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２０２０年８月 

渋谷区立笹塚中学校 

新型コロナ禍での「オンライン学習」実践記録 

「渋谷区のＩＣＴ教育の環境」(２０２０年８月３１日までのシステム) 

 

 

オンライン「職員打合せ」  

ZOOM（2020 年 4 月 6 日スタート） 
 

臨時休業中は毎朝全教員で作戦会議。感染拡大のリスクを最小限にするために教員の出勤

を校長・副校長のみとし、原則「自宅勤務」としていました。 

勤務時間のスタートに職員の

打合せを渋谷区モデルの教員用

タブレットPCとZOOMにて行

い、昼休み前に午前中の勤務報

告、勤務終了時に 1 日の勤務報

告（日報）と翌日の業務計画を

Cloud 上のファイルサーバに提

出しています。その他、報告書類

もこのファイルサーバに提出を

しています。 
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オンライン「学習課題」配信 

ふれあい通信 team edition －JR四国コムウェア   

DirectCloudBox－Cloudファイルサーバ     (2020年 3月より段階的導入) 
 

学校 Web サイトを管理する CMS（コンテンツ・マネジメント・システム）を活用して学

習課題の配信を２０２０年 3 月から「小刻み」に「やる気の出る」課題配信をコンセプトに

スタートしました。臨時休業の始まった 3 月には、学校Ｗｅｂサイトに学習課題配信専用の

ページを増設、学年ごとに配信する仕組みを構築し、配信が始まりました。 
 

そして､４月１３日（月）からは「頭の中でチャイムを鳴らせプロジェクト」として「1 日

ごと」であった学習課題を「一時間ごと」に変更。時間割を作成し、一日 6時間分の課題の

毎朝配信を始めました。 

さらに４月２０日（月）からは「頭の中でチャイムを鳴らせプロジェクト２nd」として授

業の始業時刻に合わせての課題配信をスタートしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これに加え４月７日（火）からは「ホッと一息タイム」の配信をスタート。生徒の知的欲

求を引き出すワンポイントクイズ形式の不定期「学習課題」の配信もスタートしました。 
 

このように CMS を LMS（ラーニング・マネジメント・システム）として活用していま

す。臨時休業の延長が決まった 4 月 27 日（月）からは「学びを止めない笹塚中プロジェク

ト」として本格的に新学年の内容の学習課題の配信をスタートしました。 
 

各学習課題は Web サイトにて「配信」し、渋谷区モデルのタブレット PC で学びを進め、

Cloud ファイルサーバ「DirectCloudBox」に提出する方法を確立しました。 
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Ｗｅｂサイトからの「学習状況解析」 

Googleアナリティクス （2019年 5月より導入） 
 

 マーケティングツールである Google アナリティクスを導入し、LMS としての学校 Web

サイトの活用状況を分析して「学習状況の解析」にあたり、新しい戦略を打ち出してきまし

た。 

平日の校長、副校長のデスク前に大型モニターを設置。各

教科の「学習課題」の内容を把握した上で、リアルタイムで

の Web サイトのアクセス状況を監視してレポートを作成。   

全教員の ZOOM による打合せにて、収集したデータを基

に新しい戦略を議論し、全員で方向性を確認して「オンライ

ンでの学び」を進化させています。 
 

 
 

アクセス状況からの分析の例（生徒・保護者向けフィードバック） 

〇 朝一番早く動き出すのは「１年生」で８時３０分くらいからアクセスしている人が増えていきます。 続

いて２年生が８時４０分くらいにピークを迎え、３年生が９時頃までにかけてアクセスしている状況です。

（３年生が朝１番にアクセスが増えるとかっこいいなぁと思います。） 「早起きは三文の徳」 朝のスタ

ートを早くすれば、絶対に「良い事」があるはずです。 

 〇 一回の閲覧時間はプロジェクト前が平均３分くらいであったものが平均６分と増加してきています。 し 

っかり「学習課題」を読み込んでいるのかなぁと思います。 

  〇 概ね「時間割」を守って学習課題に取り組んでいることもデータから確認できます。しかし・・・その時

間の学習課題が終わると、スグに次の時間の学習課題に着手して・・・午前中には全てを終えてしまって

いる人が多いようです。（早め早めに取組を進めることは、とっても良い事ですが・・・午後のアクセスが

激減します。）  

〇 渋谷区内からアクセスしたユーザー数が徐々にですが増加しています。参加者も増えつつあると分析し

ています。（２・３年生のコラボノート日記を見ると真面目にこのプロジェクトに取り組んでいる人が増

えているように感じます。）全員で参加できると「いいなぁ」と考えています！５月にスタートダッシュ

ができるように「全員で！」 
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「学習課題作成」 

DirectCloudBox－Cloudファイルサーバ 
 

 自宅勤務の教員の最大のミッションは「学習課題」の作成。学校教育の業界用語で「教材

研究」と言われるものです。 

単なるドリル形式の演習ではなく、生徒の「主体的」な学びを引き出す課題設定を目指し

て取組みました。生徒が「学びたい！」と感じる学習課題を目標に「教材研究」を進めてい

きました。 

この 3 カ月で様々な学習課題が創られました。（ＰＤＦ→動画等への進化） 

学習課題は前日の１５時までに各教員が DirectCloudBox（Cloud ファイルサーバ）への

提出。主幹教諭・副校長・校長が内容を確認後、担当が CMS に授業始業時刻の配信を設定

し、翌日の定刻となると自動的に学習課題が配信される体制を構築しました。この作業を教

員はすべて自宅で行っています。5 月からは「非常勤講師」からの学習課題の配信も始まり、

本格的に「学び」が前進しています。 

 

 

オンライン学級活動「朝の会」「帰りの会」 

 MicrosoftTeams（2020 年 5 月 11 日スタート） 
 

渋谷区モデルのタブレット PC と「MicrosoftTeams」を活用して「朝の会」と「帰りの会」

を 2 カ月ぶりに再開。担任と副担任が会議室の「オーナー」となり生徒が「ゲスト」として

参加。生徒間、そして生徒と教員の顔合わせ、学校からの諸連絡をスタートしました。 

タブレットＰＣは３年前に導入されたもので、「Web 会議システム」の運用が想定されて

いませんでした。特に生徒用タブレットＰＣについては、MicrosoftTeams の運用は「オー

バースペック」の状況です。起動して接続するだけで２分ほどかかってしまう状況にありま

す。しかし、ほぼ全ての生徒が、この状況を理解し、的確に PC を操作して会議室にアクセ

スしてきました。 

 

 ← オンライン学級活動の様子 

会議室に入るとマイクとカメラ

は「オフ」にして、先生から指名さ

れると「オン」にするというスタイ

ルが確立されました。 

生徒は学籍番号の後に名前を入

力しています。 
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オンライン「双方向授業」 

 MicrosoftTeams（2020年 5月 18日スタート） 

 

「MicrosoftTeams」を活用した授業が５月１８日(月)にスタートしました。指導者用デジ

タル教科書や教科書会社等が配信する教材をフル活用しての「講義中心」の授業からのスタ

ートとなりました。生徒がカメラとマイクを「オン」にして発言することもできますが、生

徒はすぐに「チャット機能」の利用をはじめ、サイバー空間での「双方向の学び」がスター

トしました。また、「挙手機能」を使い、教師と生徒のやり取りが広がっていきました。 
 

これまで学習用動画を製作して配信する方法での学びを試みていましたが、双方向授業を

実践して、教員は「動画より説明しやすい」「わかりやすくできたと思う」「強調したいとこ

ろを意識的に説明できる」「生徒の反応、進捗が確認できる」と良い感触を得ています。生

徒からは「動画よりわかりやすい」「ライブは安心感がある」「面白い」「楽しい」という感

想が多く、中には「進度が早い」という感想もありました。（教室での授業と違い、すぐに

次に進んでしまうという傾向があります。） 
 

導入当初は「システムトラブル」も多く発生しました。教員が複数名で授業に入り、試行

錯誤する場面も多くみられました。トラブルの多くは「画面転送」によるもので、デジタル

教科書や動画、静止画が投影されないというものが多くありました。 

試行錯誤して 1 つ 1 つの課題を解決していくことで、飛躍的に教員の操作スキルが向上

していきました。また、生徒のリテラシーも確実に向上している様子も確認されました。 
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オンライン「校内研修会」  

ZOOM（2020年 5月 21日実施） 
 

聖心女子大学の益川弘如教授と映画「ビリギャル」本人であり聖心女子大学大学院生であ

る小林さやかさんをゲストに招き、全教員が自宅からオンラインでの参加の研修会を開催 

しました。 

これまで自分自身の

オンラインでの「授業

デザイン」や「学級活

動」で精一杯の状況に

あり、他クラス・他教科

の様子が見えていない

状況であったため、「全

員の実践事例報告」情

報共有の研修会となり

ました。 

 

これまで講義中心と

なったオンライン授業

から「主体的で対話的

な学び」を目指したオ

ンラインでの授業デザ

インについて、考える

貴重な機会となりまし

た。 

 

社会科の実践事例では「対話的な学び」を引き出すために、社会科の授業用会議室を複数

設定し、オンライン上のグループで協議する授業が報告されました。 

 

聖心女子大学の益川弘如教授との共同研究で「主体的・対話的で深い学び」を引き出す実

践研究に昨年度より着手しており、オンライン上でも「学びを変える」ことを試行錯誤して

いく必要性が確認されました。 
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「分割登校での Hybrid授業」 

 MicrosoftTeams（2020年 6月 1日から 6月 30日） 
 

渋谷区では、6 月 1 日からの「分散登校」が可能となり、本校は、校舎内の全ての空き教

室を普通教室に改装し、1 人あたり 2台の机・椅子を準備するとともにプロジェクターおよ

びスクリーンを設置して、「分散」ではなく「分割」による全校生徒登校での学校生活をス

タートさせました。 

各学級を 2 分割して各学年 2 クラスを 4 クラスにしての授業。そのままでは単純に教員

が２倍いないと授業展開は不可能であるため、MicrosoftTeams を活用して１つの学年の 4

クラスを一斉にライブ配信での「Hybrid 授業」を展開しました。 

 

 各教室には、授業の無い教員が常駐してプロジェクターへの投影をサポートしました。各

クラスの投影用端末のマイクは「オン」となっており、どの教室からの質問も可能となって

います。また、「〇組の〇教室にいる○○さん」といった教師側からの指名も可能となり、

双方向で緊張感のある「学び」が展開されました。 

 プロジェクターが見えにくいという生徒は自分の端末からアクセスし手元で確認しなが

ら授業に取り組む姿も見られました。 
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この期間中に、すべての教員（正規、非常勤、講師）がこの「授業スタイル」を経験して

おり、いつでもオンラインでの双方向授業を展開できる体制が整いました。今後の臨時休業

にもスグに対応できます。 

 

 様々な「システムトラブル」も発生しましたが、試行錯誤しながら 1 つ 1 つ解決していま

す。この繰り返しが教員の操作スキル向上に確実につながっています。最近では複数の教員

で課題解決にあたる習慣が身についています。 

 

 

 

これまでの「成果と課題」について 
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このような「学び」を通して、生徒の「学びが変わって」きていると感じています。 

ツールとしてタブレット PC を使いこなし、「学び」を主体的に進め、対話・コミュニケ

ーションもひろげています。また、常にタブレット PC を持ち運び、学校・家庭でツールと

して活用する習慣も広がりました。臨時休業中の家庭学習では、自身のスマートフォンで

Web サイトから学習課題を確認して、タブレット PC で課題を進め、クラウドファイルサ

ーバへ提出するといった学び方が広がったようです。 

これまで教室の充電保管庫で充電して教師の指示で取り出し活用するといったスタイル

から、常に机上で電源が入り、生徒が主体的に活用するスタイルに大きく変化しました。 

課題としては、施設面に課題があります。本校の「分割登校」時に教室の机を 2 つ貸与す

ると教科書・ノート・タブレット PCを充分に広げることができました。（上部写真）「分割

登校」を終え「一斉登校」となった現在は机が

1 つで机上は窮屈な状況にあります。また、1

日通してタブレット PC を活用していくと「充

電」の問題も発生します。現在の教室の設計で

はコンセントが教室の前か後ろにあるのみで

す。本校では全教室に 10ｍ延長コード１本と

２m 程度の延長コード数本設置して対応して

きました。 
 

これらの「学び」により夏休み前までの授業の進度は「ほぼ例年通り」となっています。

今後もあせらずに、授業を展開していけると考えています。また、これまで延期としていた

学校行事にじっくり取組みたいと考えています。 
 

これまでの実践の詳細については、本校Webサイト 校長室だより 

「うんとこしょ どっこいしょ」にて確認できます。 

 

https://shibuya.schoolweb.ne.jp/swas/index.php?id=1320123&frame=frm5e49eeb5a4863 

https://shibuya.schoolweb.ne.jp/swas/index.php?id=1320123&frame=frm5e49eeb5a4863

