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渋谷区学校教育システムのフル活用  ～「学びを止めない」体制づくり～ 

                                                                校長   駒 﨑 彰 一 

緊急事態宣言の再延長となりました。 ６月５日（土）もオンライン土曜授業日を予定しています。 

昨年９月に導入された第２世代「渋谷区学校教育システム」。オンライン授業でフル活用しています。前シ

ステムと比較するとスペックも大幅に向上して、様々な可能性が感じられ、とても楽しみな学びの環境になっ

ています。 

現在、文部科学省では「GIGA スクール構想（GIGA = Global and Innovation Gateway for All）」

として、渋谷区が平成２９年度から取り組んできた「全児童生徒１人１台の学習者用端末の整備」を日本全

国の自治体で展開する取組が進められています。この全国的な整備にあたって文部科学大臣から次のメッ

セージが発信されています。 

『Society 5.0 時代に生きる子供たちにとって、PC端末は鉛筆やノートと並ぶマストアイテムです。今や、仕事でも家

庭でも、社会のあらゆる場所で ICTの活用が日常のものとなっています。社会を生き抜く力を育み、子供たちの可能性

を広げる場所である学校が、時代に取り残され、世界からも遅れたままではいられません。１人１台端末環境は、もはや

令和の時代における学校の「スタンダード」であり、特別なことではありません。これまでの我が国の 150 年に及ぶ教

育実践の蓄積の上に、最先端の ICT 教育を取り入れ、これまでの実践と ICT とのベストミックスを図っていくことに

より、これからの学校教育は劇的に変わります。この新たな教育の技術革新は、多様な子供たちを誰一人取り残すこと

のない公正に個別最適化された学びや創造性を育む学びにも寄与するものであり、特別な支援が必要な子供たちの

可能性も大きく広げるものです。』  

渋谷区では全国に先駆け、この１人１台環境での「教育の技術革新」に取り組んできています。これまでの

成果をベースにさらなる進化を続け、日本の教育をリードしていきたいと考えています。 

「より良い学校教育を通じてより良い社会をつくる」 これは学校教育の使命です。学校は社会に出るため

の準備をする場所です。社会の仕組みやルール・マナーを理解して、子供たちは確実に身に付ける必要があ

ります。このような中で「タブレット PC 」は、社会での活用を学ぶ、重要なアイテムとなると考えています。各

企業では「仕事のツール」としてＰＣを貸与することがスタンダードになっています。企業では、どのような仕組

み、ルールやマナーで活用されているのか・・・ 

数社の社内規定を確認すると共通して以下の項目が記されていました。 

〇 業務目的以外では利用しないこと。 

〇 他のユーザーが使用しているＰＣを許可なく利用しないこと。 

〇 許可されたネットワークやリソース（サーバー等）以外へのアクセスはしないこと（たとえネットワーク

やモデム経由で他のコンピュータシステムに接続可能であっても、管理者の許可なしに外部システム

にアクセスしてはならない）。 

〇 ＰＣの紛失、盗難、故障の際は速やかにＰＣ管理者、及び上司に報告し、指示を仰ぐこと。 

〇 インターネットの使用は、ＰＣ管理者及び情報システム部の指示に従い利用すること 

今回「学ぶ」目的で貸与されたタブレットＰＣは、この企業で貸与・活用している業務用 PC と全く同じで

す。上記の「業務」を「学習」と変えて、読み返してほしいと思います。 

「学びのツール」として、ルールやマナーを理解して、多様な活用を進めていきたいと思います。 

学校でも家庭でもこのシステムを活用した効果的な「学習活動」を探っていきましょう！ 



生徒総会（オンライン） 
5月 21日（金） 6校時 コロナ禍での生徒総会がオンラインで開催されました。原宿外苑中学校生徒会の活

動方針を決める大切な総会。 学校をよりよくするために、各委員会の役割・目標・活動内容について、委員長が

説明するとともに、それぞれのクラスからの質問や意見、その答弁がオンラインで展開されました。議案書もオンラ

インで配信です。生徒会で学校のことを真剣に考える総会となりました。 

 

オンライン土曜授業 
5月 8日（土）・15日（土）の 2回、オンラインによる「土曜授業」を実施しました。 

8日（土）は、初めての試行を兼ねたオンライン授業でした。全校朝会から始まり、１校時の学級活動（接続の確

認）をしながら、２・３校時の授業に入りました。 

この成果と課題を受けて１５日（土）は、３時間の本格的オンライン授業となりました。 

今後も、緊急事態宣言期間中の土曜授業日は、試行錯誤をしながらオンライン授業を続け、イザという時のため

に準備をしていきます。 



緊急事態宣言の再延長 

学校での新型コロナウイルス感染症対策の強化 

ワクチン接種が拡大され「アフターコロナ」の光が見えてきています。しかし、変異株の感染拡大も心配されてお

り、報道にもありますとおり、東京都のスクリーニング検査結果では感染力の強い変異株が増加傾向となっている

ことが判明し、感染が学校にも見られるようになってきています。 

このような状況をふまえ、以下の点について確認をお願いいたします。 
 

〇 生徒本人およびご家族の体調に変化等がある場合や、同居のご家族が PCR 検査等を受ける場合などに

は、登校は控えるようお願いします。「クラスター」や「濃厚接触者」となることを防ぐために！ 

   このような場合は「出席停止」となります。 

→ 無症状であっても、ＰＣＲ検査により「陽性」となると、検査日（又は症状のあった日）から前２日間に 

ついての濃厚接触者の調査を保健所が行います。 

→ 保健所の調査の結果「濃厚接触者」の指定を受けると、健康観察期間として最終接触から２週間の

「出席停止」になります。 

→ 「出席停止」となった場合はオンラインでの授業配信を行います。 
 

〇 校内で感染者が判明した場合は、渋谷区の規定により、「学年・学級・名前等の公表」は一切行いません。こ

の規定の関係で感染者に関する情報は「本校 Web サイト」での情報発信はいたしません。全員に登録いた

だいた学校情報配信システム（C4th Home＆School）の情報配信機能のみで連絡をします。今後、感染者

の連絡があった場合は、「SNS 等で個人の特定をしない」など、感染者等の「人権」に最大限の配慮をお願

いします。 
 

〇 登校後、具合が悪くなった場合には、無理をさせずに早めに「早退」のお願いをしますのでご協力ください。 

 

東京都・東京都教育委員会 

「学校生活のコロナ対策」（動画・リーフレット） 

 

動画（リンク先） 

   （部活動編） 

Youtube  https://youtu.be/-UqRsIflw7w 

東京動画 https://tokyodouga.jp/uqrsiflw7w.html 

 

 

 

 

 

（放課後・休日編） 

Youtube  https://youtu.be/itn5FQwRpWg 

東京動画 https://tokyodouga.jp/itn5fqwrpwg.html 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/-UqRsIflw7w
https://tokyodouga.jp/uqrsiflw7w.html
https://youtu.be/itn5FQwRpWg
https://tokyodouga.jp/itn5fqwrpwg.html
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※ 感染症拡大防止のため、土曜日授業の公開はありません。

※ 道徳授業地区公開講座は、HP等での公開とし、参観は行いません。

表 彰

陸上競技部 東京都中学校地域別（区部西部）陸上競技大会

溝口 瑛士 （３年） 共通走高跳 第２位 都大会出場

佐藤 史裕 （３年） 共通110mH 第４位 都大会出場

河野 真弥 （2年） 共通110mH 上位により都大会出場

ソフトテニス部 渋谷区ソフトテニス選手権大会

齋藤 吏仁 （3年）、 村田 亮真（3年） 齋藤×村田 第３位

※感染状況等により予定は変更になることがあります。


