
１ はじめに 

今般の新型コロナウイルス感染症は、これまで

各学校で取り組んでこられた教育活動を一時停止

させるとともに、学校が社会の中で果たす役割を

改めて問い直すものとなりました。 

休校に伴い、家庭で過ごす児童生徒のストレス

の蓄積が懸念される旨の報道が連日なされますが、

自分たちにできる可能性を模索し、児童生徒とつ

ながろうと試行錯誤する先生方にかかる負担の大

きさも想像に難くありません。子どもたちとの感

動の出会いをし、さあ、これから教育活動に専念

しようとしていた矢先の授業ができないもどかし

さ、児童生徒とのかかわりで心を通い合わせる喜

びを味わうことができない辛さはいかばかりかと

思います。  

 これまで教育センターは、先生方の教育活動の

質の向上に資する学びの機会を提供してきました

が、感染症拡大防止の観点から年度始めのほぼ全

ての集合型研修をやむを得ず中止としました。入

念に準備を進めてきただけに残念な気持ちでいっ

ぱいなのは否めませんが、集合型研修ができなか

った代替として、教育センター所長講話や各種研

修の概要を動画撮影しオンデマンドで配信する取

組も行いました。 

1  「20代教職員とのかかわり方・育て方・活かし方 20 代ホン

ネアンケート」（「教職研修」2016 年 12月号 p.26 教育開発研究

所刊） 

 ＩＣＴの活用については、休校の措置が取られ

るや、テレビ会議システムを活用した遠隔授業を

始めた学校がありました。学力向上のために果敢

に新たな取組に挑戦しようとする先生方に心から

敬意を表するとともに、これまで同様今後とも教

育センターのスタッフでサポートさせていただき

ます。別紙に「児童生徒の学びを止めないＩＣＴ

活用」をまとめましたので、参考にしてください。 

２ 育てたいのは自己有用感 

 さて、ここに、ある出版社が全国の 20代の教職

員に対して行ったアンケート結果があります。1そ

こには彼ら特有の悩みが赤裸々に綴られていまし

た。 

「納得のいく授業ができないにも関わらず、授

業の準備に費やす時間が少ない」、「仕事の優先順

位が付けられず、勤務時間が長くなる」というタ

イムマネジメントの問題、「一人職なので周りの人

に相談しづらい。職務について理解してもらいに

くい」という孤立や抱え込みの問題、「先生方との

意見の相違」「保護者対応、特に授業公開日や懇談

会、問題が生起したときの対応などとても気を遣

う」などの人間関係構築の問題・・・現在深刻な問

題となっている早期の離職、休職や教員のなり手 

こんな毎日だからこそ、こんな校内研修を
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不足は、これらの悩みが長期化したり重なったり

して苦しんでいることがその一因かもしれません。

わが国の若者は自分に自信がもてず人間関係に不

安を感じたり、諸外国と比べて自尊感情が低かっ

たりする状況にあることは種々の国際調査の結果

から明らかですが、本来、無限の可能性をもとに

いきいきと躍動する若い世代の教職員が十分にそ

の力を発揮できないことは大きな損失です。なん

とか、彼らが自己有用感をもつことができる場を、

わたしたち同僚の努力で用意したいものです。 

３ 若手の“強み”の活用を 

 ここで述べたいのは、そのような若手のもつ“強

み”に着目し、それを最大限活かす取組を、ぜひと

も各校で実現させていただきたい、というお願い

です。 

 例えば前述の遠隔授業は、学校と子どもがオン

ラインでつながり、学習面と心理面の両面でサポ

ートすること、登校がかなわず家庭に子どもたち

がいる状況にあっても、学習を継続できる環境を

創るうえで大きなメリットがあります。ただ、そ

のメリットは誰もが感じていても、実際にどうや

ってはじめの一歩を踏み出せばよいのか躊躇する

先生も少なくないのではないでしょうか。そんな

ときに活躍を期待したいのが、デジタル世代と呼

ばれる若手の存在です。例えば、はじめの一歩と

して、手元を撮影しプリントに書き込みながら音

声を吹き込む（プリントとスマホさえあればＯＫ）。

次のステップとしてパワーポイントに音声を付け

て動画にする、さらには、授業動画を撮影し動画

共有サイトにアップする…などなど、若手から

様々なアイディアが飛び出してくるかもしれませ

ん。専門用語には尻込みしがちな先生も、「オンデ

マンドって言うのは、自分の好きなときにネット 

にアクセスして映像や音声を再生することです

よ。」、「オンライン授業は、例えば動画を配信する

ことで、授業の一部を代替する授業方式ですよ。」

などと教わることで、自分もやってみようとする

際のハードルは低くなることでしょう。このよう

にして、例えば若手にＩＣＴリーダー担わせるこ

とで、国難ともいえるコロナウイルス感染症にか

かる教育活動の停滞を打破しようとするモチベー

ションが高まり、責任感や自信が育つことでしょ

う。 

４ 組織で人材育成を 

 集合型研修が中止となり、やむを得ず校内での

自主研修をお願いしている状況ですが、そのとき

着目したいのは中堅教諭等資質向上研修、あるい

は教職経験６年目研修の該当年度の先生方の存在

です。 

 教育公務員特例法では、中堅教諭等資質向上研

修について、学校運営等において中核的な役割を

果たすことが期待されるこの期の先生方が、職務

を遂行する上で必要とされる資質の向上を図るた

めに行うと規定しています。つまりミドルリーダ

ーとしての自覚を基に、自己の成長だけではなく

学校組織全体に目配りし、同僚や後進を育成する

ことが期待されているのです。その際、必ずしも

中堅教員が何でもやってしまうのではなく、教育

活動や分掌間をつなぐコーディネーターとして若

手を活用する視点をもっていただきたいのです。

このことがまたとない体験を積ませることにつな

がり、結果として若手の力量形成が実現できるの

ではないでしょうか。 

同時に、教職経験６年目研修の該当の先生方に

も、校内研修（ＯＪＴ）の伴走役としての活躍を期

待しています。１年間の研修を通して、教諭とし 



ての得意分野の開発・ 探究を図るとともに、児童

生徒等の理解を深め、同僚と協力して学校課題に

対応する能力を身に付けることを研修のねらいと

して謳っています。例年は、学校会場研修で先輩

の授業を見て学ぶ機会を設けていましたが、今年

度は開催することができません。その分だけ、例

えば経験豊富な先生の授業を見せてもらうときに

後輩にも声をかけ、ともに児童生徒が主体となる

授業づくりの在り方について考えるといった取組

を続けることで、６年目の先生方に対する信頼感

や同僚性が育まれることでしょう。 

 下図は、昨今の若手教職員の増加を受け、各学

校で導入されているメンター・メンティ制度を表

したものです。メンターは中堅教諭資質向上研修

の先生が務めることも有効です。初任の頃に受け

た指導や受講した研修をヒントに研修を企画する

とよいでしょう。経験の浅い先生が一生懸命やろ

うとすることをバックアップしてくれる雰囲気や、

ベテランの先生の理解と協力がメンターチームの 

充実した研修を後押しすることになります。 

結びに、昨年度の初任者が１年間の初任研を終

えた際に記載したアンケートの一文をご紹介しま

す。   

『先生方はお忙しいのに、いつも指導・助言や

支援をしていただき感謝しています。自分の教科

ばかりではなく、様々な教科の授業を見せていた

だいたことで、多様な授業の進め方・生徒との関

わり方など、実に多くのことを学ぶことができま

した。不足している点を的確に示していただいた

ことも成長のきっかけになったように思います。

２年目になってもこの気持ちを忘れず、先生方か

ら学ぶ姿勢を大切にしたいです。』 

新型コロナウィルス感染症の影響でこれまでと

異なる対応が迫られる毎日ですが、外部との連携

が図りにくい今だからこそ、校内に目を向け校内

研修を充実させていただくようお願いします。今

年度末もこのような若手の声を聴けることを楽し

みにしています。 



児童生徒の学びを止めないＩＣＴ活用 島根県教育センター
研究・情報スタッフ

昨今の新型コロナウイルス感染症の影響の中で、各学校が引き続き円滑な教育活動を展開するために
は、ICTを有効に活用した児童生徒支援が重要となります。
各市町村教育委員会並びに各学校の更なるICT活用を支援するために、島根県教育委員
会並びに島根県教育センターでは 5月14日にWebサイトに特設ページを開設しました。
集合型研修が難しい今、教育センターWebサイトに掲載した資料を活用したOJTを実施
していただくことにより、登校できない児童生徒の学びを支える学校を支援しています。

［開設Webページ （2020.5/20現在）］
教育センターWebサイト公開内容は

次項にもつづきます

今回、島根県教育委員会並びに島根県
教育センターが公開した“動画配信マニュ
アル”として掲載した内容は“オンデマン
ド型”についてです。
実は“動画配信”と言っても様々な形態が
あり、厳密には“リアルタイム”か“オンデ
マンド”かで、まずは大きく分けられます。
“オンデマンド型”とは、ここでは“ラ

イブ配信ではない、利用者からの要求に
応じて個々に映像が配信される事”と定義
しています。つまり、教員が作成した動
画を、児童生徒は都合の良い時間に見る。
それが“オンデマンド”の大きな良さとい
うわけです。
“動画配信マニュアル”としては、最終

的には以下のような動画配信ページ完成
例をイメージして、児童生徒と学校との
関係を大切にして頂くことをねらいの一
つとして作成しています。

▼“オンデマンド型動画配信”とは 

［動画配信ページ 完成イメージ］

▼「解説動画」とは 
マニュアルと合わせて見て頂くと理解
しやすい“解説動画”も合わせて公開して
います。
パソコン画面の
動きを実際の手順
に合わせて収録、
紙のマニュアルを
補完しています。 ［解説動画 一例］



学びを止めないためには、
やはり「授業に近いような
形の手立てが必要だ」とい
う声も多く聞いています。
また、実際に“授業”に関
する動画を作ろうとなると
「どのようなものを作った
らよいか分からない」、
「参考になるようなものは
ないだろうか 」…という
声もお寄せ頂いていました
ので、外国語（中３～高１
程度）、数学（高１程度）、
国語（高１程度）をいずれ
も約７分～９分のサンプル
動画として作成・公開しています。ぜひ参考にしてく
ださい。

アクセスはこちら ニーズが高まる“同時双方向型のオンラインシステム”についても今後公開予定です。
URL https://www.pref.shimane.lg.jp/education/kyoiku/kikan/matsue_ec/kyouiku_jhouhou/manabi.html
島根県教育センター 検索 「TOPページ」 「児童生徒の学びを止めないＩＣＴ活用」バナーより

…サンプル動画を作成して………………

黒板や提示用スライドに板書しながら授業者の姿
を含めて撮影したり、音声付きスライドだけを動画
にしたり、また、スライドに授業者の動画を固定で
埋め込んで作成したりするなど、一口に動画の授業
と言っても、いろいろなパターンがあることが分か
りました。子どもたちの姿を思い描きながら、授業
の内容に合わせて動画の授業を設計してみました。
しかし、動画を作成するにあたって、思い通りに
いかないこともたくさん出てきました。
・著作権は大丈夫 
・明るさが足りない
・カメラワークって思ったよりも難しい
・撮影中に雑音が入ってしまう
・思ったようなスライドが作れない
・動画編集は大変そう など。
これらは実際に動画作成に向けて自分たちが動い
てみないと分からない課題でした。学校現場でもい
ろいろな課題が出てくるかもしれません。授業者一
人でこれらの課題は解決できません。周りの人と協
力しながら、「まずはやってみよう 」と動くこと
から始めてみてはいかがでしょうか。

（島根県教育センター 企画幹 高田純子）

▼“サンプル動画”も公開しています

マニュアルと動画閲覧にはパスワードが必要です。市町村教育委員会もしくは教育指導課(0852-22-5421)まで

マニュアルは全22P。留意事項として教育委員会の
許諾の事、著作権の事、準備するもの、このマニュア
ルでできること等完成イメージを持って作成をスター
トし、動画作成の「なぜ 」という疑問にもできるだ
けこたえる形で作成しています。
例えば「なぜ、動画共有サイトに登録しないといけ
ないのか 」、「クリエイティブコモンズライセンス
とは 」、「なぜ、動画のサイズを縮小する必要があ
るのか 」等、知っているよ
うで知らない「なぜ 」も網
羅しています。また、どうす
れば児童生徒が見る時に困ら
ない動画配信ができるのかな
ど、動画を作って終わりでは
なく、きちんと伝える工夫ま
で紹介しています。

▼マニュアルでは“なぜ ”を多数解説

新型コロナウィルス感染拡大防止に伴う休校措置が
全国で行われている最中、同時双方向型のオンライン
指導を通じた家庭学習等が話題になり、児童生徒が学
校に登校できない状況の中、“学びを絶やさない”、
“学校と児童生徒とのつながりを絶やさない”というね
らいを持った様々な学校の取組が紹介されることもあ
りました。
しかしながら、これまで行ってきた授業をそのまま
同時双方向型オンラインシステムを使用して、リアル
タイムで配信した実践例では、「生徒の集中力が続か
なかった」「接続時間が長く、端末の接続容量制限に
引っかかった」等の声も聞かれていました。
ここでは改めて、同時双方向型のオンライン指導を
始めるにあたって必要な視点をいくつか挙げてみます。
□各家庭に、接続端末やネット環境がありますか 
□いつ、どれぐらいの時間接続予定ですか 
□児童生徒が、端末を操作できますか 
□何人が参加する予定ですか 
□開催をどうやって知らせますか 
□接続端末がうまくつながらない生徒のその場での
対応とその後のフォローは誰が行いますか 
□これらの議論を教職員の間で一度は行いましたか 

例えば、配信内容が授業に準じたものであるならば、
これまで行ってきた授業の“どの場面”を“どんな手段”
に置き換えれば最も効果的でしょうか 

▼同時双方向型のオンライン指導について


