
臨時休業等における在宅児童を対象
とした学習保障システムの構築
～ ICTを活用した遠隔授業の実践を通して ～



はじめに
•臨時休校措置は、学校保健安全法第 20 条においては、感染症
の予防上必要があるときは、学校はその設置者の判断により臨
時休業を行うことができることと規定されていることを根拠とする。

•臨時休校中であっても、義務教育はその役割を果たさなければ
ならない。それは、憲法第 26 条に規定する教育を受ける権利を
保障するためである。

•義務教育として行われる普通教育の「各個人の有する能力を伸
ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また国家及
び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養う」（教育
基本法第５条第２項）という目的は、すべての児童に対して実現
されるべきものである。



•文部科学省は、令和2年4月21日に、新型コロナウイルス感
染症対策のために小学校、中学校、高等学校等において臨
時休業を行う場合の学習の保障等について（通知）を出した。

• 「児童生徒に家庭学習を課す際や学習状況の把握を行う際
には、ＩＣＴを最大限活用して遠隔で対応することが極めて効
果的であることを踏まえ、今回が緊急時であることにも鑑みる
と、学校設置者や各学校の平常時における一律の各種ＩＣＴ
活用ルールにとらわれることなく、家庭環境やセキュリティに
留意しながらも、まずは家庭のパソコンやタブレット、スマート
フォン等の活用、学校の端末の持ち帰りなど、ＩＣＴ環境の積
極的な活用に向け、あらゆる工夫をすること。」



本研究の目的

•本研究では、遠隔授業導入までのシステム作りと、遠隔授
業導入後の授業実践から、ICTを導入した遠隔授業の可能
性と成果、見えてきた課題を明らかにし、今後遠隔授業を導
入に際して議論する際の資料とすることを本研究の目的と
する。



研究の方法

•遠隔授業の取り組みは6期に分けられる

•第1期は、事前調査期。家庭の環境調査の時期

•第2期は、家庭で使用しているパソコンやタブレット等の接続操作
を保護者が体験し、保護者にその操作方法を習得する時期

•第3期は、保護者と児童が遠隔授業のルールとその操作方法等に
ついて確認した時期

•第4期は、児童と教員がやり取りしながら試験的に授業を実施した
時期

•第5期は、本格的に授業を始めた時期

•第6期は、授業時数を拡張していく時期



• 第1期と第3～5期には保護者にアンケートを実施

• 実施状況について評価の依頼をしたり、実態調査をしたりするとともに、必要に
応じて学校から電話をし、直接意見を聞き取り、授業改善に

• スクールカウンセラーとの相談の中にあった遠隔授業に関する内容や、実施期
間中に申し出のあった公立校教員、教育委員会・県教育センターの職員の遠隔
授業見学者の感想も授業にフィードバック

• 使用した遠隔授業のシステムは、Kadype（カダイプ）

• Kadypeは、Microsoft が提供する Skype for business を利用した、香川
大学の教職員・学生が利用できる遠隔会議サービス

• Kadype の利用者と利用資格は開催者と参加者になる。開催者は遠隔会議を
予約でき、遠隔会議参加者用 URL（以下、参加者用 URL と略記）をすること
ができるため、そのURLにアクセスすることで参加者がその会議に参加できる仕
組み

• 本校の教員は、香川大学総合情報センターの提供する情報サービスを利用する
ための個人アカウントを保有しており、遠隔会議の開催を予約可能

• 参加者 の利用資格は特になく、発行された参加者用 URL を知っていれば参加
できることになっている。



結果



第1期【事前調査】

•第1期は事前調査として、ICTに関する家庭の環境調査について実施した4月
18日（土）～22日(水)の４日間

•調査の目的と内容について
• カダイプによる遠隔授業の実施について判断するため、各家庭のICT環境調査を行う
必要があった。そこで、以下に示すような項目について各家庭に確認した。

• 各家庭でのインターネットに接続可能な端末の所有状況

• 各家庭のデータ通信量の状況（Wi-Fiの設置状況・データ通信料の契約状況）

• 端末のマイク・カメラ等の設置状況



•調査したアンケート項目

ア カメラ付きノートパソコン，もしくはタブレット端末があり，WIFI環境もある

イ スマートフォンがあり，WIFI環境もしくはデータ通信無制限プランもある

ウ スマートフォンはあるが，WIFI環境やデータ通信無制限プランはない

エ WEB画面を見ることができるゲーム機がある

オ 上記には該当しない，もしくは分からない



第1期の結果
• 遠隔授業に当たり良好な環境だといえるア・イと、利用可能な環境
であるウの項目の合計が96％

• ウ・エ・オの家庭には、遠隔授業に参加するために必要な条件を再
度提示し、参加が可能かどうかの再調査を実施
• 提示した条件は、「インターネットに接続できる環境がある」「通
信量は相当量必要」

• 利用できない場合は授業の動画をDVDにて配布することを伝
え、DVDを視聴する機材があるかどうかも合わせて調査

• その結果、利用の可否が確認できない家庭が３件見つかり、個
別に調査し、参加可能であることを確認

• 利用できないと回答した26件についてはDVD視聴が可能
• 授業内容を記録したDVDの配布を決め、全家庭への教育機会
の提供が可能だと判断

• 並行して、職員にカダイプの利用方法について研修を実施
図１ 家庭のＩＣＴ環境についての調査結果



第１期に学校に寄せられた問い合わせ内容をまとめ、以下のようなQ＆A（全
6項目）を全家庭に発信し、保護者の不安感の解消を

Q&Aの例

Q 遠隔授業が受けられない場合に何か困ることはありますか。

A 全くありません。遠隔授業を受けられなくても、学習の進度に個人差が出

ないように配慮して実施いたします。そのため、遠隔授業が受けられない

場合には、その様子を録画したDVDをお渡しします。

Q 遠隔授業は、リアルタイムで行われるのでしょうか。また、その場合、低学

年の児童は保護者が付き添っていなければいけませんか。

A はい。リアルタイムで行います。低学年は、大人に付き添ってもらうことが望

ましいと思います。それが、難しい場合はDVDを活用してください



第2期【接続テスト】

第2期は、遠隔授業で使用するカダイプ会議室への接続テスト
を実施した4月27日（月）～29日(水)の3日間

•テストの目的と内容について
•家庭の端末でのカダイプの会議室への接続

•子供がカダイプの基本的な使い方を身につける

•テスト用の会議室を設置し、各家庭に接続テストを依頼

•100人を超える参加者が会議に参加した場合の配信トラブルの有
無を確認



•各家庭での接続テストで確認を依頼したのは、動画の見え方と音声の鮮
明さであった。テスト用会議室から動画と音声を発信した。テスト用会議
室は、仕事のある保護者が帰宅後に操作を可能にする時間の確保と、複
数回の試行を可能にするため夜間の時間帯及び休日も実施。

•実施日と時間
• 4月27日（月）【平日】16：00～22：00
• 4月28日（火）【平日】 9：00～22：00
• 4月29日（水）【休日】 8：00～20：00

• Androidスマートフォン用、Windowsパソコン用、iPhone、iPad用の3
種類の操作マニュアルを作成

•保護者に配布するとともに本校のホームページに掲載

• マニュアルには、接続方法とカダイプの使い方を示し、前者は第2期の接
続テスト、後者は第3期のガイダンス用

第２期の結果



•期間中は、管理職が学校で待機

•動画・音声の発信トラブルや保護者
の問い合わせに対応

•問い合わせは、期間中、10数件程度

•その内容のほとんどは、マニュアルに
沿った操作で対応可能

•保護者間でも情報共有をしながら、
接続できない家庭のサポートをして
いる様子



第3期【ガイダンス】

第3期は、子供自身がカダイプを利用しながら基本的な操作の
仕方を練習するガイダンスを実施した4月30日（木）～5月1日
(金)の2日間

• ガイダンスの目的と内容について
•本会議システムでは、発言した参加者が画面表示されるようになってい
る。そのため、授業配信中に、視聴している児童の声等が入力されると、
授業画面が中断してしまう恐れがあった。そこで、基本的な使い方とし
て、マイク及びカメラ等のon・offの方法と条件について、子供たちが適
切に使えるように練習を実施



第3期の結果

• ガイダンスでは、各学年45分間を2回実施

• ガイダンスの前30分間を参加者の入室時間として設定

•入室に必要なURLは、本校ホームページに

•パスワードを設定し本校の職員及び児童・保護者しか入れないように配慮

•外部から不正侵入に対応するため、児童・職員には実名での入室を求めた

•実施日と時間
• 4月30日（木）・5月1日（金）

• 1年生 9：00～ 9：45 2年生 10：00～10：45

• 3年生 11：00～11：45 4年生 13：00～13：45

• 5年生 14：00～14：45 6年生 15：00～15：45



本校ホームページ

カダイプの機能一覧



•ガイダンスでは、説明の時間短縮のためにプレゼンを用意

•子供の興味をひくような活動を実施

•ガイダンスでは遊びを通して発表やメッセージの入力操作の様子を
担任が確認し、上手く操作できない児童には、繰り返し操作の練習

•各学年の2学級に対し、専科・支援員等を配置し、主に授業者2名・
補助教員1名の学年3人体制で遠隔授業を運営

•校内に遠隔授業配信用の簡易のスタジオを2部屋設置

•補助教員も管理者として授業に参加し、マイクやカメラのon、off等
をコントロール

•出席状況の確認などの役割も担っており、授業が円滑に進むように
サポート



スタジオの様子



スタジオの概要図



•参加しなかった家庭とは、DVDによる対応を希望する家庭

•参加を試みたが参加できなかった家庭や画像等が乱れたと回答した家
庭には個別に連絡を行い、再度接続テストを実施

•主たるトラブルは家庭の通信速度に起因するものであり、家庭内での接
続状況が良好な場所を探してもらったり、操作の間隔を取ってもらったり
することを依頼するなどして対応

第3期の終了時に保護者アンケート結果



第4期【試験授業】

第4期は、実際に教師がカダイプを利用しながら授業が可能かどうかのシミュ
レーションを行った5月7日（木）～5月8日(金)の期間

試験授業の目的と内容

•遠隔授業の効率的かつ効果的な運営に向けての問題を把握

• その修正を図る

•教員の配信スキル向上

•配信トラブルの可能性があった場合に備えて、授業の進度に影響がない内容
を実施



第4期の結果
•授業の配信日時

• ５月７日（木）・８日（金）

• 1年生 9：00～ 9：45 2年生 10：00～10：45

• 3年生 11：00～11：45 4年生 13：00～13：45

• 5年生 14：00～14：45 6年生 15：00～15：45

児童 学習内容 練習問題・質問 

遠隔授業参加者 遠隔授業 15 分 遠隔授業 30 分 

隔授業不参加者 DVD 家庭学習・電話 

 教育を受ける機会の均等化について



•授業時間45分のうち最初の15分程度を講義型での授業とし録画

•残りの30分を練習問題及び質問・交流等の時間に

•参加できない児童には、録画された15分のDVDを視聴することで授業内
容を学ぶ機会を保障

• ＨＰで課題を発信したり、電話の質問窓口を設けたりすることで練習問題の
実施や質問の機会を保障

• DVDに残すための記録は、デスクトップ画面を録画

•録画は職員室のPCとスタジオの補助教員使用のサポートPCの2台

•記録された参加状態を基に不参加の児童の枚数DVDを作成

•授業実施2日後の夕方以降に学校まで取りに来てもらうように依頼

•遠隔授業参加児童の中にも配信のトラブルがある場合も考えられるため、
その場合は、個別に学校へ連絡をもらい、DVDの要望があれば、準備



• サポート用PCを利用している補助教
員の役割の重要性が指摘

• オンライン授業においては、リアルタイ
ムでトラブルに対応

•補助教員は授業参加中に映像トラブ
ルや操作が上手くいかない等の事態
が起きた場合、メッセージ機能を使っ
て解決するヒントを書き込むなどの対
応や、指示を出すことがトラブル解決
に大きな役割

•音声を利用しないメッセージの配信に
よるトラブルの解決は、遠隔授業その
ものには影響を与えることがないため、
解決する方法として非常に有効



•見つかった留意点は、スタジオ内に設置した記録用ホワイトボードに

•各教員が留意点を意識することができるように

遠隔授業で気づいたことを書き込んだホワイトボード



職員室で記録を取る教員



試験授業後の保護者の感想

• 第4期修了時に行った保護者アン
ケートの結果は示すとおりの高い結
果に

• この期にはマスコミの取材もあり、
複数の新聞社が取材に訪れ、本校
の遠隔授業の取り組みに関する関
心の高さがうかがえた



第5期【授業開始】
第5期は、実際にカダイプを利用しながら遠隔授業を実施した5月
11日（月）～5月15日(金)の期間である

授業の目的と内容について

時間割は第4期と同じにした。第5期より、各学年のカリキュラムに位
置づけられた学習内容を取り扱った

5月11日（月）～15日（金）

1年生 9：00～ 9：45 2年生 10：00～10：45

3年生 11：00～11：45 4年生 13：00～13：45

5年生 14：00～14：45 6年生 15：00～15：45



学習計画表 1年生用



学習計画表 ６年生用



第５期の結果

•第5期からの本格的な授業をはじめるにあたり、ホームページに授業内容の
予定を学習計画表に提示

•時間割には、カダイプによる授業、授業後にできる宿題、配布した宿題等学年
に応じて、その日に行うべき課題を提示

•子供たちに見通しと意欲がもてるように配慮

•時系列で整理することで、遠隔授業と関連する課題をわかりやすく提示

•時間割は、学年毎に運用方法が変えられるように内容や項目を工夫
• 一年生だとカダイプ授業とチャレンジに項目をしぼり、勉強以外にも運動やお手伝いの
内容も

• 高学年の場合は、調べ学習や家庭での仕事などの項目を示し、それぞれの関心や環境
にあった課題を

• 児童には、枠のみの学習計画表を渡すことで、自ら計画を立てることも推奨



•第5期の授業の基本構成は、15分程度の教師による話と30分の質
問・練習問題をする

•学年によっては、子供の集中力を持続するために45分を半分に分け、
算数と国語の授業を実地したり、理科の実験道具を提示しながら子供
と一緒に実験の活動を

•授業の内容は、知識や技能を身につけることに重点が

• プレゼンで教材を提示することで体系化された知識として整理されや
すい

•遠隔授業で基本的な知識や技能を

•実際に家庭でも実験等ができるよう遠隔授業の内容に反映

•単元によっては、時期を外すと学習ができないものを、遠隔授業で時期
を逃さず実施



プレゼンによる2年生【国語】の実践例



プレゼンによる3年生【算数】の実践例



•第5期には、公立学校の教員等の視察があった

• 5月12日（火）に4名、13日（水）には5名が15日には、県内の町
の教育委員会の指導主事及びICT担当職員2名が来校した。公立
学校の現状や公立教員、教育委員会からみた遠隔授業の価値や
課題は次に示したようになった



【公立学校教員】

•遠隔授業を行っていない公立校では、プリントや問題集が家庭学習の
主な課題となっている。そのため、児童の様子が全く分からないまま新
しい課題を作成している。様子が分かることで児童に適した課題が提供
できると感じた。

•生き生きした指導者と子供の様子を見ると、自分も遠隔で自分の受け
持っている子供たちに授業がしたくなった。

•附属坂出小学校の遠隔授業で使っているプレゼンは、公立小学校の授
業が再開した際に非常に有効利用できると感じた。ぜひ、近隣の小学
校に提供してほしい。

•現段階では、公立小学校では家庭のＩＣＴ環境的に遠隔授業の可能性
は低く感じた。

•家庭のＩＣＴ環境は様々なので、丁寧な対応をしていき準備をすることが
大切だと感じた。



• 【教育委員会指導主事】

•予定表やマニュアルなどがホームページを上手く利用しながらシン
プルに発信されている。

• メッセージや発言を見ているとしっかりとメディアリテラシーが身に
ついていると感じた。

•教材作成のスキルが、公立校と比べ非常に高い。公立校で同じ実践
を行おうとすると教員の研修や教材作成に多くの時間を要すると感
じた。今後、連携を取りながら、附属坂出小学校で作っているプレゼ
ン等を利用させてもらえれば、公立校でも質の高い授業が提供でき
る。



【教育委員会ＩＣＴ担当】

•時間割が上手く作られていて、授業発信時の負荷分散できていると
感じた。

•想定していたより、簡易な機材で遠隔授業が実施できることがわか
り、同委員会でも実現の見通しがもてた。

•運営上の仕組みを作っていく上で、人の役割と動きに無駄がなく効
果的に行われている。



第6期【授業拡張】

•第6期は、カダイプを利用した遠隔授業の授業時数を増設した5月
18日（月）～5月22日(金)と5月25日（月）～5月29日(金)

授業拡張の目的と内容について

•第6期では、第5期までの取組で非常に高い満足感を保護者から得
られていることから、充実度をより高めるために、1日1時間の遠隔
授業の時数を2時間に拡張していく段階に入ることに



第6期の結果
•低学年を1・2時間目、中学年を3・4時間目、5・6時間目に高学年が授業を
実施

•児童のきょうだい関係を調べ、同じ時間帯に授業が重なるきょうだいがどの
程度いるのか調査

•全校で4組のきょうだいの授業が重なることが分かった

• これらの家庭には個別に連絡を行い、遠隔授業時に使える端末数の状況を
確認

• 2家庭において端末が不足していることが分かり、学校が所有している端末
を貸し出すことに

• 5月21日（木）には、香川県教育センターの職員4名、22日（金）には本校
所在地である坂出市教育委員会から教育長・学校教育課長が視察



【県教育センター】

• ホワイトボードに示された、「パワーポイント資料は50ＭＢを超えると不具
合が生じやすい」等の授業運営上の留意点が公立学校で運営する際の生
きたノウハウとして利用できる。今後は、負荷の少ないアニメーションの選
定など配信条件の詳細を実証していってほしい。

•様子を見て表情や話の間の取り方など、オンライン授業ならではの指導技
術があると感じた。

•役割分担を決めて、ひとつの授業をつくっているチーム力を感じた。

•臨時休業が続く現在の状況では、子供と先生が顔を合わせる機会がある
ことに意味がある。

• プレゼンを毎時間作ることは公立では難しい。黒板を使った授業のノウハ
ウも研究してほしい。

•遠隔授業に適している授業内容と通常授業が適している内容が整理でき
ると再現性が高まる。



【坂出市教育委員会】

•坂出市としても、積極的に遠隔授業を取り入れていかなければいけないと
考えている。

•黒板やホワイトボードを使った普段の授業に近い形の形態の方が公立で
は、実施しやすい。

•夏休み中の子供の様子を把握したり、課外授業に利用したりすることがで
きるのではないか。

•市内で先進的な実践を取り組んでいることは、本当にありがたい。市内で
遠隔授業を実施する際には、ノウハウを広げるための研修をしてほしい。



全体を通して

• 5月7日（木）～22日（金）の期間の遠隔授業の参加率は

•学年が上がるにつれて参加率が高い

•子供だけで参加が可能であることが参加率の上昇に影響

•保護者がともに参加している低学年の参加率に変動はないが、子供だけ
で参加している高学年は、11日に参加率が低い

•授業の節目には、高学年ほど丁寧に連絡を行うように配慮する必要が

•期間中の全体の参加率は92.4％

•学習保障に対する安心感と遠隔授業実施のストレスに関して、本校職員１
５名に遠隔授業についてのアンケートを実施

•遠隔授業を行うことで授業への不安感とストレスが減るという心理的影響



遠隔授業の参加率の推移（学年別） 遠隔授業についてのアンケート



研究の成果と課題



遠隔授業を行うシステム構築について

• 手続きのスモールステップ化と遠隔授業に参加できない児童への配慮

• 「家庭の状況確認」・「接続テスト」・「使用方法の練習」のスモールステップ

• Ｑ＆Ａによる情報提供

• 困難が予想される家庭への連絡

• 職員の「目的・方法の確認」

• 徹底的に議論をすることでの職員の間で目標とビジョンの共通理解

• 担任による授業作り、管理職による保護者対応、専科職員・支援員の授業補助と
いう役割分担

• 見つけた有効な配信方法やトラブルの解決方法についての円滑な情報共有

• カダイプの特性を理解

• ＤＶＤ作成用ＰＣの確保やＤＶＤ利用者の把握を効率的に行う方法、DVD作成コ
ストの3点で改善の必要性



•保護者への聞き取りから
• 子供たちが遠隔授業を楽しみにしている様子が伝わってくる。

• 外出を控え家庭でいる生活を2ヶ月近く行っている子供たちにとって遠隔授業で先生
や友達と出会えることはとても嬉しいことなのだろう。

• このような子供たちと接することでの遠隔授業への充実感

•授業へのストレスが軽減

•授業の進度について行けずそれを指導者に伝えることができない児童も

•家庭と連絡を取りながら個別に配慮して指導をする必要が

•小さい子供のいる家庭では、静かな環境を作ることが負担

• マイク機能の管理を学校側で行ったり、必要以上に気を遣うことのないよう
声かけを行ったりするなど、学校側から働きかけていくことも重要



○子供は、1日の中で遠隔授業を最も楽しみにしている。ぜひ、続けてほしい。

○先生方の授業の準備が大変だろうと思う。親としては感謝しかない。

○親の立場で見ていても、先生方の説明の仕方がどんどんスキルアップしているこ
とが分かる。

○はじめは子供が遠隔授業を不安がっていたが、ガイダンスや授業の際に先生が
丁寧に声をかけてくれたので、今はとても前向きに取り組むようになっている。

●子供を学童保育に行かせているので、参加できない。学校と学童保育で連携して
学童保育で遠隔授業を受けることができるようにはならないだろうか。

●子供が先生の説明の早さについて行けずに困っている。待ってほしいと言うことも
言いにくい。

●家に2歳と4歳の子供がいるので小学校1年生の子が遠隔授業を受けている際
に、下の兄弟を静かにさせることが難しい。

●親がテレワークをしていて仕事の会議にＰＣを使うので、子供の遠隔授業の際に
端末を子供に使わせることができないことがあった。

＜保護者の感想＞【○成果・●課題】



遠隔授業を行う環境について

• ＩＣＴに関わる家庭環境の把握ができたことは成果

•学校行事やＰＴＡ行事への転用への可能性も

• PCを新規に購入したり、通信制限を拡張したりするなど保護者の協力
体制が参加率の高さに

• このような協力体制が得られるのも社会生活に基板となるＩＣＴ機器が
広く普及していることと遠隔授業への関心・期待の大きさが

•環境が完全に整った段階で実施に踏み切るのではなく、実践を行う中
で環境整備を整えていくことが有効

•教育委員会・メディア等の視察が多いことから社会全体の関心度も高
い

•新型コロナによる臨時休業対応としての一時的なニーズではなく、社会
全体の変化に伴った新しい教育方法としての期待値が高いことの表れ



課題として見えてきたもの

•在宅勤務の保護者の遠隔会議と児童の遠隔授業の時間が重なった場合の利
用方法

•預かり保育に参加している場合のＩＣＴ機器の利用
• 預かり保育でも環境的には可能であるが複数校・複数学年の児童がいるため、遠隔授
業を開設するには人手と授業を受けられる場所の確保が難しい

•児童一人につき一台の端末確保すること外部教育機関の連携を図りながら全
児童への学習保障を探っていくことが急務

• ＧＩＧＡスクール構想によってＩＣＴ環境が整備さることで解決できる問題は多い



研究を終えて

•遠隔授業に対して肯定的な考えの保護者は多い

•社会全体にＩＣＴ環境が浸透している素地がある

• ＧＩＧＡスクール構想で一人１台の端末を利用できる日が来た時の様々な可
能性

• これらの仕組みができた背景には、教職員の知恵と努力がある

• このシステムを運用する要は人である

•先行きの見えない状況下で不安を抱えている目の前の子供たちを、誰一人
かけることなく教育の力で支えたいという思いが、今回の取組に対する本
校職員の本懐

•本校職員の熱量と労力によって実現した本実践が、今後、全国で展開され
るであろうオンライン授業を支えるひとつの実践


