オンライン学習における中学校教育課程の実践
－１人１台端末における「学びのスタンダード」への取り組み－
三浦寿史（熊本大学教育学部附属中学校）
概要：臨時休校期間中，オンライン授業への取り組みにあたり各家庭のネット環境の調査，職員研修，
オンライン学習での課題解決の模索を通じて，１人１台端末時代においてどのような授業が可
能なのかを実践を通して明らかにした。また生徒の情意面のアンケート調査を行った。
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１

はじめに

貸し出した。授業は，教室や特別教室から発信

令和２年２月 27 日に新型コロナウイルス感

した。生徒は，家庭でスマートフォン，タブレ

染症（COVID-19）拡大抑制の目的で，全国一斉

ット，パソコンを使用し参加，授業は１コマ 40

の小中高校の臨時休校が要請され，翌日から熊

分，教室や特別教室から発信した。オンライン

本大学教育学部附属中学校（以下，本校）でも

環境が未整備の家庭においては個別に登校して

休校となった。臨時登校を挟みなながら，新し

もらい対応した。また，実施にあたっては図１

い形での卒業式や入学式の対応となった。出口

に示すような４つの留意点を生徒と教師で徹底

の見えない休校措置が長引くことも予想された

するようにした。加えて，オンライン授業で何

ため，新年度早々に対応策が練られた。１人１

か不具合が生じた場合や要望がある場合は，学

台端末については未整備であったが，端末を貸

校へメールで連絡するようにした。授業は制服

し出すことで対応可能であることがわかり，早

で受けさせ，授業の始めと終わりの挨拶はミュ

急に家庭のネット環境調査や職員研修について

ートを解除しカメラにきちんと顔を出して挨拶

の計画が立てられた。全てのことが初めてで経

をすることで気持ちの切り替えを意識して取り

験したことのないスキルを生徒にも教員にも要

組ませた。

求されることへの不安は大きかった。しかし，
現状でできることをやるという管理職のリーダ
シップと対応の早さにより短期間での準備が整
った。緊急時と言えど学校教育の目的は変わら
ず，方法は柔軟にやり方は臨機応変さが要求さ
れた。

２

研究の実際

（１）オンライン授業に関する環境
大学による Zoom ライセンス契約(開始一時期
は 無 料 版 )，クラウドサービス等をフル活用し，
学校で所有している iPad 約 80 台(新旧含む)と

図１ 「遠隔授業についてのお願い」
（２）授業実施に向けての手順と経過
年度当初の職員会議までには，オンライン授

Surface40 台を使用しオンライン授業を行った。

業の実施が決定した。表１には分散登校開始ま

使用しない端末は本校生徒，近隣小・中学校に

での経過を示す。

表１

分散登校開始までの経過

とで「位置や分布」
「人間と自然環境との相互依

日付

内容

存関係」
などの見方・考え方が働くようにした。

４月５日

先行実践例の情報収集

生徒が資料のどこから問いや気付きが生まれた

４月７日

オンライン授業に向けた校内研修

のかを写真に直接書き込ませ，根拠を明確にし

４月８日

登校日・家庭ネット環境調査等

て思考する手立てとした。

４月９日

登校日・生徒への Zoom 使い方講習

10〜19 日

各家庭での環境整備と個別対応

実習や体験学習が難しい中，いかにオンライン

４月 14 日

学年ごとに通信実験と健康観察

ならではの授業設計を行うかが課題であった。

４月１６日

校内研修（使い方）留意点検討

特に技術科においては，Zoom システムにおける

４月２０日

Zoom による授業開始

チャット機能を用いて調べ学習での気付きを共

４月２１日

１日３時間授業（全教科対応）

４月３０日

１日５時間，週末６時間

５月２０日

オンライン授業内容のテスト告知

６月２日

音・美・保体・技・家の実習中心

６月１８日

対面授業での再開（全教科対応）

（３）対面授業をオンライン授業へ移行する
令和 2 年 4 月 24 日付けで著作権について補
償金額を無償とする旨の認可が行われ，学校の
授業の過程における資料のインターネット送信
については，令和２年度に限り，個別に権利者
の許諾を得ずに使用することが可能となった。
この著作権法改正により教材研究や授業準備が
格段にやりやすく，時間短縮につながった。
国語，社会，数学，理科，英語においては普
段の教室での対面授業をいかにオンライン授業
でも継続できるかが課題であった。図２には，
遠隔授業の発信の様子を示す。特に社会科では，
デジタル教科書の資料を主として活用した。衣
食住の写真と雨温図を照らし合わせて見せるこ

音楽，美術，保体，技術・家庭においては，

有し，互いに考えたことを相互承認し合うこと
が主体的に学習に取り組む態度の育成につなが
った。また，オンライン授業だからこそ自宅に
ある生活用品そのものが教材となる。
「電気と安
全な暮らし」という単元において，普段目にす
る分電盤やアース線が何の役に立つのかという
調べ学習は，学んだことがそのまま生活に活か
せる場面となった。一方，生徒の成果物などの
提出が困難になる。しかし，Google スライドを
使用することでネットに繋がる環境があればい
つでもどこからでも作業ができるなどの利点を
生かしたオンライン成果物の取り組みができた。
リアルタイムに生徒に個別支援ができるのもオ
ンランならではの良さである。
（４）オンライン授業での情操教育
毎週金曜日の６限目は，道徳もしくは学活の
時間を設定した。道徳に関しては，年間指導計
画に沿って，オンラインで実施可能な単元と価
値項目を設定し実践した。特に全国的なコロナ
感染者の増加に伴い，感染者の方への誹謗中傷
や差別的言動というのが予想されたため事前の
生徒への心の教育の必要性とともに人権教育と

図２ 「遠隔授業の様子」

図３

日本赤十字社によるスライドの例

いう位置付けで行った。図３に示すような，日

たり毎日のトレーニング記録などを記入させた

本赤十字社のサイトを参考にして「コロナの次

りして，健康維持への取り組みをした。また，

にやってくるもの」として正しい知識と恐怖に

普段の授業で用いている Zoom システムを用い

負けない気持ちを育成する取り組みを行った。

て生徒会執行部は授業後にネット上で集合し自

学活は先生と生徒，生徒同士の気持ちをつな

分たちに今できることということで話し合いを

ぐ取り組みを行った。オンライン授業の特徴は

進めていた。具体的には，家庭でできるトイレ

学校に登校するという物理的な負荷がないため，

掃除のやり方ビデオの制作や図５に示すよう

学校に来ることができない生徒の授業参加が可

に，休校期間が長引いているが，与えられた時

能となった。また，入学式だけしか顔を会わせ

間を無駄にせずできることをやろう，家にいよ

たことのない１年生にとっては不安も大きかっ

う，一生に繋がろうというモチベーションビデ

たことが予想されるが，オンラインで顔を会わ

オを制作し全校生徒への啓発を行なった。

せて，図４に示すようなクラス目標決めやエン

（４）職員研修

カウンターを実施することで生徒たちの気持ち

表１に示されるように４月７日に全職員で

をほぐしながら，自分たちの安全・安心な場で

の使い方研修を行った。図６に示すように，個

あることを確認させていった。同様に他学年に
おいても初めて同じクラスになる生徒や初めて
話すという生徒もたくさんいたので，まずは学
級づくりが進められていった。

図６

「互いの授業を見合って研修」

別やグループに分かれたり，お互いに授業を見
図４ 「１年生クラス目標決めの様子」
（５）オンラインでのその他の活動

合ったりしてさらに自己研鑽に励んだ。
加えて，図７に示すように，「Zoom 遠隔授業

臨時休校に伴い部活動や生徒会活動などの自

の○と×」を共有し，様々なアイデアや注意点

主的な活動も全て止まった。例えば，ある部活

を共有し教職員間で課題解決を図った。授業の

動で Google クラスルームというシステムを用

回数を重ねることで教師も生徒も操作に慣れて

いて家庭内でできるトレーニング動画を配信し

くる。これまで対面授業でできていたことと同
様のことがオンライン授業でもできないかなど

図５ 「生徒会自主制作ビデオ」

図７ 「Zoom 遠隔授業の○と×」

の要望も出てくるようになった。そこで，図８

約７割の生徒がわかりやすかったと認識してい

に示すような「Zoom 知恵袋」という共有ファイ

ることがわかった。図 10 から，８割の生徒が授

ルを用意し各自でやりたいことを記入し，やり

業はわかりやすかったと認識していることがわ

方がわかった人が解決策やアイデアを記入して

かった。図 11 から，オンライン授業での反応に

回答するような取り組みを行った。

関して生徒はチャットでの反応に対してやりや
すさを感じていることがわかった。一方，図 12
から，対面授業の方がいいと感じている実態も
明らかになった。
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図 12 「対面授業の方がいい」

以下には，オンライン授業後における全生徒
の情意面のアンケート結果の一部を示す。図９
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図９ 「教材はわかりやすかったか」
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びの安全・安心の場が生まれることもわかった。
また，生徒はオンライン授業に関して教材や内
容のわかりやすさについても概ね良好な回答が
得られたことで学びの継続ができたことがわか
る。一方，対面授業の需要が高いことも明らか
なように，世の中の状況に合わせて，必要なシ
ステムを用いて生徒の学びを継続することが求
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められている。今後も１人１台端末の「学びの
スタンダード」として，対面授業とオンライン
授業のより良いあり方について模索していく必

図 10 「授業はわかりやすかったか」
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