通行の学びにならないように児童 

に発言を促したり、児童の表情に着目して考えを引  

き出したりすることを心がけた。また、授業中の児  

童の発言や授業前に本時のポイントをミニホワイト  

ボードに書き出し、視覚化した。  

4 年国語「こわれた千の楽器」では、授業後の課題を双方向性にやりとりした。授業

では場面の様子がよく分かるように音読するために気をつけることを話合い、「優しい

気持ちを表現したいから、ゆっくり読みたい」「温泉に入ったときみたいな声で読むと気

持ちが伝わりそう」などの工夫点が出された (図 14）。

授業の最後には、みんなで考えたポイントを意識しな

がら音読した。遠隔授業は 30 分で練習時間を十分に確

保できず、家で音読を行う課題を出した。音読はロイロ

ノートのアプリを使って児童が録画して担任に提出し

担任はコメントを添えて送り返した (図 15)。   

提出された音読の動画は普段の授業よりも音読のポイントを意識したものだった。み

んながいる教室よりも、落ち着いた静かな空間で練習でき、音読のポイントを意識して

練習を行うことができたようである。動画は何度も見直すことができ、時間も余裕があ

り、練習を重ねる児童が多かった。自分の音読を録画し、担任に送ることにより、自分

が納得いくまで何度も練習しようという意識につながった。中には、1 度送った動画に

対する担任のコメントを読み、さらに練習して課題を再提出する児童もいた。担任から

児童への一方通行のやりとりで終わらず、教師と児童の双方向性のあるつながりを大切

にしたことにより、本時の目標に到達することができた。  

  ただ、遠隔授業の途中で分からないことを質問することは難しい。教師も、画面越し

に見る児童の表情から、理解度を推測することが難しい。そこで、授業の後半には質問

タイムを取り入れ、児童の疑問を解決して授業を終えるようにした。時間がない時は、

授業後に質問に答える時間を設定したり、ロイロノートで質問に答えたりして対応した。 

図 14 音読の工夫を考える授業 

図 15 提出された音読の動画 
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図 17 配信した観察の仕方 

(2)YouTube で課題を提示して、教師と児童が双方向にかかわる  

休校が長期化し、未学習の内容についても学習をすすめた。児童がプリントだけで新

しい学習内容を理解することは難しい。そこで、YouTube で学習課題を提示し、解決方

法を見出すことができる動画を配信することにより、教師と児童が双方向性にかかわる

ことをめざした。  

1 年生活科「きれいにさいてね」では、朝顔の栽培

を通して植物の成長について学習する。種の観察や

植え方の指導ができないまま休校に入ったため、

YouTube で「あさがおのたねのかんさつ＆あさがお

のたねをうえよう」の動画配信を行った (図 16)。種

の観察の仕方、土の入れ方、種のまき方、水かけの

仕方について知らせ、1 年生でも分かるように、用意

するものや活動のポイントを示した。また種の観察

では、よい例と悪い例を示し、比べさせることでど

うしてそれがよいのか分かるようにした。動画は、自分が見たいところを何度も見直す

ことができ、自分のペースで学習に取り組むことができる。特に低学年は保護者の協力

が不可欠であり、動画を配信することにより、保護者も種まきや観察の方法について理

解してもらい、協力いただけるようにした。  

  さらに、教師が栽培する朝顔の成長の様子を PDF  

形式でメールに添付して配信した。「先生の朝顔の 

成長と比べてみなさんのはどうかな？」と問いかけ  

ることで、教師と自分の朝顔の成長を比べながら、 

観察できるようにした。定期的に学校の朝顔の様子  

や観察の仕方（図 17）をメール配信することにより、 

朝顔への関心を高め、観察のポイントを意識しなが  

ら詳しく観察できるようにした。  

保護者のアンケートの中に、「YouTube の動画を何度も見て自分で挑戦してました。親

も一緒に動画を見てやり方が分かり、教えることができました。」という声があった。  

学習用動画の配信は 1 年生だけでなく、３年音楽「リコーダーを吹いてみよう」、5 年

生家庭科「お茶の入れ方」なども、双方向性のある学習を行うことができた。 

図 16 観察のポイントを示した動画 
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(3)ロイロノートで課題を提示して、教師と児童が双方向にかかわる  

休みの長期化は、児童の学習意欲の持続を困難    

にする。そこで、ロイロノートのアプリを使用し、 

離れた場所でも双方性のある学習を試みた。ロイロ  

ノートは、手書きで書き込んだワークシートの写真  

や、音読や楽器の演奏を録音、録画した音声や動画  

が送受信できる。取り組んだ課題を児童が提出し、 

教師は課題を評価し、励ましのコメントを添えて返 

却した(図 18)。タブレット端末の貸し出しができなかった２，３年生は、保護者の協力  

を得て、スマートフォンでも使えるロイロノートのアプリを使用した。  

2 年体育「体つくりの運動遊び」では、家庭内でできる運動遊びを動画配信し、家で

取り組むようにした。体を動かす機会が少なくなる休校中、体を動かす楽しさに触れら

れることを目的としている。教師の模範の動画を見ながら、一人でも取り組めるように

動画を制作して配信した。その動画を見ながら児童は運動あそびに取り組んだ。さらに、

ロイロノートで取り組む様子を動画（図 19）と感想を書いたワークシートの写真提出を

課した。「難しかったけれど、ブリッジを何度も練習して上手になりました。」という感

想を送ってきた児童に対し、教師は「できない人ができるようになるコツはどんなとこ

ろだろう」と返事をした。すると、「スピードをつけたらできました。スピードがないと

できないので、そこがポイントです」とできるよう

になったコツを自分の言葉で表現した。教師との

やり取りの中で、自らが意識していなかったコツ

も明らかになった。  

保護者からも、「動画に撮って送ることで、うま

くできたところを先生に知らせようと、何度も練

習をしていた。動画でよい手本が示されていたので、うまくできていないところをアド

アドバイスしたり、一緒にやってみたりすることができた。」という感想があるように、

自分が取り組む様子を先生に知らせることが、練習を重ねる意欲へとつながった。  

  これらのやり取りは、学級通信を PDF ファイルにし、メールに添付して配信した。2 年

生は全学級、毎日学級通信をメールに添付して学習について知らせた。友達の取組の様

子を知らせることが、保護者の協力を促すことにもつながった。  

図 19 児童から送られてきた動画 

図 18 ロイロノートで返却した課題 
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図 21  Microsoft Teamsでの学びの共有 

視点４  教職員が連携し、全学級で学びを継続する手立て  

(1)ICT ミニ研修を継続し、分からないことを教え合う雰囲気をつくる  

遠隔授業を行うにあたり、教職員の ICT の操作スキ 

ル向上は欠かせない。昨年 4 月にタブレット端末が導  

入され、週 1 回、放課後に 30 分程度のミニ研修を実施   

してきた（図 20）。遠隔授業の実施決定に伴い、すぐに   

Zoom の操作研修を設定した。実際に遠隔授業を行って  

うまくいなかったことを互いに教え合いながら技術の  

向上を図った。気軽に質問をし合い、操作を苦手とする者の不安も少しずつ解消された。  

今回、自分の学級を担任が授業をするだけでなく、専科の教員による授業、管理職に

よる授業、教科担任制の授業など、学年部での協力体制を強化した。互いに協力し合う

ことで、どの学級においても質の高い教育の提供ができた。また、職員全体でも Zoom を

活用した職員朝会や学年会の実施、グループウェアの Microsoft Teams による情報共有を

行い、在宅勤務の者も情報共有し、全職員で取り組めるようにした。特に実際に Zoom で

会議を行い、児童と同じ操作場面の体験は、実際の授業場面でのトラブル対応にもつな

がった。  

(2)よりよい授業をみんなでめざして取組を共有し、授業力向上を図る  

教職員の ICT の操作スキル向上に伴い、遠隔 

授業の質の向上を求める声が高まっていった。 

通常の授業でめざす「主体的で対話的で深い学  

び」を遠隔授業でも実現することをめざした。 

授業の改善はそれぞれの教室で行われ、実際に  

授業を見ないまま教職員の中で共有されること  

は難しい。そこで、Microsoft Teams に「臨時休 

校中の学び」を書き込み情報共有できるように  

し、自分が工夫していること、参観した授業で 

見つけた工夫を共有した(図 21)。特に研究主任  

は、多くの授業を参観し積極的に気づきを紹介 

した。情報共有することで、困っていることを 

解決したり新たな方法のヒントとなったりした。  

図 20 ICTミニ研修の様子 
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情報が集まるに従い、職員室でも授業に   

ついての話題が増えた。例えば、教師か  

らの一方的な教え込みでは限界があり、  

児童が主体的に学習に取り組めるような  

授業づくりをしていかなければならない  

ということが職員室で話題になった。特 

に若手教師の悩みについて、ベテラン教  

師がアドバイスをするなど、授業力向上  

のヒントを多く共有することができた。  

情報共有を進める中で、たくさんの教職  

員の意見を取り入れながら、「休校中の  

学習・遠隔授業のポイント７」としてまとめ、授業力の向上につながった。  

(3)全職員が協力して、YouTube 動画を制作し配信する  

休校中も「わくわく」することができないか、教職員で話をしている中で、YouTube の

動画配信をすることとなった。YouTube の動画制作を行うにあたっては、「担任や身近な

先生が登場して呼びかけることで、児童をわくわくさせて学習や活動の意欲を高める」

「個々の教員の経験や得意なことを生かし、全職員が協力して情報の発信をする」「課題

を出して活動を促す、成果物や振り返りを返すなど、双方性のやり取りにつなげる」こ

とを重視して制作することとした。  

一部の職員に負担が集中することがないように、学年部で YouTube の動画制作を行い、

担当者も分担した。6 年部は、担任 2 人と特別支援学級担任 1 人と高学年部の YouTube

の動画制作担当の 4 人で「自画像を描くポイント」を紹介する動画制作を行った（図 23）。

絵を描くことを苦手な児童も、描き方を理解し、動画を見て描いてみようと思えるよう

にすることを目的とした。担任 3 人が、動画制作の目的を確認し、どのような内容にす

るのかを話し合った。実際に自画像を描く様子に合わ

せて、描き方のポイントを説明した。さらに、どのよ

うなポイントを示すとよいかを検討し、図 24 の絵コ

ンテを作成しながら、動画の流れを決めた。ここで、

撮影、編集をする動画配信担当者と絵コンテをもとに

話し合ったあと撮影を行った。撮影の中でも「学習シ

図 22 遠隔授業のポイント７ 

図 23 学年部で協力して動画づくり 

➀学習内容（目標）を絞って授業の計画をしよう 

②「考えたい」「やってみたい」という意欲が高ま 

る導入の工夫をしよう 

③ゆっくり、はっきり、豊かな表情、大きな身振り

手振りを意識しよう 

④ミニボードなどの道具を使ったり、写真を提示し 

たりして、情報を焦点化しよう 

⑤挙手機能やカードで考えを表現させ、子どもたち

の考えを見える化しよう。 

⑥子ども同士の考えをつなげたり、話し合ったりす 

る場を設定しよう 

⑦授業後、子どもたちの分からないことを解決でき 

る場を設定しよう 
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図 24 動画制作のための絵コンテ 

図 25 休校中の学習に関するアンケート結果 

ートが画面にあるとわかりやすいね。」「このポイ

ントは２つに分けて提示した方が分かりやすい。」

など、楽しくて、分かりやすい動画になるように、

言葉遣いや表現方法を何度も話し合いながら撮影

を行った。撮影後に編集について再度確認した後、

動画制作担当が編集して完成し、動画を配信した。

多くの児童が、ポイントに沿って、顔を大きく、肌

の色を工夫して塗り、作品を提出できた。  

ICT スキルが堪能な職員の発案から始まった動

画配信も、動画制作の流れを整理し、役割分担をす

ることにより、効率よく動画制作が行われるよう

になった。制作する中で気づいたことや注意すべ

きことは、随時 M i c r os o f t  Teams のチャネルの方に記録し、他の学年が撮影する際の

参考になるようにした。例えば、話すスピードや提示する文字の大きさや、学習用の動

画を作成するに当たっては著作権の対応について必要に応じて問い合わせ先に確認し、

十分に配慮した上で撮影を行うことなどを共有した。全学年が YouTube の動画配信を行

い、5 月 27 日の時点で 32 本の動画をアップした。  

 

５ 研究のまとめ 

(1)アンケート結果（図 25）の考察 

 

 

 

 

 

 

 

 

次ページは、休校中を振り返っての、 5・6 年児童、保護者、教職員の記述である。

児童の変容、教師自身の変容が具体的に読み取れる。  

・児童の 85％、保護者の 80％、教職員の 95％以上

が「できた」「まあまあできた」と評価してい

る。教職員一丸になっての取組が、児童の行動を

促し、保護者からの信頼につながっている。 

・自分の力で生活や学習がうまくできていなかった

と振り返る児童がいる。3 ヶ月という長い期間で

あったことや、各家庭による保護者のかかわりの

差も要因である。今後、状況によってはさらに休

校となる可能性もある。今回の反省を踏まえて、

もしもの状況に備える必要がある。 

・自分で生活や学習が進めることができたという児

童も、学習が確実に定着しているかは定かではな

い。休校後の個々の学習の状況を判断し、補充学

習などの支援が必要である。 
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(2)成果・取組から見えてきたこと 

○休校中自分の力で学習や生活を継続することに取り組んだことで、児童は今後「自分

で行動する力」「自分で計画して勉強する力」「自分の力でどうにかする力」をつけた

いと強く感じている。保護者も教員も同様に、今後の社会の情勢を見据え、子どもた

ちに付けたい力、学校のあるべき姿を明確にすることとなった。  

○3 つの視点に沿って取組を行った経験は、今後の授業構成や児童との接し方において

も生かされると考える。教師は新しい学びの在り方や児童への接し方を模索しながら

取り組み、児童も自分の力でどうにかしようという思いをもって授業に参加したり、

児童の記述より(休校中につけた力、これからつけたい力) 

・自分だけで考える力、話し合う力がつきました。これからは、誰かに言われなくても自分でできるようになりたい。 

・出されていない宿題やプリント集を先に先に進める。教科書を読む。先のことを考えて勉強しました。 

・楽しいことを見つける力がつきました。楽しいことは自分で探さなくてはいけない。 

・自分で行動する力 

・勉強が分からない時に自分で頑張ろうとする力がついたと思います。  

・自分で計画を立てて実行する力 

・６年生になって委員会や学校のリーダーとなったので下級生たちを楽しく引っ張っていきたい 

・学校が始まったら、しっかり勉強して、分からないところをなくしたいです。 

・人に言われて勉強するのでなく、自分で考えて勉強することが大切と思いました。 

・自分で計画を立てて、計画通りに頑張る力をもっとつけたいと思いました。 

・困ったときに、誰かに教えてもらったり、分かるまで聞いたりすることが大切だと思いました。 

保護者の記述から(休校を振り返って) 

・通常授業のように時間割を決めてあったので、子どもには今日は 1日何すればよいか明確でした。ダラけてしまう休

校中にメリハリが出てとても良かったです。 

・ロイロノートでのやりとりや先生からの毎日の学級通信は、本人にとっても楽しみになりました。休校中の課題も、

この日までに頑張ろう！と励ませたのも私にとっても良かったです。 

・遠隔授業は、塾のように一方的に教えられることをイメージしていたけれど、先生とのやり取りがあったり、友達と

グループになって話し合ったり、普段の授業に近い先生たちの工夫がすばらしかったです。 

・帯西 YouTubeは、先生たちの顔が見られるのが嬉しいみたいで気持ち的な安心材料になっていたようです。学習の動

画は、わが子に教える時のヒントになりました。もしもなかったらどう教えてあげればよいか困ったと思います。 

・遠隔授業はこれからさまざまな事情に対応する為には今後も必要と考えます。これから必要とされる力は、自分で考

えて行動する力です。もちろん勉強もできるようになってほしいけれど、それだけではこれからの世の中を生きてい

くのはたいへんだと思いました。 

・これから一人では生きていけない厳しさの中で、周りの人としっかり協力して生きる力の必要性を感じました 

教職員の記述から(休校を振り返って) 

・zoomの授業、YouTubeなどに職員全員で取り組もうという意識がとても高く、やっていくうちに楽しささえ感じる程

であった。 

・遠隔授業は、はじめのころ、子どもたちにしっかり話を聞かせて、たくさん教えてあげたいと思っていました。遠隔

授業を続ける中で、子どもたちが考えたくなる課題、自分の考えを出し合う場の設定に気を付けるようになりました。

多くの先生たちの遠隔授業を見たり、話しあったりして、授業に対する考えも知ることができたと思います。 

・子どもたちや保護者の分からないに、丁寧に対応できた。保護者は帯西の先生ってすごいよね！一生懸命よね！と感

じたと思います。休校中であっても、このようなやり取りの中で保護者も学校への信頼を深められたと思います。  

・自分で考え、自分で行動する力がなかったら、どんなに知識があってもいざというときに役立たないと思いました。 

・協働で作り上げて、共に喜び合えることとか、自分だけでは困難かと思うことも助け合ってやり遂げるとか、そうい

う経験こそが学校ではできること、やるべきことだと思います。 

・これからの時代を生き抜く子どもたちに付けたい力が何なのか、もう一度考えて、授業をしていきたい。 
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学校生活を送ったりすることを期待する。  

○「わくわくする学校にする」「児童の学びを継続する」という目標に向けて、教職員

が考えを出し合いそれぞれのよさを生かして取り組むことができた。全職員で、今回

のピンチを乗り越えたことは、教職員の団結につながり、休校後の学校運営に生かさ

れると考える。  

(3)課題・さらなる取組の広がりに向けて  

○学校再開後、本校がめざす「わくわくする学校」の実現への取組を土台にして、保護

者と連携を図り、児童が抱える不安の解消、学力保障に全力で取り組む必要がある。  

 限られた時間の中での実現をめざし、全職員で知恵を出し合い取り組んでいきたい。  

○今回の休校は学校の存在価値を考えることにつながった。これまでの学校がやってき

たことを改めて見直し、ICT の活用など新たな方策を模索しながら、児童のために本

当に必要なことかを明らかにして取り組んでいきたい。  

(4)今後の構想 休校後に取り組むこと  

今年度の学校教育目標は「児童も教職員も『わくわく』する学校づくり」である。い

かに児童も教職員も楽しみながら学校をつくっていくのかが課題である。今年度、 4 月

より新型コロナウイルス感染防止により、臨時休校を余儀なくされた。そのことで、「で

きない」「やれない」と諦めてしまうのは簡単である。しかし、それでは、心は「わくわ

く」しない。この状況下にあって、いかに教職員も児童も学校生活を意識し、「わくわく」

できる取組ができるのか、そこを意識して今回の研究、実践を行ってきた。児童、教職

員は一人一人違う場所にいて、対面でのつながりはできない。しかし、私たちは、ICT を

使い、教職員と児童、児童と児童をつなげる方法はあるはずと、学校全体で考え、仮説

を立て実践してきた。その結果、離れていてもつながるという新しい学びのスタイルを

見出すことができた。もちろん、人と人が直接関わり合い、学び合うことが学校教育の

一番の魅力でもあり、ねらいでもある。しかし、そうできない状況下においても、「でき

ない」「やれない」ではなく、どうやったらできるのか、教職員も児童もこれまでの既成

概念に囚われず、新しいものを創り出す「わくわく」感を大事に学校教育にあたってい

きたい。今そして、今後も、新しいスタイルの学校での学びについて、学校全体で「わ

くわく」感をもって模索し続けていきたい 


