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はじめに
新しい感染症流行のニュースが流れても、それは遠い国の出来事で、パンデ
ミックという言葉もメディアが声高に叫ぶだけで現実味を帯びることはなかっ
た。しかし、2019 年末頃に中国武漢で発生したとされる新型コロナウイルスは
瞬く間に世界に広がり、私たちの暮らしや人間関係、そして社会に大きな影響
を与えている。2020 年 3 月、WHO はパンデミックを宣言し、with コロナ時代
となった。
我が国においては、安倍首相が 2020 年 2 月 27 日に、全国全ての小学校、中
学校、高等学校、特別支援学校に対して 3 月 2 日から春休みまで臨時休業を行
うよう要請し、現場はその対応に追われることになり、既に春休みだった大学
においても、卒業式や入学式を中止し、ゴールデンウイーク明けまで授業を延
期し、その後に向けた遠隔授業への対応を迫られた。コロナ禍という言葉が生
まれ、社会活動はもちろんのこと、教育においてもほとんどの活動を制約され
ることになった。
このコロナ禍において、私たちが参考にすべきは、過去の感染症の流行での
社会変革の様子や教育現場の対応だ。過去に起こったパンデミックとして、14
世紀にヨーロッパで流行したペスト、19 世紀から 20 世紀にかけて流行したコ
レラ、そして、1918 年から 19 年にかけて大流行したスペインかぜ（H1N1 亜
型インフルエンザ）がある。ペストやコレラの流行において、当時の制度が現
在と大きく異なるため、教育に関して参考にすべき例はないが、流行時や流行
後に社会がどうだったか、参考になる。ペスト流行時、人々は患者の視線によ
る感染を疑い、視線から逃れようと家族は患者を見捨て、社会不安の中で魔女
狩りが行われた。また、都市の人口激減による人手不足で市民の収入が増えて
市民社会が成立し、火薬や活版印刷機の発明などの歴史的なイノベーションに
つながり、生産の資本集約化をもたらして封建社会から資本主義社会への移行
段階と位置づけられる絶対王政が確立し、文化面ではルネサンスが勃興する契
機となった。ペストによるパンデミックは底流としてあった社会の変革を急激
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に起こした。コレラによるパンデミックは、ヨーロッパ人が指揮をとる衛生制
度が植民地にも導入されて衛生改善が行われて住民の福利厚生に貢献したが、
一方で、先進国による帝国主義植民地支配を強化した。

1918 年から 19 年にかけて大流行したスペインかぜは、死亡者が世界人口約
20 億人のうち 2000 万人から 4500 万人、日本国内でも 50 万人程度とされてお
り、同時期に戦われた第一次世界大戦の戦死者約 1000 万人の数倍の命を奪い、
社会に深刻な影響を与えた。スペインかぜパンデミックは第一次世界大戦の終
結を早め、一方でパンデミック後の貧困世帯の増加が第二次世界大戦の遠因と
なった。大戦下でもあり、スペインかぜに関する具体的な資料は軍に関するも
のが大半で教育に関するものは少ないが、胎児・乳幼児期における感染症の流
行はその後の児童の認知能力・健康状態に影響するという報告がある。兵営と
学校が感染拡大の起点となったと見なされて、我が国において学校は４日間か
ら 10 日間程度休校措置が取られた。1921 年（大正 10 年）1 月に内務大臣から
発せられた流行性感冒の予防要項には
二、学校、幼稚園等
（一）昇校停止

イ、職員、生徒、児童にして罹患せるものの又罹患の疑あるも

のは直に昇校を停止すること。· · · · · ·
（二）学校閉鎖

学校内、学校所在地及其の近傍に於いて患者発生の場合は状況

に依り速に全校又は其の一部を閉鎖すること。
（三）流行時には遠足、運動会、早朝の昇校等に付考慮すること。
（四）幼稚園に於いては前記各号に準じ処置すること。
などが記載されている。しかしながら、教育関係者の考えや教育現場の具体的
な措置内容等について、まとまった資料は見当たらない。
新型コロナのパンデミックの中で、教育に携わる者が何を考え、教育現場は
どんな対応をしているのか、そして、何を目指そうとしているのか、現在進行
形だからこそ、それをまとめて書き記して後世に残すことが重要であると思い、
中部大学 現代教育学研究所長 深谷圭助先生に本にまとめることをお勧めした。
本書は、「新型コロナウイルス感染症により、教育が直面した課題とその解決
に向けた取り組み」について調査し、
「ポスト・コロナ時代の教育への展望」を
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扱う。
彬子女王殿下には、本書の主旨にご賛同頂き、ご寄稿を快諾して頂きました
ことをこの場を借りて厚く御礼申し上げます。東北大学堀田龍也先生、名古屋
大学内田良先生、白梅学園大学無藤隆先生には、コロナ禍において学校教育は
どんな危機に直面したのか、直面しているのか、解決すべき課題は何か、につ
いて、高所からご寄稿頂きました。また、小学校と中学校の現場に精通されて
いる岡田治美先生と水谷年孝先生から、コロナ禍での教育現場対応とその課題
について、ご寄稿頂きました。さらに、Edmund Lim 先生から比較教育学の立
場からシンガポールでの対応をご報告頂きました。各位に感謝致します。ま
た、中部大学現代教育学研究所のメンバーから、幼稚園、特別支援学校、大学
についてコロナ禍でどんな対応をしているのか、また、その課題は何か、を報
告してもらうとともに、韓国や中国での教育現場はどうかも報告してもらいま
した。また、ポスト・コロナ時代の学校像についても報告してもらいました。
本書がコロナ禍の下で書かれた教育関係の資料として後世の参考になれば幸
いです。

中部大学現代教育学部長

佐野充
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特別寄稿
伝えること

伝わること

―心游舎のオンラインセッションを通して―

彬子女王

子どもたちに本物の日本文化を伝えたい。

そんなことを考え出したのはいつのことだっただろうか。

私は英国のオックスフォード大学で計 6 年間の留学生活を送った。大学 2 年
生だった 19 歳の時に 1 年間、大学を卒業してから 5 年間である。学部留学当
時のマートン・カレッジの学部生で日本人は私一人だった。日本に関する問題
は、政治・経済・歴史・文学問わず、当然の如くすべて「アキコに聞け」とい
うことになる。日本にいた時は「専門ではないのでわかりません」と言えたこ
とが、英国では「自分の国のことなのになぜわからないのか？」と言われてし
まう。聞かれた質問には、私にはよくわからないことも少なからずあり、そこ
で私は自分がいかに日本について知らなかったかを思い知らされたのである。
英国人は、自国の歴史や文化についてとてもよく知っている。いくら理系で
あっても、シェイクスピアの話になるときちんと話が出来る人たちがたくさん
いる。オペラやクラシックのコンサート、バレエ鑑賞などに日常的に出かける
人も多い。日本人で、外国の人たちに対して源氏物語の話を出来る人たちがど
れだけいるだろうか。私は、オックスフォードで、日本文学の高名な研究者で
あったドナルド・キーン先生に、源氏物語の魅力とその歴史的な意義について
長時間にわたり、ご説明を受けたことがある。外国の方が自分の国の文化と歴
史について、愛情をこめてその場におられたほかの方たちに対して発信してく
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ださっているのを、私は頷きながら聞くことしかできなかった。そのとき私は、
日本人としてそれをとても恥ずかしく思ったのである。
それと同時に、自分が「日本人である」ということも留学して初めて実感し
た。日本にいる間は、周りはほとんど日本人。いわゆる「外人」のほうが異質
な存在である。取り立てて自分が日本人だと意識することはほとんどなかった。
でも、英国の地では日本人である自分が「外人」になる。英国人ばかりではな
く、世界中の様々な国の人たちと知り合えたことで、文化や言葉、習慣の違い
を肌で感じることができたのは、本当に幸運なことだった。
それに、現代のような情報化社会にあって、「日本人はみんなお寿司が握れ
る」とか「忍者はリアルにまだ存在する」とか、いわゆるフジヤマ・ゲイシャ・
サムライといった、前時代的な偏った日本イメージが未だにまかり通っている
ことにも驚いた。そんなこともあり、日本の代表としてきちんと日本のことを
勉強し、正しい知識をもって海外の人たちに伝えて行きたいという気持ちがこ
の頃から芽生えてきたように思う。
そして私は専攻を日本美術に変え、海外において日本美術に対する理解が時
代によってどのように変化していったのかをテーマに博士論文を書いた。留学
生活を終えて帰国し、京都で働くようになると、京都を中心として活動される
様々な作家さんや職人さんとお目にかかる機会が自然と増えていく。そこで皆
さんが口を揃えておっしゃるのが、このままでは伝統的な日本文化は残ってい
かないという切実な思いだった。
文化というものは、生活の中に息づいてこそ文化と言えると私は思う。床の
間に飾られる絵画も、浮世絵も陶磁器も漆器も根付も、すべて日本人の生活
の中にあり、実際に使われていたもの。それなのに、美術館や博物館のガラス
ケースの中で「鑑賞する」ものになってしまったせいで、急激に生活の中から
離れてしまったような気がする。
私は、着物を 1 か月に 1、2 度は着る習慣があるけれど、今は着物を全く着な
いとか、余程特別なお祝いなどでない限り着ない日本人がたくさんいる。親が
着物を着ないから子どもも着物を着なくなるし、親が和菓子を食べないから子
どもも和菓子を食べなくなっていく。文化は人々の生活と共に生き、変化し続
けるものであり、その動きが止まった時点で形式化し、息をしないものになっ
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てしまう。現代社会の生活の中に取り入れ、生かしていかなければ、日本文化
は次々と過去の遺物になっていきかねない。日本の未来を担っていく子どもた
ちが、「畳でごろごろするのがしあわせ」「ご飯とお味噌汁の組み合わせって最
高」
「床の間にお花が活けてあるっていいね」などと思ってくれなければ、日本
文化は未来に残っていかない。様々な日本文化を生活の中に取り入れるきっか
け作りをできないかと考えたのが、心游舎の始まりだった。
心游舎の活動の中心は、子どもたちが生きた日本文化を自ら体験することの
できるワークショップの主催。祭、伝統芸能・工芸など、日本文化の本当のよ
さや魅力は、鑑賞することではなく、体験・体感することによって伝わるものだ
と思うからである。今まで開催したワークショップはもう数えきれない。石清
水八幡宮の御花神饌、太宰府天満宮の和菓子と日本茶、一休さんのお寺である
大徳寺真珠庵や全国の天満宮を会場に行っている辞書引き学習のワークショッ
プや、出雲大社でのキッズキャンプは毎年恒例となった。他にも能、歌舞伎、
匂い袋や竹籠作り、有職装束、墨絵、東日本大震災の被災地でのワークショッ
プや大人向けの講演会など、多種多様なテーマで開催してきた。
講師になっていただいているのは、歌舞伎俳優の中村勘九郎さん、七之助さ
ん、日本画家の神戸智行さん、九谷焼の上出惠悟さん、和菓子の虎屋さんや鈴
懸さんなど、第一線で活躍される日本文化の担い手の方たち。「子どもには早
すぎる」「子どもにはもったいない」ではなく、
「子どもだからこそ」本物の日
本文化に早くから触れてほしい。初めて飲んだお抹茶がおいしくなければ、初
めて見た歌舞伎が面白くなければ、また飲みたい、また見たいとは思えなくな
るから。だからこそ、本物の人たちに本物の日本文化を本気で伝えてもらって
いる。自分がやってみて楽しくないものは、子どもたちも絶対に楽しくない。
「私が子どものころにこんなことできたら楽しかっただろうな」と思えること
だけを企画している。
活動の原動力は、なんといっても子どもたちの笑顔である。「楽しかった！」
「次は何やるの？」「また来るね」一つ一つの言葉が本当に大きな励みになって
いる。楽しかった思い出は記憶に残る。今はそれが何だったのかわからなくて
も、5 年後、10 年後にその記憶の種が芽を出して、「あの子どもの頃作ってい
た御花って、こんな大切なお祭りに使う御花だったのか」とか「幼稚園の和菓
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子のワークショップを通じて和菓子が好きになった」などと思ってくれたらと
願っている。楽しかった思い出を大切にすることが日本文化を大切にすること
へとつながっていく。いつ芽が出るか、もしかしたら一生芽を出さない種かも
しれないけれど、未来の日本のために、この記憶の種を子どもたちの心に蒔く
作業を、心游舎の活動を通して続けて行きたいと思っている。
そんな心游舎のワークショップも、新型コロナウイルスの感染拡大により、
中止や延期を余儀なくされた。何の活動もできない状況が続く中で、何かでき
ることはないかとスタッフ一同頭を悩ませた結果、始めたのが Zoom を使った
オンライントークセッションの配信である。うっかり口を滑らせて余計なこと
を言いがちな私が出演するということもあり、生配信に対して当初は消極的な
意見もあった。ただ、自粛期間が続き、オンラインで何かをすることに対する
ハードルが世間でも徐々に低くなっていく中で、だんだんとスタッフの空気感
も変わってきた。「こういうときだからできない」ではなく、「こういうときだ
からこそできることを」と、令和 2（2020）年 5 月 24 日、神職の理事一同によ
る「祈り」をテーマにしたトークセッションを配信することにしたのである。
配信することが決まってからも、ひと騒ぎあった。なにしろパソコンは不得
手な人が多い神職チーム。「Zoom って何よ？」というところから始まり、ログ
インできないとか、画面が横向きのままだとか、声が聞こえないとか、とにか
く裏側はてんやわんや。原稿を夜中までかかって書き、緊張で眠れなかったと
いう人もいた。でも、本番となるとやはり場数を踏んでいる神職さんたちは強
い。さっきまでのどたばたなど嘘のように、新型コロナウイルスの感染が広が
る中で、各神社がどのような取り組みをされているのか、祈りの場としての神
社の役割をどのように考えておられるのかなど、皆さんがしっかりと意見を紡
いでいかれる。数十分前の状況とのあまりの違いに、真面目なお話をしてくだ
さっているのにもかかわらず、私はくすくす笑いが止まらなくなってしまうほ
ど。視聴者の方からチャットで送られてくる質問にも適宜回答しながら、初め
てのオンラインセッションはあっという間に幕を閉じた。
心游舎の会員以外の方も、申し込みをすれば誰でも無料で参加できる形にし
たため、初回は我々の予想をはるかに上回る 160 人以上の方たちが視聴してく
ださり、「殺伐とした世の中で、祈りというテーマのお話に心が穏やかになっ
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た」
「祈りを通して、コロナのことを考えることができた」など、あたたかい感
想をたくさんいただいた。海外から視聴してくださった方もいて、心游舎の進
むべき新たな道筋を見出せた瞬間であったと思う。
セッション終了後、そういえば皇族でオンライン配信をしたのは史上初で
あったのではないかと思い、視聴してくれていた宮内記者会の人に言ったら、
「そういえばそうですね」とあっさり言われたことにも笑ってしまった。どう
やら「彬子様ならこんなことやりそう」と思われる想像の範囲内であったらし
く、新しい取り組みだという視点で見ていなかったと言われた。まあ、新しい
ことを始めるというのは意外とそんなものなのかもしれない。
以来、1 か月に二回程度のペースで、心游舎では毎月オンラインセッション
を開催している。参加者は見るだけ、質問はチャットで、のウェビナー形式の
セッションは、お茶、夏越の祓、日本神話、日本のお菓子など、様々なテーマ
で行っていて、平均して 40〜50 人くらいの方たちが参加してくださっている。
毎回欠かさず参加してくださっている方もいるし、オンラインセッションを始
めてから、心游舎の会員になってくださる方も増えた。「子どもがいないから
会員になっても · · · · · · と思っていたけれど、こういう催しに参加できるならぜ
ひ」とか、
「静岡にいるので、なかなか地方でやっているイベントに参加できな
かったけれど、オンラインで参加できるなら」とか。そして、私は画面の向こ
うの参加者の皆さんのお顔は見られないのだけれど、皆さんは毎月私の顔を画
面越しに見るせいでかなり頻繁に「会っている」気分になるらしい。数か月ぶ
りに会った友人にも、「先週もオンラインセッションで拝見しているので、久
しぶりの気がしない」と言われたし、ご自宅のパソコンやスマートフォン越し
に私を見るので、とても身近にいる感じがするそうだ。そのように感じていた
だけるようになったのも、オンラインセッションの良さの一つであると思う。
通常のワークショップや講演会は、講師一人にお願いしているが、オンライ
ンの場合は、司会と私を含め大体 4 人のパネリストでお話をするようにしてい
る。スマートフォンでご覧になる方は、一画面に収まるのが大体 4 人なのだそ
うで、パネリスト全員が収まった方が見やすいということと、一人がしゃべり
続けるのを聞くのは、集中力が続かないという意見があったからである。小さ
な画面を見続けるというのは、意外と疲れる。一人でしゃべるのは 5 分以内と
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打ち合わせの時にお伝えし、一人がしゃべっている時も、パネリストには「そ
うなんですね」とか「知らなかったです」などと、相槌を打つようにしてもら
い、みんなで会話をするように心がけている。その方が、講演会を延々と聞く
のではなく、お茶の間でテレビを見ているような感覚で、一緒に楽しんでもら
えるのではないかと思うからである。

Zoom ミーティング形式で、参加者の皆さんに顔を出してもらい、パネリスト
と直接対話をしながら進めるオンラインワークショップも開催している。ウェ
ビナーのトークセッションは、大人からの人気が高いのだが、子どもが長時間
パソコンの前に座って話を聞くことが難しいのと、普段子ども相手に話をする
ことに慣れていないパネリストの皆さんの話がどうしても専門的になりがちな
こともあり、子どもの参加者の数はウェビナーの場合はあまり多くない。でも、
子どもたちに日本文化を伝えるために始めた団体で、子どもたちに日本文化を
伝えられないのでは意味がない。なんとか子ども向けのワークショップができ
ないかと頭を悩ませ、出てきた答えは「困ったときの辞書引き学習」だった。
心游舎は創設当初から、毎年中部大学の深谷圭助先生にお願いして、辞書引
き学習のワークショップをして頂いている。
「辞書引きが日本文化？」と思われ
る方もおられるかもしれないが、日本語をきちんと話せるようになることが、
日本文化を正しく理解する第一歩だと私は思っている。私は子どものころ、暇
な時間によく辞書を読んでいた。同じ読み方で漢字が違う言葉がこんなにある
のか、とか。確かあの言葉を調べたときに、下の段にこんな言葉が載っていた
気がする · · · · · · とか。辞書を読んでいたおかげで知った言葉がたくさんあった
し、普段使っている言葉の別の意味を知って、はっとする瞬間が好きだった。
電子辞書やインターネットで言葉が調べられる時代だけれど、未だに気になる
言葉があると辞書で調べてしまうのは、この頃からの習性かもしれない。
オンラインでの辞書引き学習のワークショップも、何度もしていらっしゃる
深谷先生。ご家庭にある辞書と付箋を用意するだけで開催できるという利点も
あり、参加者はあっという間に集まった。いつもは学問の神様である菅原道真
公をお祀りする全国の天満宮を回って開催している心游舎の辞書引き学習。今
回は、天神様のご縁日である 7 月 25 日に、太宰府天満宮の神職さんに天神様
のお話を聞かせていただきつつ、開催することになった。

伝えること
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元来負けず嫌いな私は、辞書引き学習のときは、英語の辞書などを使って参
加し、子どもたちより先に「100 枚終わった！」と手を挙げたりするので、深
谷先生に大人げないといつもあきれられている。今回も中高時代に使っていた
古語辞典を使って参加。「途中から彬子様は頭頂部しか映っていないんですけ
ど」と言われるくらい夢中になっていた。

1 時間という時間制限もあり、通常のワークショップより、辞書引きに割いて
もらえる時間は自然と少なくなってしまうが、子どもたちは真剣に取り組んで
いたし、
「何枚貼れた？」
「おもしろい言葉発見した？」などと聞いて答えが返っ
てくるのがうれしかった。たくさんの付箋を辞書に貼った子どもたちが画面の
向こう側にたくさん並んでいる様子を見て、いつもの心游舎のワークショップ
の景色だと、涙が出そうになってしまったのだった。
当初は、参加者が 30 人もいたら画面のコントロールがしにくくなるからと、
心游舎の事務局からはウェビナー形式でやることを提案されていた。でも、他
の子どもの様子がわかった方が子ども同士絶対に励みになるし、直接先生と会
話ができた方が今後のやる気も出るはず。なんとか説得して、先生のお話の間
は画面オフ、音声オフ、辞書引きが始まったら画面オン、音声オフで、話しか
けられた時だけ音声オンにするという約束を徹底するということで、ミーティ
ング形式でやることを認めてもらった。皆さんがルールをきちんと守ってくだ
さったこともあり、然したる混乱もなく、終了後のアンケートでも「子どもた
ちが楽しそうに辞書を引いている姿を見られてよかった」「自宅でリラックス
しながら参加できるのはいいなと思った」などという感想を多数いただいた。
事務局からも、
「これができたら、あとは何人でも大丈夫！」と太鼓判を押して
もらい、以来ミーティング形式のワークショップを何度も開催している。
ただ、オンラインでワークショップをやることの難しさもある。やはりパソ
コンの画面を見続けるのは、1 時間半が限界であるように思う。大学でオンラ
イン授業をしていても感じるが、画面を見るのに集中することで、聞く力が散
漫になるのか、伝えた内容の 8 割くらいしか伝わっていないなと思うことが多
い。学生同士で少しずつ認識が違うこともよくある。画面の向こうにいる会っ
たことのない人とコミュニケーションをとるというのも、大人でも難しいのだ
から、子どもならなおさらである。
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対面で通常通りのワークショップを開催するときは、休憩などもはさみつつ、
大体 3 時間くらい。初めての子どもでも、ワークショップの始まる前から講師
やスタッフで話しかけ、コミュニケーションをとっていると、終了するころに
は会場の雰囲気になじんでくれるものなのだが、オンラインだと、参加するも
しないもボタン一つ。どうしても、空気感や温度感が伝わりきらないように感
じている。子ども向けのオンラインワークショップをするときに、いまひとつ
子どもの集まりがよくないのは、
「本物」に直接触れられる心游舎の良さが、画
面越しでは半減するように思われている方が多いからなのかもしれない。
京都産業大学の学生に、上賀茂神社で行う心游舎のワークショップを企画運
営してもらうという授業も、今年は授業開始からワークショップ終了まですべ
てオンライン。学生たちとも一度も顔を合わせないまま授業が終わるというの
は、なんとも複雑なものだった。今年は、細胞生物学者で、歌人の永田和宏先
生を講師に迎え、和歌をテーマにしたワークショップ。感染状況がどうなるか
見通せない中で授業をやるかどうかもかなり悩んだけれど、和歌であれば現地
開催でもオンライン開催でも、どちらに転んでも開催可能であろうという判断
で、例年通り開講することを決めた。
去年までの授業を受けたことがある学生も、オンラインでのワークショップ
開催はもちろん初めて。やったことがないものをイメージして作るというのは
難しいようで、学生同士意見が合わないことも多々あったし、直接会ったこと
のない学生同士で連携を取ってもらうのも容易ではなく、こちらは随分とやき
もきした。ただ、毎年のことなのだが、みんな本番までにきちんと合わせ、授
業のときからそれくらいのやる気を見せてくれたらいいのに、と思うくらい頑
張るのである。今年ももちろんそうだった。
例年は、1 回で終わらせるワークショップであるが、今年は 2 回に分けて開
催した。先生の和歌についてのお話を聞いてから、画面の向こうで、じゃあ詠
んでみてと言われても無理だろうと思ったからである。会場であれば、先生や
学生たちが子どもたちの間を回って、
「どんなことを歌に詠むの？」とか「こん
な言葉を使ってみたらいいんじゃない？」などとアドバイスをしながら進める
ことができるけれど、オンラインではそれが難しい。制限時間内に詠まなけれ
ばならないことがプレッシャーになって、出てくる言葉も出てこなくなってし

伝えること

伝わること―心游舎のオンラインセッションを通して―

9

まう子どももいるかもしれない。1 回目のワークショップで、和歌や短歌とは
どんなものかを知ってもらい、子どもたちは 10 日後の締め切りまでに歌を詠ん
で提出、2 週間後にオンライン歌会を開催するという形式をとることになった。
和歌に自分から興味を持つ子どもは少ないと思うし、親御さんにすすめられ
て参加した子どもがほとんどであっただろう。「なんだか難しそう」
「よくわか
らない」と緊張した面持ちの子どもたちが、永田先生が子どもの目線に合わせ
て、わかりやすく歌の説明をしてくださるのを聞いているうちに、だんだんや
わらかい表情になっていく。小学生の詠んだみずみずしい感性の歌や、歌はど
んな解釈をしても正解なんだという永田先生のお話、学生たちの作った和歌ク
イズなどを聞いて、
「こんな感じならできるかも」とでも思っているのか、わく
わくした顔に変わっていくのがまぶしかった。
数日後、送られてきた子どもたちの歌は、「おお！」と思わず声が出るほど
の名作揃い。何気ない日常風景や学校の様子、家族で出かけた思い出などを鮮
やかに切り取った素敵な歌がたくさんでき、大人たちは「こんな素直な気持ち
を持っていたのはいつ頃までだろうか」とうなだれていた。中には永田先生が
「投稿してくれたら僕は絶対に選ぶ」と絶賛された歌もあった。
オンライン歌会では、司会が歌を読み上げ、参加者の人たちから感想を聞き、
永田先生から講評を頂いて、実際の作者に手を挙げてもらい、どのような思い
で詠んだ歌なのかを発表してもらった。みんなが「このような思いで詠まれた
歌だろう」と解釈していたのに、作者に聞いたら全く違う意図が隠されていた
歌もあり、改めて歌を詠むことの面白さを知るひとときとなった。できあがっ
た歌は、10 月 1 日の上賀茂神社の月次祭の際にご神前にご奉納させていただ
き、後日歌集として参加者の皆さんのお手元にお届けした。「初めて和歌を詠
み、永田先生にも褒めていただき、頂いた立派なご本を大切にしまっているこ
とからも、この経験が本人にとって貴重なものであったことがわかります」と
いうご感想を親御さんからいただいた。ワークショップの思い出が形として残
るというのも、日本文化を生かすために大切なことなのだろうと改めて思った。
オンライン配信を始めてよかったことはたくさんある。何よりも、定期的に、
頻繁に配信を行うようになったことで、心游舎を会員の皆さんが身近に感じて
くださるようになったことが大きかったと思う。今までは、私も体が一つしか
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ないし、公的私的の仕事がある中で、心游舎のワークショップで全国を回るの
は、ひと月に 1 回、年間 10 回程度が限界だった。でも、オンライン配信は、イ
ンターネットの環境さえあれば、日本中どこにいても、前後の数時間予定を確
保することで可能になる。配信を始めたことで、より多くの方たちが心游舎の
活動に興味を持ってくださったし、お茶の楽しみ方やお米のおいしい炊き方、
年中行事の大切さなど、日常に役立つお話をすることが多いので、「早速今日
からやってみます」
「これから和菓子を買いに走ります」などと、すぐに実践し
てくださる方が増えた。日本文化を生活に取り入れるきっかけ作りをするとい
う意味では、大いに目標を達成できているのではないかと思っている。
今後、新型コロナウイルスの感染状況がどのように推移するかはわからない。
徐々に新しい生活様式が整っていく中で、従来通りの対面でのワークショップ
も様子を見ながら再開していきたいと思っている。やはり本物の空気に直に触
れることで、子どもが感じることの大きさは計り知れないものがあるからだ。
同時に、オンラインでの配信も頻度は減らすかもしれないが、対面のワーク
ショップと並行する形で続けていきたいと思っている。日本各地に見てくだ
さっている方がいる。海外からも見てくださっている方がいる。オンライン
セッションを通して生まれた心游舎の輪と和、そしてご縁を断ち切ることなく
これからもつなぎ、一つ一つの芽が大樹となるまでゆっくり育てていくために。
（京都産業大学日本文化研究所特別教授、心游舎総裁）
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緊急提言 コロナ禍における学校教育の危機




コロナ禍で思い知った
学校や教育委員会の情報化の大幅遅延
堀田

龍也

1. コロナ禍によって求められたオンライン授業
新型コロナウイルス感染症の流行により、令和 2 年 2 月 29 日に安倍晋三総
理大臣から、全国すべての小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の臨時休
業が要請されるという緊急事態を迎えることとなった。
要請後の休業期間中には、いわゆるオンライン授業ができた学校と、ICT 環
境が十分に整っていないなどの理由でそれができない学校の間には、子供たち
の教育機会の格差が見られ、マスコミ等では「ICT 環境整備が教育の質に影響
を与えているのではないか」と指摘する報道が見られた。
コロナウイルスによる学校の休業中、もちろん現場の教師たちは、子供たち
の学びを止めないために涙ぐましい努力を続けていた。中には、プリントを大
量に印刷し、学級の全家庭のポストに投函し、子供と直接接触しないように離
れたところから電話で確認する例もあった。
しかし、これらはオンラインで解決できることであった。学校に ICT インフ
ラが整っていれば、多くの子供たちとはオンラインで毎日のように会えたはず
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だし、子供たちの学びの状況を把握する教師の労力は少なくて済んだはずであ
る。オンラインでつなぐことができない家庭や、兄弟が多いなどの理由でオン
ライン授業への参加が難しい子供たちにこそ、学校が人手をかけるべきさまざ
まな対応が必要であった。機材に留まらないさまざまな課題が横たわるからで
ある。そこに注力するためにも、オンラインでつながることができる家庭を一
つでも増やしていくことは、今後想定されるさらなる感染拡大に対応するため
にも重要なことであったはずである。しかしそこには十分な努力が割かれたと
は言い難かった。
オンライン授業は確かに万能ではない。しかし、離れていてもある種の学び
を提供することができ、子供たちと教師たちがオンラインでつながりあうこと
ができるということを社会に可視化してみせた。
学校が再開したことを理由に、オンライン授業のこの効能を緊急時の対応
だったと矮小化した評価をしてはならない。次に備える必要があるためである。

2. コロナ禍で生じた学校教育の問題の本質
2.1

過剰過ぎた平等指向

コロナ禍におけるオンライン授業の取り組みをマスコミは連日報道した。教
師たちの苦労、子供たちや保護者の安心感などを取り上げる例が多かった。急
場の取り組みであるから、もちろん課題もたくさんあった。マスコミはこれら
の課題も合わせて報道すると同時に、次第に一斉休校がスタートして 3 カ月近
く経ってもオンライン授業を始めない地域に対して、疑問を呈するような報道
へと変化していった。
コロナ禍という緊急事態にあって、それでもオンライン授業を実施しなかっ
た理由でもっとも多く聞かれたのが「インターネット環境がない家庭もある、
教育格差が広がってしまう」というものだった。
しかしこれは過剰な平等意識による思考停止の典型的な例である。これまで
も、たとえば保護者会に来ることができない家庭があるから保護者会は中止と
していただろうか。運動会に保護者が来ることができない子供たちをそっと集
めて対応するようなこともこれまでにあったはずであり、それを理由に運動会
を中止することはなかったはずである。各行事等の個別の目的と、それを実現
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するための一般的な方法では対応できない家庭にどのように措置をするかとい
うことは別の話である。もちろん、そもそもそれは学校の仕事なのかといった
原則論はあるだろう。そうであってもこれまでは、子供たちや家庭の事情に対
応して学校は特例的に何らかの対応をしてきたはずである。
今回のコロナ禍は、平常時ではなく緊急事態であった。学校にある情報端末
を貸与したり、オンラインでつながることができない子供だけを分散登校させ
たりする工夫によって乗り越えた地域もある。教師たちの努力が、保護者から
見た熱心さ、ありがたさにつながっていた例はいくつも見られた。逆に言えば、
普段はさまざまな特例的な対応をしてきたにも関わらず、この危機にオンライ
ン授業を行わなかったことは、それによって子供たちや保護者、地域、そして
広く市民からの学校への信頼を失墜してしまったということに他ならないので
ある。
コロナ禍でオンライン授業ができなかった主因は、決して後述する ICT 環境
の整備の不十分さだけではない。プリントを印刷して配布した教師たちは、喜
んでそれを行なっていたわけではない。オンラインで子供たちとつながること
すら実現できない状況の中で、苦し紛れに対応したのである。その意味では、
学校がオンライン授業に挑戦することに対してリードできなかった教育委員会
には、学校の設置者として大きな責任がある。

2.2

ICT インフラの貧弱さの露呈

コロナ禍によって学校の ICT 環境整備が極めて貧弱であることが世間に可視
化された。それが結果として追い風となり、後述する GIGA スクール構想の前
倒しが決まるなど、国は非常に速い勢いで動くこととなった。この機会を利用
して適切な ICT 環境整備を行うことは、学校の設置者である自治体や教育委員
会の本気度を示すことになる。実際、コロナ禍によって ICT 環境整備の重要性
に気づいた首長によって、急いで補正予算を組むなどの対応をした地域がある。
十分な整備状況ではなかったにも関わらず、対応が可能な学校からオンライン
授業に取り組み、そのことを積極的にマスコミにアピールすることによって、
地元の保護者や地域の信頼を得た事例もある（たとえば佐藤（2020）による熊
本市教育委員会の事例など）。

14

序章

緊急提言

コロナ禍における学校教育の危機

自治体や教育委員会が後ろ向きであったことの背景には、地域の情報化の状
況が十分ではないという現実もあった。
内閣府の調査（2020）によれば、コロナ禍による学校の休業中にオンライン
授業を受けられた小・中学生の割合は、大都市圏では比較的高く、地方部では
低かった。これは、生活のインフラである情報端末やネットワーク環境の普及
の程度が、オンライン授業の実施に影響していることを意味する。
同調査によれば、オンライン授業を受けられた小・中学生の割合は、学校よ
りも学校以外の民間教育の方が高かった。学校がオンライン授業を実施できな
かった理由は、それぞれの立場で様々だったが、現場の教師たちの問題という
より学校の設置者である教育委員会の問題が大きかった。ICT 整備は、地方交
付税交付金による補助のもと、設置者の義務として行われてきたが、その結果、
自治体間格差は拡大の一途を辿っていた。さらに整備された ICT が学校でしか
使えないようにする過剰な整備がなされており、その背景には子供たちの情報
リテラシー教育を前提にしない管理指向があった。
多くの人が所持しているスマートフォンでテレビ電話ができるこの時代に、
また SNS 等で簡単にメッセージ交換ができているこの時代に、学校教育のセ
クターではオンライン授業すらできなかったということは、公教育に対する壮
絶な絶望感を生じさせてしまった。子供たちが毎日あれだけ活用しているス
マートフォンを規制し続けてきた学校は、肝心な時にオンライン授業すらでき
なかったという皮肉な結果となったのである。

2.3

標準授業時数のカウントを巡る問題

コロナ禍においてオンライン授業に取り組まなかった教育委員会の見解の根
拠となったことの 1 つに、オンライン授業は国が定める授業時数にカウントさ
れないという現実があった。子供たちの実際の学びをどのように保障するかと
いう話と、授業時数のカウントは同義ではないはずである。
授業時数としてカウントできるためには、教師が生徒を指導できる状況にあ
る必要があり、教室にいることが原則となっている。したがって現状の制度に
おいては、オンライン授業はあくまで家庭学習の一種であって、授業時数には
カウントされない。

3. ICT 環境整備の遅れが子供たちの学力にもたらす影響
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これに対して文部科学省は、コロナ禍が緊急事態であることを踏まえ、初等
中等教育局長通知として、「主たる教材である教科書及びそれと併用できる教
材等に基づく家庭学習を課すこと」とし、その際に「ICT や電話等を活用した
学習指導や学習相談を可能な限り行う」というフォローアップを求めた。その
後、学校の再開が近づくにあたっては、
「一定の要件を満たす場合には、学校の
再開後に再度授業において取り扱わないこととすることができること」「一部
の児童生徒への学習の定着が不十分である場合には、別途、個別に補習を実施
する、追加の家庭学習を適切に課すなどの必要な措置を講じること」といった
通知を出した。
かなり踏み込んだ感のあるこの表現は、オンライン授業等による質保証され
た家庭学習については、あらためて授業する必要がないこと、つまり授業時数
にはカウントしないが授業はしなくてよいということを示したものである。授
業時数外で学習保障をする方法として、オンライン授業が存在していることを
認めており、緊急事態のコロナ禍にあたっては事実上、授業時数のカウントを
柔軟に執り行うことを学校や設置者に任せるという通知であった。
しかし、先にも述べたように、オンライン授業は国が定める授業時数にカウ
ントされないからという理由でオンライン授業に取り組まなかった教育委員会
が存在した。このような硬直化した判断に行き着いた教育委員会の、設置者と
しての主体性が問われ直さなければならない。

3. ICT 環境整備の遅れが子供たちの学力にもたらす影響
今や、生活の中でほとんどの人がスマートフォンを持ち歩き、タブレットを
家庭でも利用し、仕事ではノートパソコンを持ち歩く時代である。生活でも仕
事でも、ICT を切り離すことはできない社会である。店舗での支払いもキャッ
シュレスになりつつある。さまざまな行政上の手続きもさらにオンライン化が
進むだろう。すでに ICT を活用するスキルがない人は職に就くことができない
時代となって久しい。終身雇用が崩壊し、即戦力が求められるようになってか
らは、スキル重視の評価が一般的である。これからさらに情報化が進む時代に
生きることになる子供たちに対する学校教育において、ICT は不要だ、予算も
少ないしといって整備を先送りにしてしまう感性は、社会の現実を見失ってい
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ると言わざるを得ない。

ICT 環境整備の先送りは、教師だけでなく子供たちの ICT 活用の機会を奪い、
伸びるべき能力を伸ばさずにいる。そんな結果が 2018 年に実施された PISA
の結果として公表され、社会を震撼させたのは記憶に新しい。

PISA とは「国際学習到達度調査」という名称であり、OECD（経済協力開発
機構）によって 3 年に 1 度実施されている。OECD が実施主体であるから、そ
の目的は、生徒が持つ能力が、経済活動への参画のための雇用の確保、生活水
準の向上に備えられているかである。義務教育が修了した 15 歳の生徒が持っ
ている知識や技能が、実生活の様々な場面で直面する課題にどの程度活用でき
るかを測ることを目的とした調査である。

2018 年の PISA では、日本の生徒の読解力（reading literacy）は、全参加国・
地域（79 カ国・地域）では 15 位であった。読解力は 8 段階に分類されている
が、我が国の生徒はレベル 1（最も基本的な知識・技能を身に付けていない）以
下の低得点層が 2015 年と比較して有意に増加していた。レベル 2（最小限に複
雑な課題をこなすことができる）も増加していた。このことは、読解力が著し
く身についていない下位生徒に十分な学習指導が行き届いていない可能性を示
している。

PISA における読解力では、読解対象の「テキスト」を、紙に書かれたもの
だけに留まらず、街中の看板等や、オンライン上の多様な形式を用いたデジタ
ルテキスト（Web サイト、投稿文、電子メールなど）まで含めている。それら
のテキスト中の情報にアクセスし、該当する情報を取り出し、字句の意味を理
解し、統合し、信ぴょう性を評価する能力を読解力と呼んでいる。日本人がイ
メージする文学作品のそれとは異なり現実指向である。
この読解力が年々下がっているという日本の 15 歳の現実をどのように捉え
ればよいのだろうか。

PISA2018 では、学力に対する調査のほかに、生徒の ICT 活用の調査も実施
している。その結果、我が国の生徒は、学校の授業（国語、数学、理科）にお
けるデジタル機器の利用時間が OECD 加盟国中最下位であった。「コンピュー
タを使って宿題をする」「学校の勉強のために、インターネット上のサイトを
見る」など授業外の ICT 活用頻度も OECD 加盟国中最下位であった。一方、

4. ICT 環境整備の遅れが教師の働き方にもたらす影響
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「ネット上でチャットをする」「一人用ゲームで遊ぶ」頻度の高い生徒の割合が

OECD 加盟国中トップであり、かつその増加の程度が著しかった。
すなわち我が国の子供たちは、ICT を遊びの道具としては極めて多く活用し
ているものの、ICT を学習の道具として活用する経験は OECD 諸国と比較して
極めて少ないということである。これは、我が国の ICT 環境整備の遅れが、子
供たちの ICT 活用経験の不足につながっており、PISA で求められるような実
用的な学力に影響を与え始めたことを示唆している。

4. ICT 環境整備の遅れが教師の働き方にもたらす影響
人口減少社会に突入して久しい我が国において、民間企業等では早くから

ICT やネットワークをふんだんに用いることができるよう投資して社員の働き
方を改善し、有能な人材がパフォーマンスを発揮しやすい ICT 環境を整備して
いた。コストを下げ、在宅勤務が可能とするためのペーパーレス化を進めた。
働く人々のスキルと働きやすい職場のマッチングも進み、人生 100 年時代を迎
えた今、人生の各ステージにふさわしい職場で軽重を付けた働き方が実現する
よう努力してきた。
これに対して学校現場のリーダー層は、従来の形を変えないことを基調とし、
「紙でできることをなぜわざわざ ICT を導入してまでやる必要があるのか」と
いった昭和の頃から変化していない旧態依然とした価値観が多く見受けられて
きた。

ICT に対するこのようなネガティブな意見は、学校の ICT 環境の整備主体で
ある教育委員会のトップ層や、これをリードする立場の首長にも見られる。ICT
環境整備に必要な費用の一部は地方交付税交付金であり、その使途は自治体が
判断できる。実際、学校の耐震化やエアコンの設置、洋式トイレの整備等にも
経費がかかってきた現実もあり、ICT 環境整備だけに多額の予算をかけること
ができないという実態も確かに存在する。役所内の予算獲得の攻防も厳しい。
しかしその結果、学校の職場環境は劣悪なまま、子供たちや保護者の多様化
に人力で対応しながら教師は疲弊し、有能な人材は学校現場を避けて私立学校
や民間企業に向かう始末となっている。学校の ICT 環境整備は、子供たちの
学習環境の問題だけでなく、教師の職場環境としての問題として浮上している
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のである。しかも自治体間格差が広がってしまっており、コロナ禍でのオンラ
イン授業の実施状況が 1 つの指標となって、世の中が学校の遅れに気づいてし
まったのである。
急増している若い教師の多くは、紙中心の仕事の不効率さに辟易としている。
彼らは便利な ICT を普段の生活で使っているし、クラウドもオンラインも日常
的である。さらには、同世代の民間就職者の働き方を見ており、自分たちの職
場環境が劣悪でブラックだと揶揄されていることを自覚している。尊い職業で
ある教職を熱意を持って希望し、教員免許取得のために努力し、教員採用試験
を突破した若い教師たちに、熱意でこれを乗り越えろという要求はまったく合
理的ではない。教職に就いてくれた若者たちが潰れるような職場環境であって
はならない。

5. GIGA スクール構想で学習環境は劇的に変化する
2019 年 6 月 28 日に「学校教育の情報化の推進に関する法律」が公布され、
即日施行となった。この法律の施行は、我が国の学校教育において極めて大き
な分岐点となった。
この法律の第 3 条・基本理念には「家庭の経済的な状況、居住する地域、障
害の有無等にかかわらず、等しく、学校教育の情報化の恵沢を享受し、もって
教育の機会均等が図られるよう行われなければならない」と書かれている。こ
の条項は、教育基本法が定める教育の機会均等を実現するために ICT 環境整備
を行うのだという基本的な考え方を示している。ICT 環境の整備が不十分であ
るということや、子供たちによる ICT 活用が十分に行われていないということ
は、この時代の教育の機会損失だという考え方なのである。それが法律として
制定されたのである。
この法律の制定により、今後、学校教育における ICT 環境整備は格段に進む
ことになる。整備の次は活用、そして能力育成である。デジタルと体験学習等
の従来の指導をどのように適切に組み合わせて学習指導を進めるかについては、
教員養成、教員研修にまたがる課題でもある。その結果によって子供たちに身
に付く情報活用能力は、学習場面における十分な ICT 活用経験によってこそ
もたらされる能力でである。さらに今後は、全国学力・学習状況調査や資格試

6. これからの時代の能力観
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験、いずれは大学等の入試までもコンピュータ使用型テスト（CBT：Computer

Based Testing）化の推進が検討されている。
2019 年 12 月に「GIGA スクール構想」が打ち出され、国費による 2,318 億
円の補正予算が設定された。学校現場の ICT 環境整備は設置者である教育委員
会と自治体の責務であるが、これまで同様地方に任せておくだけでは、「学校
教育の情報化の推進に関する法律」の主旨に反するからである。
コロナ禍による ICT 環境整備の急速な是正が求められる機運を受け、2020
年度第一次補正予算案において、GIGA スクール構想の前倒し実施のためにさ
らに 2,292 億円が計上された。約 1 年間の間に、教育の情報化に対する法律が
制定され、合計で 4,610 億円もの巨額の予算が国によって用意されたのである。
全国 1,812 自治体のうち、2021 年 3 月末までに情報端末の納品完了を予定して
いる自治体は全国の 99.6%に上っている。
したがって、整備がほぼ完了する 2021 年 4 月以降は、子供たちが情報端末
を使いこなすための基本的な操作能力をはじめとする情報活用能力の育成が大
きな課題となる。一定の活用経験によって子供たちに情報活用能力が身に付く
と、その能力を生かした授業設計へと変わっていくことになるだろう。また、
いつでも ICT を活用して学ぶスキルを身に付けた子供たちにとっては、家庭に
持ち帰る経験を何度か積めば、家庭からオンライン授業に参加するようなこと
も現実的なこととなる。

6. これからの時代の能力観
先進諸国でもっとも速く人口減少社会を迎える我が国では、今後、労働人口
が激減する。つまり、1 人 1 人の生産性を高めなければ社会を支えることがで
きない。
生産性の向上には ICT の活用は不可欠である。今では多くの情報がネット
上に偏在している。これらにアクセスし、無駄なく情報を入手するスキルや、
たくさんの情報を整理して意思決定に必要な情報としてまとめるスキル、さま
ざまな立場の人と必要に応じて役割を分担しながら協働で問題解決をするため
にクラウド等を用いてスピーディーに対応するスキルなどが求められており、

ICT 活用は当然の前提となっている。このような能力を政策用語では情報活用
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能力と呼ぶのである。

ICT 活用による生産性向上のためには、学校教育の段階から、常に ICT を道
具として活用して学ぶ経験を積み重ね、ICT には何ができるのか、どのように
活用することが便利なのか、逆に ICT に任せることが難しいことは何なのかな
どについて体感的に学ぶことが必要である。今期の学習指導要領において、情
報活用能力が求められる背景は、このような未来像から導出されたことなので
ある。
今後は GIGA スクール構想によって整備された情報端末を活用した学習活
動が自在にできるための学校のインフラが必要となる。高速ネットワークの敷
設、そしてクラウドを活用できるような条例等の整備を急がなければならない。

ICT 環境整備は、道路の舗装のようなものであると考えればよい。それが無
くても歩けるし、車は走ることができると言う人はいるだろう。しかし、道路
が舗装されていることによって車が速度を上げて快適に走ることができ、また
故障が起こりにくくなるということが、舗装というインフラ整備による新しい
価値なのである。車種は多様であっても、それを適切に運転できるスキルが身
に付いていなければならないことからもわかるように、整備されたインフラを
活用できることは社会において必要なスキルなのである。
学校の ICT 環境の整備は、次なる時代を支えることになる子供たちに、未来
志向の教育を与えるために不可欠なインフラ整備なのである。私たち大人の感
覚で ICT が必要とか不要とか判断してはならない。
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家庭のリスク
―学校の全国一斉休業が照らし出す子どもの現在
内田

良

1. 子どもの生活が脅かされた
新型コロナウイルス感染症は、私たちの生活や仕事を一変させた。学校、家
庭、職場と、あらゆる領域に、ウイルスは侵入した。

2020 年 2 月 27 日の安倍晋三首相（当時）による突然の全国一斉休業の要請
により、学校は大混乱に陥った。それは家庭も同じである。とりわけ、保護者
が一人の家庭あるいは非正規雇用の家庭にとって、学校が突然休みになること
の影響は甚大である。子どもの面倒をみるために連日仕事を休むこと自体が難
しかったり、また休んだところでそれによって大きな不利益を受けたりするこ
とが危惧された。
通常のインフルエンザ感染症や台風による臨時休業の場合には、休業の日数
も限られており、また 1〜2 日前から休業の予想も立つ。今回は、休業の日数
も長くかつ唐突感も大きかったため、家庭はほとんど準備ができていないなか
で、急ぎの対応を迫られた。
動画メディア「mama ＋（ママタス）
」が、子どもをもつ女性を対象に 3 月 1
日と 2 日に実施したアンケート調査（有効回答数は 1388 人）によると、子ども
が臨時休校となった有職の母親の 43.8%が、休校中は「子どもだけで留守番」
と回答した。小学校低学年（1〜3 年）の場合でも、34.9%が「子どもだけで留
守番」という結果であった。
日本小児科学会の対応は早かった。3 月 13 日に同学会の「こどもの生活環境
改善委員会」が「留守番をする子どもの安全をまもるためにできること」を発
表した。全国的な学校の一斉休業について「今回の措置により、子どもだけで
留守番させなければならないご家庭も少なくないと思われます。保護者が不在
の中、子どもだけで留守番をしなければならないという状況には、危険が多く
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潜んでいます。子どもだけで留守番をさせる際の安全対策をまとめました」と
して、キッチン、浴室・洗面所、リビング・子ども部屋、ベランダ、玄関など
の場所別に、注意点が列挙された。たとえば、キッチンについては、子どもが
火を使わなくて済むように食事（お弁当）を用意しておくこと、玄関について
は、留守番中には来客があっても応じないようにルールを決めて練習しておく
ことなど、具体的な提案が並んでいる。医療（小児科）の専門性を超えている
ことが多く含まれているが、いずれも重要な事項が並んでおり、それほどまで
に子どもの生活が緊急の事態に置かれていたということである。

2. Home という危険地帯
学校は当初、春休みが明けた時点で再開されるとの期待もあった。だが実際
には、4 月 7 日に 7 都府県を対象とした緊急事態宣言が発せられ、16 日にはそ
れが拡大され全都道府県が対象となり、一部の地域を除くほとんどすべての学
校で、休業がつづくこととなった。5 月 14 日に 8 つの都道府県を除く 39 県で
緊急事態宣言が解除され、それが 25 日に全国で解除されるまで、約 3 か月間
にわたって、子どもは Stay Home を余儀なくされた。
懸念されたのは、留守番だけではない。緊急事態宣言下では、例年の夏休み
などの長期休暇とはまったく異なり、子どもはずっと家にいなければならな
かった。部活動もなければ、繁華街にも行けない。もともと青少年保護育成条
例によって 18 歳未満は深夜のカラオケやインターネットカフェの利用が制限
されてきたものの、今回はそもそも家庭外の娯楽施設は軒並み休業しており、
家の外で時間をすごすという選択肢自体が断たれてしまった。
国連が 4 月 15 日に発表した報告書「新型コロナウイルス感染症が子どもに
与える影響」は、「多くの子どもにとって家庭（home）とは安全と安心の源を
象徴するものである。だが悲劇的なことに、一部の子どもにとっては正反対と
いうのが事実」であり、
「一家が自宅に閉じ込められ、激しいストレスと不安を
経験しているときに、暴力行為が起こりやすくなる」と、家庭にとどまること
がもつリスクについて、警鐘を鳴らしている（United Nations 2020）
。大人の側
は緊急事態宣言の前後あたりからようやく Stay Home の動きが本格化したが、
子どもは 3 月の初めから Stay Home を余儀なくされた。単純に考えても、子ど

3. 虐待への懸念
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もたちが家庭でずっと時間を過ごしているということは、それだけ子どもの人
生における家庭の影響の比重が増しているということである。
全国にある個々の家庭が基本的に同じように子どもに接していれば、問題は
ない。だが現実には、親からの暴力やネグレクトにより子どもの生活が脅かさ
れる家庭もあれば、どこよりも安全・安心に暮らせる家庭もある。Home だか
らと言って、それだけで安全・安心が確保されるわけではない。
統計数理研究所「日本人の国民性調査」によれば、多くの人びとにとって家
族というのは、
「もっとも大切なもの」であり、その傾向は長期的に高まる傾向
にある（統計数理研究所 2014）。だが一部とはいうものの、家庭という場が、
安心できるどころか、不安をもたらしたり恐怖を感じたりする場となることも
ある。
子どもにとって家庭とは、安全で安心な場となっているのか。その現実を教
えてくれる統計調査は、驚くほど少ない。

2019 年 5 月上旬に NHK は全国の中学生 2,500 名を対象に、いじめと不登校
に関する調査を LINE リサーチにより実施した。筆者は当初から共同研究とし
て調査の設計から実施・分析に関わっており、その個票データをもとに、独自
に分析をおこなった。すると、「家の中に居場所がないと感じるときがありま
したか？」という質問への回答では、
「とてもよく感じていた」が 5.1%、
「よく
感じていた」が 5.8%であった。約 1 割の中学生は、家が居場所となっていな
い【図 1】。

3. 虐待への懸念
居場所がないだけではなく、虐待が起きることもある。子どもたちが家庭で
過ごす時間が増えたときに、子どもへの虐待のリスクが高まるのではないかと
いう懸念である。
「児童虐待の防止等に関する法律」の第 2 条に記されているとおり、「児童
虐待」とは保護者（実際に子どもを監護する者）がその監護する子どもに対し
ておこなう暴行等の行為を指す。5 月に入って厚生労働省は、1 月から 3 月に
かけて児童相談所が対応した虐待相談の件数（速報値）を都道府県別で公表し
た。（毎月の件数については、自治体によって集計のプロセスが異なるため、特
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定月の件数のみを単純に相互比較することには注意が必要であるが、全国的な
トレンドをつかむことは可能である）。これまでも毎年、厚生労働省は都道府
県別の件数を発表してきた。それは一年分まとめての数値であり、今回は外出
自粛により保護者や子どもが家庭でいっしょに過ごす時間が増えたことを受け
て、特別に月単位の件数が発表されたのである。
全国紙の報道を見てみると、「児童虐待 1〜2 割増

休校・収入減影響か

1

〜3 月」
（
『朝日新聞』東京版朝刊、2020 年 5 月 12 日付）
、
「児童虐待 1〜2 割増
加 厚労省、コロナ影響調査」
（
『産経新聞』東京版朝刊、2020 年 5 月 13 日付）
といった見出しが並ぶ。また、6 月に入って今度は 1〜4 月の件数が公表された
際にも、「児童虐待

1〜4 月 12%増 児相対応 自粛ストレス影響か 前年

比」（『読売新聞』東京版朝刊、2020 年 6 月 17 日付）と報じられた。
見出しからは、新型コロナウイルス感染症の影響により自宅生活がつづくこ
とで、子どもへの虐待が増えているという大意が読み取れる。記事の本文を読
むと、数値を単純に解釈することへの留意が示されていることもあるが、基本
的には件数の増加をもって虐待の増加が懸念されている。
教育問題をはじめとする社会問題において、件数の増加は基本的にその状況
が「悪化している」と理解される。上記の 6 月の記事では、見出しに「自粛ス

答えたくない
2.9％

とてもよく
感じていた
5.1％
よく感じていた
5.8％

まったく
感じていな
かった
65.5％

たまに
感じていた
20.8％

図 1 家に居場所がないと感じたことのある中学生
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トレス」という言葉が入れられて、本文では「1〜4 月の対応件数が前年同期比

2 割増となった群馬県では、自宅で過ごす時間が増えたことによる心理的負担
などから『子どもをたたいてしまった』という相談、通報も寄せられたという。
県の担当者は『コロナ疲れで追い詰められた保護者もいる』と指摘する」と記
されている。外出自粛による「コロナ疲れ」が、保護者に心的負荷を与えてい
るという解釈である。

4. コロナ禍で虐待件数が減少した！？
児童相談所における虐待相談の対応件数は、厚生労働省（当時、厚生省）が

1990 年にその数値を公表して以来、増加の一途をたどってきた。1990 年度の
1,101 件からその後一度も減少することなく増えつづけ、2018 年度には 159,838
件と 29 年間で 145 倍に達している。
子どもへの虐待がこうして問題視されるようになってきたのは、「私たちが
子どもを認識する仕方が違ってきたから」であり、「私たちは子どもの発達期
における保護と援助をすべての幼い子どもたちの権利として認めるようになっ
た」
（Wilson 1984=1998: 10）からである。さらに言うと、
「虐待の数が最小に
なり、人びとがそれらは頻繁には起こらないと信じるようになったその歴史的
な文脈において、虐待が社会問題として登場する。今日では、虐待はすべての
人びとの間でかなり頻繁に起きている、と理解されている」（Finkelhor 1983:

22）。すなわち、子どもの人権を大切にし、子どもを暴力的に取り扱ったり放
置したりすることが当たり前ではなくなってきたからこそ、かえってそれらが
問題視されるのである。
虐待相談の対応件数は「過去最多」だけれども、それはけっして「過去最悪」
ではない。子どもの福祉や権利への関心が高まることで、それまでは問題視さ
れなかった子どもに対する扱いが、不適切な扱いとしてとりあげられ、子ども
虐待の「見える化」が進んできた。虐待相談の対応件数は、子どもの虐待に対
する社会的まなざしの敏感さを示す一つの代理指標とみなすことができる。
対応件数が一貫して増えていることを受けて、ここで 1990 年度以降におけ
る増加率（対前年度）を算出し、一覧に示した【表 1】。表からわかるとおり、
先ほどの新聞記事の見出しにある 1 月から 3 月の「1〜2 割増」や、1 月から 4
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表 1 「児童相談所における児童虐待相談の対応件数」とその増加率（対前年）
年度
1990
1991
1992
1993
1994
1995
対応件数
1,101
1,171
1,372
1,611
1,961
2,722
増加率 (対前年度)
―
6.4%
17.2%
17.4%
21.7%
38.8%
1996
4,102
50.7%

1997
5,352
30.5%

1998
6,932
29.5%

1999
11,631
67.8%

2000
17,725
52.4%

2001
23,274
31.3%

2002
23,738
2.0%

2003
26,569
11.9%

2004
33,408
25.7%

2005
34,472
3.2%

2006
37,323
8.3%

2007
40,639
8.9%

2008
42,664
5.0%

2009
44,211
3.6%

2010
6,384
27.5%

2011
59,919
6.3%

2012
66,701
11.3%

2013
73,802
10.6%

2014
2015
88,931
103,286
20.5%
16.1%
--------------年 (1 月〜8 月のみ)
2019
2020
対応件数
122,084
131,028
増加率 (対前年)
―
7.3%

2016
122,575
18.7%

2017
133,778
9.1%

2018
159,838
19.5%

月までの「12%増」はけっして大きい増加率とは言えなくなる。最新の 1 月か
ら 8 月までの対応件数については、7.3%の増加にとどまっており、1 割を切っ
ている。2018 年度には対前年度比で 19.5%と高い増加率が記録されているこ
とや、2010 年度以降において 7.3%という増加率は 2 番目に小さい値であるこ
とを踏まえると、コロナ禍での対応件数の増加率はむしろ鈍っていると結論で
きる。
しかも 1 月から 5 月までの各月の変化を一年前の同じ月と比較してみると、

1 月から 3 月と、4 月から 8 月にかけての変化が対照的であることに気づく【図
2】。たとえば 2020 年 1 月は、2019 年 1 月に比べて 21.0%増加しているよう
に、1 月から 3 月は近年と変わらぬ勢いで増加傾向が確認できる。それが 4 月
に入ると前年同月の 7.7%増にとどまり、5 月には件数は昨年よりも少なくなり

2.2%減に転じている。6 月に一度 10.3%増となるが、7 月と 8 月には再び少な
くなり、7 月が 5.7%減、8 月が 1.5%減である。
そもそも新聞の見出しにあった「1〜2 割増」とは、Stay Home が広がる前の
数値である。新型コロナウイルス感染症が対応件数増加の促進要因であるとの

4. コロナ禍で虐待件数が減少した！？
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25,000

2019

20,000
15,000
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7.7% ↑

2.2% ↓

4月

5月

1.5% ↓

10,000
5,000
0

図2

1月

2月

3月

6月

7月

8月

児童相談所における虐待相談の対応件数（2019 年と 2020 年の 1 月〜8 月期）

大意が読み取れるが、むしろ全国が緊急事態宣言下に入っていた 4 月と 5 月に
は、増加率は鈍化している。
この鈍化が何によるものなのかについては、今後より具体的な各種内訳の公
表が望まれる。現時点で言えることは、緊急事態宣言により多くの人たちが外
出を自粛した期間に、子ども虐待は見えなくなったということである。
虐待に対する社会的まなざしが研ぎ澄まされ、児童相談所をはじめ公的機関
の相談受け入れ体制が整えられるなか、対応件数は増加しつづけてきた。そこ
から推察すると、たとえば、子どもの姿が家族以外のまなざしに触れにくく
なったことで、虐待が第三者に見えにくくなってしまったか。あるいは（仮に
誰か個人の目には留まったとしても、）対応件数としてカウントされるまでの
各種経路（学校、保育所、警察、市町村窓口など）の動きが鈍くなったか。
子ども虐待の不可視化は、学校をはじめとする関係機関が虐待発見に関わっ
ていることの重要性を浮き彫りにしたように、筆者には思える。私たちが怖れ
なければならないのは、「コロナのせいで虐待が増えている」というわかりや
すい物語に安易に乗ることで、現実に起きているであろう虐待の不可視化が見
過ごされてしまうことである。

28

序章

緊急提言

コロナ禍における学校教育の危機

5. 学校は安全か？
ここまで、全国的な学校の一斉休業によって生み出された、家庭における子
どものリスクを照射してきた。
学校側の動きに目を転じると、小学校では一斉の臨時休業が始まった 3 月 2
日の時点で、文部科学省は各自治体の首長らに「保護者が労働等により昼間家
庭にいない子どもについて、特に小学校低学年の子ども等については、留守番
が困難な場合や、保護者が休暇を取得することが困難な場合も想定される」と
して、具体的には、放課後児童クラブ（いわゆる「学童保育」
）において学校の
教職員がその運営業務に携わったり、あるいは学校において子どもを預かった
りするなどの方法を提案した（「新型コロナウイルス感染症防止のための小学
校等の臨時休業に関連した放課後児童クラブ等の活用による子供の居場所の確
保について（依頼）」2020 年 3 月 2 日）。
全国的な一斉休業のなかにあって、相対的に幼稚園は開園をつづけたところ
も少なくなかった。公立では休園は 73%にとどまっており、県によっては小・
中・高・特支の休校は 100%でありながら、幼稚園は 0%といった地域も複数
あった。なお厚生労働省が管轄する保育所においては、登園継続の要望も大き
く、緊急事態宣言が発表された 4 月 7 日に厚生労働省から「保育の提供の縮小
を検討する」との方針が示されたものの、具体的な対応は各自治体に委ねられ
た。朝日新聞が 4 月 13 日〜17 日に、最初に緊急事態宣言の対象となった 7 都
府県の 52 自治体（特別区・政令市・中核市）に調査したところ、原則休園は 13
自治体で、保護者に登園自粛を求めたのが 27 自治体（実際の登園率はおおむね

2〜5 割程度）であったという（『朝日新聞』東京版朝刊、2020 年 4 月 20 日）。
学校の中心的業務は、言うまでもなく学習指導である。文部科学省の調査
（「新型コロナウイルス感染症対策のための学校の臨時休業に関連した公立学校
における学習指導等の取組状況について」2020 年 4 月 21 日）では、休校中に
登校日を設けた自治体では、92%が「学習指導」を実施した。そしてじつはそ
れ以上に多かったのが「児童生徒の健康観察」で、96%を占めた（その他には、
「生徒指導」73%、「教科書・教材の配布」60%など）
。
学習保障の大前提として、学校とは日中に子どもが大人（教職員）の庇護の
もとで生活を送ることができる場である。とくに、年齢の低い子どもにとって、

5. 学校は安全か？
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その意味はとても大きい。そして年齢があがったとしても、学校が平日の日中
の居場所であることに変わりはない。かつて城丸章夫が「学校が福祉施設の一
種として、とりわけ、子ども預かり所としての特質をもつ」（城丸 1973）と述
べたように、学校という場は「福祉」的な側面を多分に有している。授業をは
じめとする各種活動の以前に、そもそも学校では、子どもが教師（大人）の庇
護のもとに日中を安全に過ごすことができる。
しかしながら一方で、コロナ禍関連の報道をみる限りでも、学校が安全・安
心な場とは到底思えないような事案が起きている。
日本では 2 月頃から、マスク不足が深刻化した。そのなかにあって、登校の
機会に、教師からマスクの色は白のみとの指示を受けたという嘆きが多く聞
かれた。ある中学校では、休み時間中に廊下で「そのマスクってピンクじゃな
い？ 白はないの？」と、生徒が教師に呼び止められて注意を受けたという（共
同通信

2020 年 4 月 23 日）。コロナ禍でマスクの購入が困難な状況にあって

も、感染症対策（安全の確保）よりも色指定（見た目に関する学校の規則）が
優先されたのである。
マスクの着用ひとつをめぐっても、息苦しい話題が次々と入ってくる。多く
の学校は、頭のてっぺんから足のつま先まで、子どもの服装や身なりを細かく
規定している。子どもの自由に任せてしまっては、すぐに華美になり、クラス
や学校が荒れて、勉強どころではなくなるという怖れがあるからだ。
だがマスクの圧倒的な供給不足は、結果的に、学校内においてマスクの種類
の多様化をもたらした。いまや、さまざまな色柄を見ることができる。さて、
子どもの生活は乱れ、学校は荒れ放題となってしまっただろうか。子どもが多
様になっただけで、いつもの学校の姿がそこにある。
新型コロナウイルスの感染拡大にともなう学校の一斉休業は、ちょうどウイ
ルスがあらゆる領域に侵入していったことと同じように、家庭と学校を含むあ
らゆる領域における子どもの安全・安心を考えるきっかけをつくりだした。こ
の大災害から私たちが学習すべきことは、たくさんある。
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今後の学校のカリキュラムをめぐって
―国際的動向の中で
無藤

隆

本稿では、学校の教育課程の今後のあり方について国際的な動向の中で位置
づけ直して論じたい。2017 年に学習指導要領の改訂が行われたのだが、その
趣旨を踏まえ、このところの動向を見定めながら、学校教育の質・量の拡充を
目指す。だが同時に、我が国のカリキュラムも過密になっており、教師の働き
方改革との両立が迫られている。そこに明快な解答はないのであろうが、そこ
に向けて踏み出すべき方向は中央教育審議会教育課程部会の議論や研究者・実
践者の研究や提言の中で見えてきていることがある。もとより以下は私見であ
るが、現今の学習指導要領の改訂の論議にも参加した立場から考えたいのであ
る。（とくに義務教育レベルの教育課程に焦点を絞りたい。なお、感染症自体
の行方は私には見通しのつくことではないので、それがある程度コントロール
できたとしてという前提での議論となる。
）
その際、国際的な動向を参照してきたい。中央教育審議会での指導要領の改
訂の議論において、特に OECD での研究の整理および今後の教育への見通しや
その枠組みの提案は常に参照されてきたことである。例えば、資質・能力の考
えの枠組みにはコンピテンシーの考えや 21 世紀型学力と呼ばれたものなどを
参考にしてきている。もちろん、単にその翻案ではなく、指導要領の改訂はそ
れまでの指導要領の目指してきたところ、また全国の先進的な実践、教育学の
実践的な研究、さらに教育実践に関わる心理学や認知科学等を整理して、また
日本また国際的な社会の変化を考えながら、現代的なものへと変革してきたも
のなのである。その参考とする資料の 1 つとして、しかし日本も加わって作ら
れた報告や提言として OECD のものは重視されてきたのである。
特に、以下の議論では、中央教育審議会答申（2016 年 12 月 21 日）および

OECD の報告の内、特に今後に向けて影響力の強い、OECD Education2030 を
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巡って、その推進を担ったシュライヒャー（2019）および白井（2020) を参照
して、そこでの主な概念と枠組みをまず紹介したい。その上で、それと関連す
る中で学習指導要領の改訂の意味そして今後の学校のカリキュラムのあり方を
論じたい。

1. OECD Education2030 報告から
キーコンピテンシーの考え方とその後の展開が日本の学習指導要領の議論に
影響を与えてきている（以下、主には白井（2020）による）
。これは、1997 年
からの DeSeCo プロジェクト（コンピテンシーの定義と選択）において提案さ
れ、その後の議論の土台となった。PISA 調査などもその枠組みによっている。
そこでは、コンピテンシーとして（
「コンピテンス」と呼ぶこともある）
、
「知識
や［認知的、メタ認知的、社会・情動的、実用的な］スキル、態度及び価値観を
結集することを通じて、特定の文脈における複雑な要求に適切に対応していく
能力」としている。統合的で文脈的な学力のとらえ方である。個々の知識やス
キルを必要な場面で結集して、発揮していくことを強調する。そして、学習・
教育可能であり、さまざまな文脈で重要で複雑なニーズを満たし、誰にとって
も重要で、社会的に高い価値が認められる結果につながることを特徴とする。
そこから、「異質な人々から構成される集団で相互にかかわり合う力」、
「自律
的に行動する力」、「道具を相互作用的に用いる力」からなるとした。指導要領
の資質・能力の 3 つの柱のとらえ方はそれを日本の中の従来からの発展の流れ
の中で、その文脈に合うようにしたものなのである。

2030 年を見通した議論として、その時代は VUCA（「予測困難で不確実、複
雑で曖昧」）であると考えられ、そこで生きていくために学校では何を育成す
れば良いのかを考えている。その VUCA といった事態は今まさに我々が経験
していることなのであり、だからこそ一層この発想が子どもたちの将来にとっ
て重要となるのであろう。そのための教育とはいわば「ニュー・ノーマル」と
なる必要がある。それはこのような視点となる。⃝
1 教育制度をエコシステムの
視点から捉える。⃝
2 開かれた意志決定を行う。⃝
3 一人一人の教育に（生徒自身
を含めて）皆が責任を持つ。⃝
4 プロセスを重視して学習の評価・改善を行う。

⃝
5 年齢に応じた線型に進む発達によるだけではなく、生徒一人一人の学習経路

1. OECD Education2030 報告から
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を考える。⃝
6 学習評価を学習の改善に活用する。⃝
7 システム改善の視点から建
設的・双方向的なアプローチを行う。⃝
8 生徒の能動的な学習への参画を重視す
る。こういうアプローチが学習指導要領の改訂における議論と密接に関連して
いることがわかるだろう。それはこういう OECD の動きを参照しつつ、同時に
日本としての経緯の中で実践と研究の積み上げから改訂を進めてきたからなの
である。

OECD プロジェクトにおける学習の枠組みを「ラーニング・コンパス（学び
の羅針盤）」と呼ぶ（中教審答申では近い意味として「学びの地図」として概
念化している）
。生徒一人一人における学習の総体つまり学校のみならず家庭・
地域の学習の全体をとらえる。そこでは、評価の枠組みやカリキュラムの枠組
みを超えたものとなっている。
（そこで「開かれた教育課程」ともつながる。
）
その中核的概念となるのが「エージェンシー」という見方である。
「変化を起
こすために、自分で目標を設定し、振り返り、責任を持って行動する能力」で
あり、多様な能力の集合からなる。例えば、結果を予測し目標を設定する、自
らの目標達成に向けて計画する、自分が使える能力や機会を評価・振り返る、
逆境を克服するなどが含まれる。生徒は自分たちが実現したい未来に向けて、
教師から指示されたことをこなすだけではなく、自分で考えて目標を設定し、
必要な変化を実現するための行動に移していくのである。ここに「責任」が含
まれている。生徒はその属する社会に対して責任を負い、自覚していることが
エージェンシー概念の基盤にある。なお、そのエージェンシーは生徒について
であるが、同時に生徒同士や教師や親やコミュニティーも教育に積極的に関わ
るのであり、それらとの関係性をめぐって「共同エージェンシー（Co-agency）
」
の概念も提唱されている。このエージェンシーの概念には、エージェンシーと
いうコンピテンシーの育成という面と育成するプロセスとしてのエージェン
シーの育成という面とがあることにも留意する必要がある。（これらの概念は
日本での「主体性」や「アクティブ・ラーニング」と密接に関わり、それをよ
り詳細化したと言えるだろう。）
ラーニング・コンパスにおいて「知識」は次の 4 つに分けられている。教科
の知識、教科横断的な知識、エピステミックな知識（学び方やその方略の知識）
、
手続き的知識（身体的で実用的な知識）である。この知識とスキルは密接に繋
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がりを持っており、思考とはこの知識の活用において可能となるが、同時に、
知識の獲得は問題解決を通して可能となっていく。なお、教科の知識とは中核
的な概念（ビッグ・アイディア）を中心としたネットワークにおいて成り立つ
のであり、断片的な習得を指しているのではない。
スキルは日本で言う「技能」よりも広く高度な意味で使われており、「プロ
セスを実行したり、目標を達成するために自らの知識を責任ある形で活用する
ことができる能力」と定義されている。それは、認知的スキル（メタ認知さら
に批判的思考力、創造的思考力、学び方の学習、自己調整など）
、社会・情動的
スキル（共感性、自己効力感、責任感、協働性、感情のコントロールなど）
、身
体・実用的スキル（ICT 機器の活用を含む、物理的な道具や一定の手順、機能
などを使いこなす力）とされる。
（日本での資質・能力のうちの「思考力等」と
「学びに向かう力」が近いであろう。
）
さらにそれらの背景として態度及び価値観の育成が重視されている。「個人
や社会、環境に関するウェルビーイングの実現に向けて行う、個人の選択や判
断、ふるまいや行動に影響を与える主義や信条」である。（日本では知徳体と
して重視され、全人的な発達に焦点を当てている。
）

2030 年に求められるコンピテンシーとして 3 つの「変革をもたらすコンピテ
ンシー」として整理されている。新たな価値を創造する力、対立やジレンマに
対処する力、責任ある行動をとる力である。その育成の発達的な基盤となるも
のが認知的基盤としてのリテラシー（「他者と効果的にコミュニケーションを
とったり、さまざまな事柄を理解することができるように、読んだり、書いた
り、話したり、聞いたりする能力」）やニューメラシー（「デジタルの環境を含
めた日常生活において、数学的ツールや推論、モデリングなどを使う能力」）、
さらにデータ・リテラシー（
「データから意味のある情報を引き出したり、デー
タを読み解いたり、活用したり、分析したり、データを用いて議論したりする
能力」
）などがある。また心身の健康についても基盤を構成するものである。そ
して社会・情動的基盤として、感情の抑制、他者との協働、開かれた思考、他
者との関わり方などが入る。道徳的・倫理的基盤（「他者への共感性や正直な
行動、公平な態度といった道徳や向社会性の原理、自己調整のスキルや行動な
どを身に付け、それらを自分のものにしていくこと」
）も含められている。

2. OECD Education2030 から学ぶべきこと
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こういう基盤を身に付け、コンピテンシーを形成する生徒の学習とは、計画
し、経験し、振り返るというサイクルを通して理解を深め、視野を広げること
で可能となる。AAR サイクルとは “Anticipation-Action-Reflection” つまり「見
通し、行動、振り返り」である。それを生徒自身が行えるようにしていくので
ある。
こういったことを目標としてカリキュラムを構築する。それは既存のカリ
キュラムの構造を分析することから始まる。
「意図されたカリキュラム」
、
「実施
されたカリキュラム」
、
「達成されたカリキュラム」という面から検討し、実施・
達成のいわば成果を見定めてカリキュラムの改訂を行う。意図されたカリキュ
ラムのデザイン原理として 5 つのことが提案されている。⃝
1 一貫性。教科の内
容の順序が学問的専門性に基づき、基礎から進んだ概念へと進む。⃝
2 厳格性。
教科の内容が段階に応じやる気を起こさせ、深い思考や振り返りを可能にする。

⃝
3 焦点化。内容をなるべく少なくして、学習の深さや質を上げる。重要な概念
はくり返し取り上げる。⃝
4 転移可能性。重要な概念の発達を促し、スキルや価
値観及び態度などの役割を認識できるようにする。⃝
5 真正性。カリキュラムを
現実社会に関連付ける。教科横断的あるいは協働的な経験が必要となる。カリ
キュラムの実施の原理としては、⃝
1 エージェンシー（生徒の）
、⃝
2 選択（生徒
の）、⃝
3 柔軟性、⃝
4 教科横断性・相互関連性、が挙げられる。同時に、教師に
ついて、⃝
1 整合性（教師の認識や評価がカリキュラムと整合する）
、⃝
2 教師の
エージェンシー（教育の専門性）、⃝
3 策定への参画が指摘されている。

2. OECD Education2030 から学ぶべきこと
これまで紹介してきたことから、日本のとりわけ学習指導要領を中心として
教育の施策に対していくつか意味するであろうことを要約しておきたい。もと
よりこれまで抽出してきたことは日本の教育の現況というより目指すべき方向
への示唆が大きいと考えるから提示したのである。それを逐条的に述べること
はここでは避けて、特に重要な点を挙げて、議論を日本の文脈に移し、同時に
学習指導要領の改訂後のさらなる改革への展望につなげたい。これらは中央教
育審議会答申の中にも似た議論があるところであるが、以下の解釈はそれを展
開する形として、今後の教育課程の改訂や活用に有用に働くことを目指したも
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のであり、多分に私見を含む。

⃝
1 未知の世界に生きる人の育成。不確定な未来とは今予測して不確定とい
う以上に、その時代に生きるさなかにおいて不確定だということを意味する。
そこで有効な学力とは何か。そのどこに力点を置いて学校での育成を図るべき
か。個別の知識が重要でないというのではない。検索すれば良いという議論は
人間の思考過程を誤解している。ほとんど瞬時に脳の中を検索できるからこそ
多くの知識は役立つ（英語の単語の意味のように）。だが同時に知識は断片で
はなく、さまざまな知識とつながってネットワークを構成し、さらに中核的な
概念との関連で説明できるものとなって、問題解決に使えるものとなる。その
ことにより、教科等における「見方・考え方」の形成につながることにもなる。
中核的な概念を中心とした知識の構造とその活用の要点が見方・考え方とされ、
「深い学び」が目指すところなのである。

⃝
2 コンピテンシーの育成。資質・能力として学習指導要領では概念化したの
であるが、それは知識、思考スキル、社会情動的なスキルとしての意欲・意志
を主な概念要素（コンストラクト）とするものである。ただし、この「スキル」
を「技能」と等置するのではなく、問題解決に実際に利用可能な具体性と個別
性を持ち、道具を使うやり方として捉えるのである。そうすると、思考過程も
またスキルとして実現できるようになる。さまざまな思考のためのツール（道
具）を用いたいくつもの学習方略ないし問題解決方略を直面する課題とその解
決のフェイズに応じて使い分けていく。

⃝
3 学びのコンパス・地図。教育課程・カリキュラムを教師はもとより保護
者・学習者にも見えるものとする。学習はどこに進むのか、これまでの学習の
何を前提としているのか、各種の学習はどう関連しているのか、今関わる教材
はどういう力を育成するとされているのかなどを理解し、自覚的な学びを可能
にしようとするのである。それは単に教師からの説明を理解して覚えるとか問
題解決に利用することを超えたことである。もとよりそういう教師による説明
を聞くことは学校の授業の主要な手立ての 1 つとして重要であり続けるが、し
かし学ぶことは学習者自らが行うことであり、それは学習過程を自覚し、学習
の目標を自らのものとして追究し、学び続けていくことにより可能になること
なのである。

2. OECD Education2030 から学ぶべきこと
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⃝
4 エージェンシー。生徒自身が学習の主体者なのである。だからこそ、学習
者である生徒が自らの学習について選択を行い、目標を定め、それを巡って学
習を進め、その成否を判断することが望まれる。とはいえ、学校とはそもそも
そのような理念的条件が必ずしも成り立たないからこそ義務として子どもを通
わせ、授業を行い、社会人として必要になるであろう事柄を学ぶようにさせて
きた。その二つの可能性が事実として成り立っていることを了解し、その両立
を時間軸そして空間軸として折り合いを付けようとするのが指導要領の方向な
のである。それは生徒の視野を拡大し、遠い目標の下に近い目標を位置づけ、
また学校内での学習と共に社会での広義の学習を展望することにより、義務的
な学習を比較的近くの目標を置きながら学校内の活動としていくのである。言
い換えれば、教師が学習の教材や内容や目標を提示しようと、それがその先に
ある生徒自らがなりたいと希望する事柄への繋がりの中で腑に落ちて理解され
るなら、もちろん自らを励ます努力は必要なのだが、生徒の主体的なつまりは
エージェンシーの発揮としての学習が成立するのではないかと考えるのである。

⃝
5 共同エージェンシー。エージェンシーとは一人の生徒だけのことではな
い。教師も親もまた社会の市民全てがそれぞれにエージェンシーを持つべきで
あり、それこそが民主主義社会であろう。そもそも子どもは多くの場面で同輩
と共に学ぶ。相手をエージェンシーとして認めることにより協同的な学習は成
立する。そしてそこに教師が加わり、教師もまたエージェンシーとして自ら学
ぶと共に、相手である生徒を学びへと導こうとして働きかける。そのような共
に社会の中に生きる特に若輩者に対して学ぶ機会を提供し、さらに情報を示し、
理解を促し、考えることを支えるのが教育というものであり、それもまた社会
の先達としてのエージェンシーの大事な役割である。共に教え学ぶ関係にある
ことを対話的と呼ぶのである。

⃝
6 教育の長期的に目指すもの。コンピテンシーの育成を目指し、エージェン
シーの発揮を通してそれを可能にするとは一つの授業でどうこうするというこ
とではない。特定の教科の一つの単元においてすらその育成を明瞭に実現して
いくことは無理であろう。複数の教科（正確には特別活動や総合的な学習の時
間などを含めて）といくつもの単元を通して実現を図るような長期的な成長に
関わる学習なのである。例えば思考スキルといったものが一つの単元で学習成
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果として育成できるはずはなく、多くの授業を通して数年掛けての向上を目指
すことになる。カリキュラムの大きな課題とはそういう長期の目標を各教科の
各単元レベルでの学習とどう結びつけるかの工夫にある。そこは学習指導要領
と中央教育審議会答申においては、資質・能力を最も長期のトップの目標に置
き、そこに至る教科ごとの目標をその教科の見方・考え方としてそれを学年な
どに砕いていき、具体的な教材やツールの使い方での個別の学習とその見方・
考え方の概念的な繋がりを図ることにより可能にしていく。同時に、資質・能
力とそれに基づく評価の観点により、資質・能力への遠い繋がりを確保してい
くのである。

⃝
7 教科の系統性と教科横断性。教科とは単元や学年ごとに別々の中味では
なく、当然、それらを通して、個別の知識を教科に固有の見方・考え方に発展
させ、それを通して資質・能力すなわちコンピテンシーを育成すると位置づけ
直しているのである。長期にわたり育成することとして、教科の知識のネット
ワークに支えられたその教科固有の見方・考え方とそれをいわば道具として用
いての問題解決の仕方に熟達することが挙げられる。それに対して、資質・能
力の育成は教科の中で育ちながらも、教科を横断して結びつきを意図的に図る
ことでより強固なものとなる。そこに教科横断性を明確にしていく必要がある
と言える。

⃝
8 校種間の連続性と接続のあり方。OECD 報告書では直接に校種間の接続
の問題には触れていない。教科としての系統的な繋がりに配慮することや発達
の時期に応じた教育のあり方については指摘している。何よりコンピテンシー
の育成は特定の校種に閉じた事柄ではない。むしろ校種を越えて一貫した学び
の流れの構築により可能となるはずである。だがもちろん発達の時期ごとの特
徴に応じた教育の仕方についてはそれを維持する必要がある。こういう二つの
要請から校種の特徴を維持しつつ、その校種間の接続を進め、前の時期に培わ
れた資質・能力や個別の知識等を元に次の時期のカリキュラムを構想し、とり
わけ校種間の移行の前後については前の時期のやり方が次の時期のやり方に無
理なく発展するような特別の配慮が必要となるのである。

⃝
9 AAR のプロセス。“Anticipation-Action-Reflection”（見通し、行動、振り
返り）とはいわゆる PDCA サイクル（計画、実施、評価、修正）を教育のプロセ

2. OECD Education2030 から学ぶべきこと
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スとして特に学習者が実施するものとして修正したものである。学習者である
生徒にとって明確なプラン（目標と計画）があり、またその実施により成果を
フォーマルにチェックするというより、見通しと振り返りとして捉えることに
より学習のプロセスに即したものとなる。それは教師側ももちろん行うことで
あるが、ここで学習者がそのエージェンシーの発揮のために自ら行うというこ
とを強調していることに意義がある。教師があらかじめ定められたことを教え
るという視点から学校教育における PDCA は構想され、その意味で今でも有効
な部分はあるのだが、学習者が自ら学んでいく際にその学びを進める過程とし
ての特徴としてその学習者が学ぼうとすることを描き出すと、そこで学習者自
身がどう学ぶかの見通しを探り、そこから学習活動そのものを行い、適宜、そ
の様子や進み方について振り返りつつ修正を施すとなるはずなのである。そこ
に与えられたものへの習熟に対比されて、資質・能力を根幹に置いた学び方の
特性がある。そうなると実はこの AAR のプロセスは教師の学びそして教えの
あり方にも当てはまることが分かる。自律した専門家としての教師がその授業
を進め、改善していく過程の中核にはこのプロセスが働くに違いないのである。
10 学習の総体と学校と社会との関係。OECD 報告書では明確に学校での学
⃝

習のみならず学校の外での家庭・社会での学習をも含み込んだ枠組みとして検
討している。それは現代が、家庭や社会での学習はほぼ自然的な生活での習熟
的な学びに限定され、意図的で組織的な学習は学校でもっぱら進められ、それ
を通して社会人となっていくことが想定されていたことからの変化が広がって
きたからなのである。幼児教育や高校・大学などの教育の意味が大きくなって
いるのだが、それを越えて、学校と並行して家庭や地域での学習がどの国でも
広がってきており、日本はとりわけそれが盛んである。さらにネット社会の中
で学校で学ぶことをネットを介して学ぶことも可能になりつつあり、少なくと
も学校での学習を補うことが増えてきたし、さらに学校では学ばないような趣
味に類することはそちらで学ぶようになった。さらに学校という順序性と学年
ごとの内容の固定性が守られているところ（特に日本ではそうだ）を越えて高
いレベルの学習もネットを介して広がりつつある。そしてさらに生涯を通して
の学びは既に当たり前のことになっており、学校に戻ることや大学院などと共
に、参考書や通信教育やネットを通した学びがかなりの人々にとって推進され
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るようになった。そうなると、コンピテンシーなどは特にその生涯を通しての
学びと学校と並行しての社会での学びを視野に入れて検討すべきこととなって
きた。その詳細についての実情やあるべき姿さらにそれらと学校での学習の繋
がりをどう図るかの議論は始まったばかりであるが、今後その重みは強まるこ
とが予想される。
以上、特に OECD Education2030 から日本の改訂された学習指導要領の考え
方と今後のその発展について意味するところを取り出し、指導要領の枠組みな
どを国際的な視野の元に位置づけ直す試みを行った。今後、この試論を一つの
資料として、指導要領を含めた日本の学校教育の意義の再検討の議論が進むこ
とを願っている。
こういった論の方向がもしかするとポスト・コロナ時代において今まで以上
に重要になっていくのではなかろうか。そのような国際的社会的に今まで以上
に開かれた学校教育のあり方のベースとなるべきことをここに整理したので
ある。
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新型コロナウイルス感染症に関する、
保育所・幼稚園・認定こども園の変化について
釆睪

真澄

1. はじめに
2019 年 12 月、中華人民共和国湖北省武漢市で確認された COVIT-19（以下、
新型コロナウイルス感染症）は、2020 年 1 月に日本でも最初の感染者が確認
され、その後 2020 年 1 月 30 日に世界保健機関（WHO）により「国際的に懸
念される公衆衛生上の緊急事態（PHEIC）」と宣言され、3 月 11 日にはパンデ
ミック（世界的な大流行）の状態にあることが宣言された1 。それ以来、世界中
で様々な対応がなされてきたわけであるが、日本では新型コロナウイルス感染
症を意識した、いわゆる「新しい生活様式」が求められるようになった。この
「新しい生活様式」の中には、人との距離の確保（厚生労働省が推奨しているの
は「できるだけ 2 m（最低 1 m）
」
）や、会話の際に真正面を避けて行うこと、屋
内外に関わらずマスクを着用すること、3 密（密集、密接、密閉）の回避と言
1

NIID 国立感染症研究所 HP
ncov.html より引用。

https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-
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うものが含まれているが、これらのことに、保育の現場は相当戸惑ったであろ
う。それは、これまでの保育において行うべきとされていた子どもとの関わり
方に対して、真逆のことであったり、また子どもの性質上どうしても回避でき
ない、もしくは回避しにくい事柄であったりしたからである。このように、今
までとは全く違った保育を求められた保育現場で、実際にどのように対応がな
されているのであろうか。
本稿では、新型コロナウイルス感染症が流行してから今現在までの保育所・
幼稚園・認定こども園の反応と変化について、現場の保育者 18 名（筆者の元教
子）と、保育実習の訪問指導などで訪れた園の保育者数名から聞き取りを行っ
た結果を基に、いくつかの例をまとめておく。

2. 保育現場の戸惑い
保育現場での新型コロナウイルス感染症への対応や方針は、その都度厚生労
働省、文部科学省、内閣府から示されてきている。中でも厚生労働省から出さ
れた「保育所等における新型コロナウイルスへの対応にかかる Q & A につい
て」では、その対応や方針が具体的にまとめられており、2020 年 3 月 5 日の第
一報2 では感染者及び濃厚接触者が出た場合の対応や、感染予防対策、保育所
自体の運営方針などが示されている。その後時間が進むにつれて改訂版が出さ
れ、その内容は更に具体的になってきており、2020 年 12 月現在最新である第
七報3 では、プールや保護者が参加する行事、子どものマスクの取り扱いなどに
ついても触れられている。しかし、実際の子どもと保育者との関わりについて
はその内容に含まれていない。これはその他の情報を基に、個々の適切な判断
で行うべきものと言うことであろうが、おそらく、現場の保育士が一番戸惑っ
たであろうことはこの部分であったと思われる。3 密を回避することで、子ど
もとの物理的な距離、すなわちスキンシップが取れなくなり、子どもの集団で
の遊び、例えば「おままごと」はどうすれば良いのか、食育として取り組んで
きた、給食を仲間と向き合って楽しく食べることはどうなるのか、またマスク
2

厚生労働省「保育所等における新型コロナウイルスへの対応にかかる Q & A について（令
和 2 年 3 月 5 日現在）」https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000604510.pdf。
3 厚生労働省「保育所等における新型コロナウイルスへの対応にかかる Q & A について（令
和 2 年 9 月 15 日現在）」https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000672483.pdf。
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を着用しながら子どもとのノンバーバルコミュニケーションをどう取るのかな
どと言うことである。これらの部分は保育において、この 30 年で急速に進歩
してきた部分と言って良いであろう。1989 年に国連総会で児童の権利条約が
採択され、日本が 1994 年に批准した。このことは保育・教育に大きな影響を
与えたと考えられ、以降、保育においても子どもを「権利を持つ主体」と位置
づけた考え方が発展してきた。その 30 年で発展してきた部分を支える、根本
的な子どもとの関わり方を、「新しい生活様式」で実施することは困難と言わ
ざるを得ない。実際、東京大学発達保育実践政策学センターの調査では、保育
現場の声として、「万全の対応というが、保育をする上で濃厚接触は避けられ
ない」4 という意見が報告されている。
また、保育者の置かれた立場に関する不安や不満も多くの意見が聞かれた。
特に印象的であったのは、5 月に全国的な緊急事態宣言が発令されたときのこ
とである。このとき幼稚園は文部科学省の方針により、ほとんどの園が休園し
たが、保育所及び認定こども園は、医療従事者や社会基盤の保持に必要な職種
に就く保護者の子どもの保育を行うため、開所しなくてはならなかった。当時
はまだこのウイルスの詳細も明らかになってきておらず、保育者は罹患の恐怖
と向き合いながら、子どもをはじめとする地域の人々や国を支えるという一心
で保育を行っていたことであろう。こうした大きなストレスを感じながら保育
を行っていたにも関わらず、世間で取り上げられるのは医療現場や配送業者の
ことがほとんどで、同じように多くの人が集まり、罹患のリスクが決して低い
とは言えない環境で職務に従事している保育者に対してのケアや感謝がないと
いう意見は、現場の保育士から何件も聞いた。同様のことは、公益社団法人全
国保育園連盟調査部が、全国の保育所を対象に行ったアンケートの結果にも現
れている5 。
この時期の保育現場には、もう一つ大きな戸惑いがあった。それは一部の保
護者の意識に関するものである。上記の通り、緊急事態宣言下でも社会基盤を
支える事業に関してはその継続が求められた。政府からは、
「緊急事態宣言時に
4

「保育・幼児教育施設における新型コロナウイルス感染症に関わる対応や影響に関する調
査」東京大学発達保育実践政策学センター 2020 年 5 月 p.10 より引用。
5 「新型コロナウイルス感染症に関する調査報告書」公益社団法人全国私立保育園連盟調査部
2020 年 5 月 pp.10-11。
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事業の継続が求められる事業者」として具体的に示されている。そしてそれ以
外の職種に関わる保護者に対しては、多くの自治体から家庭での養育が依頼さ
れた。しかし実際の現場では、一部の保護者の新型コロナウイルス感染症に対
する意識が低く、職務先が休業状況でも、これまでと同様に保育所を利用する
家庭が一定数あったようである。その結果、出勤しなければならない保育者の
数は増加するが、その保育者にも、学校が休校になり自宅で過ごすことになっ
た幼い子どもを持つケースがある。その対応として、政府は一人の保育者の対
応子ども人数を柔軟に運用することを各自治体に求めた。しかし実際の現場は
そう簡単ではなかったようで、自分の子どもの世話を親類に任せて出勤した者
もいた。
これまで全く想定していなかった事態の中、これら以外にも保育現場では多
くの戸惑いがあったであろうことは想像に容易い。しかし実際このウイルスが
存在する中で、保育は行っていかなければならない。次に、現場で行われた対
策と、それらに対する保育者の思いについてまとめていく。

3. 保育所・幼稚園・認定こども園の変化
現時点で国が示している新型コロナウイルス感染症対策は、
「3 密の回避」
「マ
スクの着用」
「人と人との距離の確保」
「手指の洗浄・消毒」の 4 点が基本と言っ
て良いであろう。それぞれが保育現場においてどのように実践されているのか
をまとめていく。

3.1

3 密の回避

元来保育現場では、子どもの人間関係が一つの大きな発達の目標として定め
られており、子どもと子ども、保育者と子どもの関わりは重要である。その関
わりにおいては、どうしても「密集」してしまう状況が発生する。そもそも日
本の保育所における子ども一人当たりの床面積は、諸外国と比較しても広いと
は言えない。その狭い園舎内で一斉活動を行えば、密集にならざるを得ない。
こうした状況を回避するために、保育現場では子どもの遊びを分散する工夫を
行っていた。まずは一斉保育の機会を減らし、園舎、園庭の敷地を広く使い、
遊びのきっかけとなるコーナーを設置していく。これはコーナー保育と呼ばれ

3. 保育所・幼稚園・認定こども園の変化
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る取り組みとして、一部の園では新型コロナウイルス感染症出現前から行われ
ており、子どもの主体性を育むという意味で高い効果を示してきたものである。
また雨天時以外は、極力このコーナーを戸外に設置する工夫をした園も多かっ
たようである。
保育現場における密集を招く状況として、最も懸念されたのは各種行事であ
ろう。これは園の子どもたちが、その年齢、クラスに関係なく一部屋に集合す
ることになり、さらに入園・卒園式や運動会などの一部の行事では、そこに保
護者が加わる。これらの行事は、ほとんどが中止、もしくは縮小して行われた。
卒園式や入園式に関しては、該当する園児と保育者だけが出席し、大幅に内容
も簡素化して行った園も多かったようである。また運動会については、春に開
催する予定であった園ではほとんどが中止されたようであるが、秋開催の園で
は内容の縮小や、午前・午後、もしくは二日間に分けて対象となる園児を分散
しての開催にした園もあった。いずれにしても、保護者の参加は各家庭で人数
制限が行われ、保護者席も当初から割り振られ、写真やビデオでの撮影も交代
で決められた場所に移動して行ったという意見が多かった。夏季のプールにつ
いては、上記の「保育所等における新型コロナウイルスへの対応にかかる Q &

A について」の中の問 16 に、プールの水を介した感染のリスクは低いと示さ
れ、水質管理の徹底の上、行っても良いとしているが、密集という観点からか、
実際には多くの園が今年度は中止している。その他には発表会や作品展、保育
参観などがあるが、中止されたケースが多い中、WEB での配信を行った園も
あった。元来保育の現場は ICT に関しては遅れている業界と言って良い。ここ
最近になってようやく一部の園で、園児の登園管理や書類に関して ICT が導入
され始めた状況である。これには ICT に意識が向かなかった面と、その賛否は
別にして、手書きや園児との直接の触れ合いにこそ意味があるという考え方の
二面があると思われる。この ICT に関しては、他の業種同様、今回の新型コロ
ナウイルス感染症の影響で、保育業界でも一気に発展したのではないだろうか。
次に「密接」についてであるが、これは子どもと保育者、子どもと子どもの
ケースに分けられる。前者は保育者が相当困惑したとの意見が多く見られた。
そもそも、子どもとの愛着形成においてスキンシップは非常に重要であろう。
また子どもと目線を合わせ、時間をかけて真摯に話し合うことも、現在の保育
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においては大切にされている。これらをある日突然に「避けるべきこと」と言
われてしまったのである。加えて、マスクの着用も徹底された状況では、子ど
もに表情を伝えることすらままならない。それでも現場は、何とか子どもとの
心を通わせる方法、声色や目線を最大限生かして、この密接に代わる子どもと
の関わりを模索している。後者については、どの保育者も口を揃えて、「子ど
も同士の密接は避けられない」と述べていた。また保育者の重要な職務に、保
護者との連携、保護者支援というものがある。これらは主に、送迎時に保育者
と保護者が話し合うことで行われるが、現在ではそれもなかなかやりにくいと
いう意見もあった。
そして「密閉」についてであるが、これについては十分な換気を行うことと、
可能な限り戸外での遊び環境を整えることで対応している。中には医療現場で
用いられる高性能の空気清浄機を導入したという意見もあった。暑さ、寒さが
厳しくなってくると多少問題も出てくるであろうが、他の 2 つの密に比べれば、
保育という職務においては取り組みやすいであろう。

3.2

マスクの着用

マスクについては、当初は子どもも保育者も着用をという声が聞こえてきた
が、その後夏季の熱中症対策や、そもそも子どもがマスクをつけ続けて遊ぶこ
と自体が不可能であろうという考えからか、現在ではほとんどの保育現場で子
どもはマスクを着用していない。一方保育者は、保育中もマスクの着用を徹底
している園が多い。ある保育者は、息苦しさや暑さもあるが、何より肌荒れが
酷くて大きなストレスになるとの意見を述べていた。そして何より多かった意
見は、上記にもある子どもに表情を伝えることが難しいということであった。

3.3

人と人との距離の確保

これもまた、子どもと保育者、子どもと子どものケースに分けられる。双方
ともにその意見は「密接」に準じた意見が多かったが、この件ならではの意見
に食事のことがあげられる。通常保育現場での給食は、子ども用の小さな机が
島状に並べられ、子どもたちは対面して食べることが多い。向かい合って楽し
く会話をしながら食事をすることは、いわゆる「食育」の観点からしても好ま

3. 保育所・幼稚園・認定こども園の変化
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しい。しかし新型コロナウイルス感染症が飛沫感染によって伝播することを考
えると、この向かい合った食事の形態にはかなりの抵抗があったであろう。そ
こで保育現場では、交互に向かい合わせに席を作ったり、机を離したりして対
応した。園によっては、保育者はその中に入らず少し離れた場所で食事を摂っ
たという意見もあった。可能な限り、食事中は「会話を控えましょう」という
ことを子どもに伝えていたという意見も見られたが、やはりこれもかなり難し
かったようである。

3.4

手指の洗浄・消毒

手指の洗浄・消毒に関しては、新型コロナウイルス感染症以前より保育現場
では行われてきていた。手指だけでなく、食事の際の机や玩具、特に乳児の玩
具については、徹底して行ってきている。この春に、アルコール消毒液の供給
が追いつかなくなって世間が騒がしくなっていた際にも、保育者は次亜塩素酸
ナトリウム溶液が代わりに使えることを知っており、いつも通りの消毒を行っ
ていたと言う。これに関して変化したのは保護者に対してである。子どもの送
迎時を始めとして保護者が園の敷地内に入る際には、手指の消毒が徹底して行
われており、また行事の際などに保護者が触れるものについても、その都度消
毒が行われているという意見も見られた。

3.5

その他の新型コロナウイルス感染症対策

上記以外にも、保育現場で行われている対策はいくつかある。次にそれらを
まとめていく。
まず子どもの登園時についてであるが、現在の保育所・幼稚園・認定こども
園では病児保育は認められていない。したがって、一般的に言われる通常では
考えにくい高い体温であると登園はできないことになっている。ただ、これま
では保護者、もしくは保育者が子どもの異変に気がつき、検温して初めてその
ことが明らかになって欠席という流れになっていた。しかし現在では、毎朝登
園前に検温を義務付け、政府が目安とした 37 度 5 分を限度に登園できないと
いうルールを設けている園が多いようである。この 37 度 5 分という体温であ
るが、特に低年齢時の場合は不安定で、すぐに超えてしまうケースもよく見ら
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れる。このことに関して「保育所等における新型コロナウイルスへの対応にか
かる Q & A について」では、「平熱が高い子どもの個々の取り扱いについて
は、主治医や嘱託医と相談するとともに、判断に迷う場合は市区町村や保健所
とも相談の上対応」という見解を示している。それ以外にも、園にサーモグラ
フィーや非接触型の体温計を設置した園も多い。特に子育て支援事業に取り組
んでいる園では、不特定多数の親子が来園するため、入園時の検温は徹底して
いるようである。
次に、外部からの人の流入についてであるが、緊急事態宣言下はもちろんの
こと、それからしばらくは体育教室の講師や業者など、よほどの緊急性がない
限り外部の人の出入りを止めていた園が多い。中には保護者も、子どもの受け
渡しは門のところで行っていたという園もあった。ちょうどこの頃、保育所保
育実習や幼稚園教育実習が予定されていた園では、そのほとんどの受け入れを
拒否、もしくは延期していた。多少罹患者数の波が収まってきたタイミングで
も、実習そのものは受け入れても、実習生の訪問指導に関しては遠慮して欲し
いという園も多かった。今現在は、新しい生活様式を徹底して、外部の人間も
園への出入りが可能になっているところが多いようであるが、保護者を含めて、
その時間は極力短縮するということが言われている園が多い。

4. これからの保育
以上のように、保育現場では新型コロナウイルス感染症への対応を行いなが
ら、子どもの最善の利益を守り、地域社会の支えとなるべく努力を行っている
が、こうして見てみると、そのほとんどは他の多くの事業者でも取り組まれて
いることであろう。ただ、保育現場がその他と大きく違うのは、そこに子ども
たちという、安心で安全な環境で、豊かな人間性を育み発達を支援しなければ
ならない存在が多数所属していることである。実際、子どもと保育者とのスキ
ンシップが限られれば、その愛着形成には時間がかかり、行事や保育の内容が
制限されれば、豊かな生活経験も減少する。この感染対策と保育環境の両立に
悩んでいる保育者は多いのではないだろうか。確かに、「子どもの適応力を信

4. これからの保育
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じて」6 や、「子どもとの距離の取り方の見直しを考えても良いのではないか」7
という識者の意見も存在する。いわゆる「With コロナ」を考えていかなくては
ならない今、これらの考え方は必要不可欠なものであろう。こうした保育の考
え方が大きく変化したケースは、筆者は過去にも存在したと考えている。それ
は、前述した児童の権利条約が採択され、世界が子どもを「権利を持つ主体」
として考え始めた時である。それまでも、当時の厚生省が示していた保育所保
育指針や、同じく文部省の幼稚園教育要領には、子どもが主体的に遊びを通し
て学んでいくことの重要性は示されていたが、現在のそれらと比較すると、保
育内容に「望ましい主な活動」が示されていたり、発達が年齢で区分されてい
たりしており、そこまで子どもの権利や主体性を徹底した表記の仕方はされて
おらず、保育者が誤解をしやすい内容であったように思われる。加えて、世の
中の子どもに対する認識に、
「子どもは未成熟な人」という古い考えもまだ残っ
ていた時代であったのではないだろうか。こうした背景もあり、当時の保育で
8
も多く見られ
は、
「領域ごとの知識・技能を子どもに一斉に教え込む指導風景」

たという。それが平成元年の保育所保育指針・幼稚園教育要領の改定で、徹底
した子どもを「権利を持つ主体」として見る内容になり、当時の保育者たちは
困惑したであろう。今まで正しいと信じて行ってきた保育が、根底から覆され
たのである。今回の「With コロナ」での保育は、その時以来の保育の大転換で
はないだろうか。こうした大きな変革は、往々にしてその対象となる者にスト
レスを与える。さらに今回は、新型コロナウイルスという未知の恐怖と戦いな
がら、また保育者不足という新型コロナウイルスの出現以前からの問題も抱え
ながらのことである。保育の転換を行うのであれば、その責務を保育者に対し
てのみ負わせるのではなく、保育の職場環境やその報酬も含めて、少しでも改
善していきながら行っていくべきではないかと思わされてならない。
（中部大学現代教育学部

6

准教授）

朝日新聞 2020 年 6 月 6 日 p.11 より引用。
朝日新聞 2020 年 6 月 6 日 p.10 より引用。
8 柴崎正行編著「戦後保育 50 年史 第 2 巻 保育内容と方法の研究」日本図書センター
2014 年。
7
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コロナ禍での保育現場の実態とその課題
多治見

里美

1. コロナ禍の保育・教育実習
1.1

保育現場の混乱と苦労

2020 年度、新型コロナウイルスの流行で日常が大きく変化する中、学生たち
の保育実習にも影響が出た。予定されていた実習が急に中止となったり、県外
の学生は愛知から行くというだけで断られたり、今までには考えられないよう
なことが次々と起こった。その中で学生たちは「With コロナの保育」に向き合
うこととなった。保育者のマスク、手洗い、消毒、検温など大人の対策は徹底
できるが、子どもたちのいる保育現場ではどうしても「3 密」を避けることが
できない。それは、乳幼児の育ちが「遊び」で支えられる面が強く、保育現場
で子どもが人として育つには、人とのコミュニケーションが不可欠となるため
である。「保育所は福祉施設であり、働く親やひとり親家庭などの子どもの居
場所の側面があり、保育の提供をやめることはできない」という現状もコロナ
禍の中で開園を続ける保育所の苦悩も、新型コロナウイルスの感染が無かった
ら学生たちは何の疑問も持たずに実習していたものと思う。

1.2

代替実習と問題点

2020 年 6 月 24 日付の中日新聞に同じ県内の保育者養成校では実習の代替と
して、学生同士で模擬保育を行ったとの記事が掲載されていた。それによれば、
「定番の遊びや紙芝居の読み聞かせに臨んだ。園児役の学生と保育士役の学生、
本来なら保育園で子どもたちを相手に体験する内容であるが、同級生が相手で
は言葉遣いが雑になってしまう。実際に接するのとは大きな違いがある」と学
生は話したという。保育実習では、園児たちが誰とどのように遊んだかなどを
記録することで、子どもたちの性格を把握し、振る舞いから体調や心の状態を
読み取る能力の土台を養う狙いがある。

2. 実習の実態
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保育園での実習は資格の取得に欠かせないが、2020 年 6 月 15 日付で出され
た厚生労働省からの通知「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う指定保育士
養成施設の対応について」には、実情を踏まえ実習に代えて演習又は学内実習
等を実施することにより、必要な知識及び技能を習得することとして差し支え
ないこと、とあった。この通知を受けても、やはり直に子どもと接した実習の
学びに代わるものはないと痛感する。

1.3

本学の対応

幼児教育学科では、実習時期をずらし、先方の意向に合わせつつ実習を依頼
することとした。実習における事前指導の内容にも、いつもとは違う指導が必
要となった。学生自身がコロナウイルスを持ち込まないためにどうしたらいい
かを検討し、大学が作成した「健康状況申告書」をより細かい内容とし、幼児教
育学科独自の形式で「健康状況及び行動履歴申告書」として作り直した。これ
により学生が「子どもの命」に関わる保育実習に参加するということをしっか
り認識できるきっかけとなったと思う。特に検温は実習先に事前訪問する予定
日の 2 週間前から始め、実習中まで続けることとし、少しでも実習先の不安を
取り除くよう努めた。手洗いや消毒はもちろん、マスクもジッパー付きの袋に
複数枚持参し、使用済みのマスクはゴミ箱に捨てず持参したビニール袋に入れ
て持ち帰る、汚れがわかりやすい白色のマスクを着けるなど細かい指導も行っ
た。市町や実習先によって対応がまちまちなため、事前訪問の時に指導を受け
るように話し、実習が始まったときに困らないような対策をとった。微熱でも
無理はしないで休むという決断が必要になることなどもしっかり伝え、実習に
望んだ。ただし、同学年の中にも実習が延期になってしまい、当初予定してい
た 8 月 24 日から 9 月 5 日までの実習期間よりも遅れ、11 月中の 2 週間など、
先方の意向により実習期間が異なる学生もでることになった。

2. 実習の実態
今回、コロナ禍の中、6 月・8 月に実習へ行った学生などを対象に、実習先で
学生たちがそれぞれの目線で見て、体験した「各園における活動とコロナ対策
について」をレポートにまとめてもらった。「With コロナの保育施設」をどの
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ように思ったのか、感じたのかを幼稚園実習を終えた 4 年生、保育園実習を終
えた 3 年生のレポートから、各施設の実態について、また実習にあたり何が必
要であるのかを把握したい。

2.1

実習園での実態

幼稚園 ⃝
1
子どもが登園してくる前に、すべての保育室の窓と扉を開け、換気を行った。

5 歳児クラスでは、活動の合間で手洗いをし、保育者の持っている消毒スプ
レーを手にかけてもらい、手指の消毒をしていた。手指の消毒は、登園してき
たときの手洗いの後、活動の後、外から帰ってきたとき、給食のときなど、こま
めに子どもが感染しないように行っていた。保育者がその都度アルコール除菌
をしたかを子どもに問いかけているため、習慣化してきており、子どもからア
ルコール除菌をしなくてもいいのかと問いかけている場面が見られた。また、
実習期間が 6 月から 7 月であったため、教室の空調はつけながら換気を徹底し
て行っており、窓と教室の扉は常に開いていた。
保育者は全員マスクを着用し、子どもも着用をしてはいたが、熱中症の危険
もあるということで体育教室や外遊びの際は外して活動をしていた。給食の前
には、机の上をアルコール除菌するため、子どもは教室の後ろで待機し、その
後、各自給食の準備を始め、食後も同様に机の上の除菌をしていた。給食は全
員が前を向いて食べるので、アクリル板での仕切りは使用していない。子ども
が降園後に、机・椅子、よく触っている場所、触りそうな場所などをすべてア
ルコール除菌し、レゴブロックなどおもちゃは直接アルコール消毒を吹きかけ、
翌日に片付けていた。また実習中に行われた保護者との面談は、保護者と保育
者が十分距離が取れるよう机と椅子を配置していた。
幼稚園 ⃝
2
保育者は毎日出勤時に検温を行ない、必ずマスクを着用するが、子どもは任
意着用であった。玄関にアルコール消毒を設置してあり、常に窓を開けて、換
気をしていた。子どもたちが帰った後は、全ての机をアルコール消毒した。誕
生日会も例年は全学年がホールに集まり行うが、今年は学年ごとにホールで
行っていた。

2. 実習の実態
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プール活動は水遊びに変更していた。また、4 月 5 月に休園していたブラン
クを埋めるために、夏休みを 2 週間短くしていた。行事を行う際には 3 密を避
けるために人数を制限するなどの工夫がされていた。
また、体調管理を優先し、保育者も子どもたちも、自身でマスクが苦しいと
思ったタイミングで外していた。実習生も先生方から、「マスクが苦しかった
ら自由に外してね」と声をかけられた。園庭で遊ぶ時も、保育室で遊ぶ時も、
子どもたちの行動に制限をかけることや、「離れてね」などの声かけは一切せ
ず、子どもたちが自由に遊んでいる姿を見守っていた。コロナの影響で新しい
生活スタイルが求められていることに対して、子どもたちがストレスを感じて
しまわないような工夫がされていた。行事であれば、学年ごとに開催するよう
にしたり、クラスとクラスの間をあけて座るようにしたりして、密集を防ぐこ
とで子どもたちが楽しめるような計画を立てていた。
幼稚園 ⃝
3
登園の際に検温所を作って体温を測ってない子どものみ検温をして新型コロ
ナウイルスを園に入れない最善の努力をしていた。子どもたちの体温を朝、家
で測ってきてもらい、体温表に書いてきてもらうことで体調を把握していた。

6 月上旬は「コロナと共に生きる社会」が始まったばかりで、分からないこ
とも多かったため、とりあえず全体で集まることはやめようと職員会議で決ま
り、朝の体操、交通安全教室、その他イベントごとはクラス単位で行っていた。
給食は 4 人机の対面になってしまう位置にアクリル板を立てるようにしてい
た。また、こぼさずに食べることのできる年長児たちはランチルームのスペー
スでバラバラにビニールシートを敷いて食べていた。確かに年長児クラスは人
数が多かったので、クラスで給食の時間を過ごすのは、リスクが高かったので
あろう。
保育園 ⃝
1
実習園では一斉に給食を食べたり、午睡をしたりするのではなく、個々の生
活リズムに合わせて順番に行っていた。例えば、園に来るのが早い子どもが早
く食べ始めたり、長く午睡をしたい子どもが早く給食を食べたりする。給食を
食べ終わった子どもから順番にトイレに行き午睡をする、というように個々を
大切にしていた。
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もともと机に 4 人ずつ座って食べていたが、コロナ対策のため対面にせず、
片側 2 つを使って食べるように座席を減らした。そのため給食を食べるのを
待っている間に自由遊びをする子ども、給食を食べる子ども、トイレに行く子
ども、午睡する子どもに分かれ、色々なところまで気を配らないといけないこ
とになった。
給食を配膳する保育士、給食を食べ終えた子どもたちがすぐに午睡ができる
ように布団を敷く保育士などに分かれて作業を行っていた。布団を敷くとき、
まだ給食を食べていない順番を待っている子どもたちもいるため、布団を敷く
スペースと自由遊びをするスペースに分けるなど、環境構成にも工夫していた。
また、片付けるのに時間がかかるおままごとは、早めに片付けを呼びかけ、給食
を待っている子どもたちはブロックなどすぐに片づけられる玩具で遊んで待っ
ていた。
送迎は入り口で検温し、保護者の方を園舎に入れず玄関で受け入れ受け渡し
を行っていた。
保育園 ⃝
2
乳児クラスは朝保育室に親子で入って体温を測る。おやつと給食時は保育者
が一人ひとりの手拭きを配り、保育者と一緒に手を拭く。午睡時は保育者が玩
具を消毒して、部屋の掃除を行い、子どもが全員降園してから 2 回目を行って
いた。おむつを交換する時は個人のトイレ用敷タオルを台の上に敷いて交換し
ていた。午睡時は顔が近くならないように壁に頭を向けて内側が足になるよう
にして寝ていた。
幼児クラスは登園したら体温を測り、子どもたちは机一つに対して正面では
なく、対角線上に椅子を 2 脚置く状態で座る。水道は 4 つの蛇口の中、両端の

2 つのみを使用する。歌うことは禁止、プールは大人数にならないように入り
マスクは給食を食べ終えたら新しいものと交換していた。
保育園 ⃝
3
子どもはマスクを着けていなかったが、保育士は必ずマスクを着けていた。
給食の時もマスクをして子どもと会話した。5 歳児の給食の席は一定の距離を
保つよう、隣の席と椅子一個分離れており、対面の人とは互い違いに座るよう
な座席配置になっていた。未満児クラスは距離を空けることなく机を囲む形で

2. 実習の実態
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座っていた。アルコール消毒を徹底しており、食事の前後に机や椅子を消毒、
保育士の手の除菌、子どもが手洗いした後には消毒をして職員間で「A ちゃん
消毒まだなのでよろしく」などと声を掛け合い連携していた。
保育園 ⃝
4
送迎時の保護者の出入口や入ることのできる範囲の制限（保育室内に入らな
い）
・職員のマスクの着用・玄関のアルコール設置・水遊びの回数の削減、玩具
の消毒ということが行われていた。子どもたちではなく、保護者や保育者への
対策の方をしっかりと行っている印象を受けた。子どもたちは、体調の悪い子
どものみマスクをしていた。水遊びは、プール遊びではなくシャワーを浴びる
だけ（清潔を保つため）になっていた。保護者に対しては、保育室の外から送
迎を行うよう促しており、延長保育の迎えの際は保育室前の廊下にも入ること
ができず、また、職員も含めて園内に入る前に玄関でのアルコール消毒を行っ
ていた。保育中は、担任ではない保育者が玩具の消毒を行い子どもたちが安全
に遊ぶことができるよう配慮されていた。
保育園 ⃝
5
保育士は必ず全員マスク着用していたが、子どもたちはしていない子がほと
んどであった。手洗い等については、出勤した際に玄関で手洗いし消毒してか
ら園の中に入ること、こまめに手洗い消毒することが徹底されていた。子ども
たちが手洗いをする際には、手洗い場に保育士が一人ついて子ども一人ひとり
に手本を見せつつ声を掛け、正しい手洗い方法で洗えるように指導していた。
また、乳児の午睡の時には、子どもたちの頭が隣同士にならないよう、布団を
頭と足が交互になるような配置にしていた。

2.2

学生たちのレポートからわかった課題

（1） 学生たちの不安の解消
実習を受けてもらえないことに対しての学生たちの不安は、非常に強かった。
例えば、8 月の実習は県外、公立の実習園からの中止を受け、15 名は実習が
できないということになった。この 15 名については、大学の近くで一人住ま
いをしている学生は県内の受け入れ可能な保育園を探し、公立園で中止となっ
た学生は私立の保育園に変更して実習先を調整し、11 月に学年の違う実習期間
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で行うことができ、何とか不安を解消するに至った。
（2） 感染対策の徹底
実習園に対しても迷惑にならないような感染対策を、学生に指導することが
難しかった。例えば、学生の中にはアルバイトで生活の収入を得るなど事情が
あり、なかなかアルバイトを中止できない学生がいた。しかし、事前訪問の 2
週間前からは「健康状況及び行動履歴申告書」に毎日の体温、行動履歴を記入
させた。これで実習園に対して迷惑をかけないということを学生たちには自覚
させた。記入は実習が終わるまで継続して記入させ、自分たちで体調管理を徹
底させた。
（3） 危機管理の学び
学生たちへの今まで以上の危機管理の学びも、事前指導では求められた。例
えば、県外で実習する学生は実習の 2 週間前までに県内に入り待機することが
必要となり、若者に対する社会の厳しさ、自分たちが実習させてもらう園には
大勢の子どもたちがいて、実習参加は命に関わるものでもあるということを学
ぶ機会となった。また同時に自分たちも感染しないように気をつける行動をと
れるよう、自ら体調を整え、手洗いや消毒の習慣化、実習時のマスク着用など
自己管理がきちんとできていなくてはいけないこと等を、機会があるたびに話
して聞かせねばならなかった。

3. 「With コロナ」の実習について考える
以上のように、今回は学生たちだけでなく、養成校としても予測し得ないこ
との多い大変な実習となった。実習を受けてもらえないことに対しての学生た
ちの不安、実習園に対しても迷惑にならないような感染対策、学生たちへの今ま
で以上の危機管理の学びなど、今までの実習にはない緊張感があったのである。
これは、実習生を受け入れる幼稚園、保育園も同じであったと学生たちから
の報告から伝わってきた。どこの施設も夏の暑い時期には子どもの体調を最優
先に考え、マスクの着用を工夫し、密にならない保育の実施、子どもにストレ
スを与えないような遊びや活動を行っていた。そして、感染対策は、子どもの
ためにも、特に保護者を含む周りの大人が感染させない対策を徹底しており、
現場における保育者たちの努力が見られた。また、子どもたちへも「密だから
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離れて！」というマイナスのイメージがある声かけはしないという配慮に気づ
く学生もいた。こうしたことは、何もコロナ禍ゆえの配慮というより、保育者
がどのように子どもたちのことを考えて保育をすればよいのか、それは日常の
保育にも共通して言えることであると思う。
今回の実習は初めての経験が多い中、実際に保育現場でどのようにすればよ
いのかを経験できたことに今まで以上の学びがあったと思う。自分たちが感染
させてはいけないという意味をしっかり感じてくれたはずである。やはりリス
クが高い中ではあったが実際に施設で実習をするという体験こそが、学生には
必要であることがよくわかった。
日本保育学会会報第 178 号では、コロナ禍の保育という特集が組まれた。そ
の中で、会長の汐見稔幸が次のように述べている。
「コロナの問題は、保育の現場に数々の不安と戸惑いを生み出し、また大学
等の教育機関でも参集しない形で授業の工夫等が課せられ、養成校では保育の
実習ができない状況が続いています。学校は休校になっても保育所は休所にな
らず、その違いをどう理解するのか、学問的にも検討すべきことが、急速に浮
かびあがってきた現実があります。
他方で、幼児教育機関に通わせている保護者にも自粛要請が行われた時期、
多くの保育・幼児教育機関は、普段とはまったく異なる環境、条件での保育を
行うことになりました。その中でこれだけ子どもの数が減ると、こんなにいい
保育ができるということに驚いたという声が多く上がるようになりました。来
年からは定員を半分に減らし、保育料を 2 倍にして、保育の環境を全面的に変
えたいという幼稚園まで出てくるようになっています。無償化だから、もとの
保育料を払っていただければ、もっといい保育ができるということを保護者に
納得してもらおうというのです。
これはコロナ問題という危機の中で、わが国の保育条件・環境がヨーロッパ
諸国に比して劣っていることが、逆に照射され、鮮明になってきたことを表し
ています。保育所の最低基準といわれた基準が、長年改善されないで、数を増
やすことが行政的に追及されてきたことの問題点が、コロナで鮮明に浮かび上
がってきた、ということでしょう。全国でコロナの前に戻るのではなく、コロ
ナを経たからできたという新たな改革への動きが起こることを期待したい。
」
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また、札幌市立もいわ幼稚園園長の笹山雅司は、次のように述べている。
「札幌市立幼稚園の 9 割では、学校が臨時休業となった 2 月 28 日以後も家
庭での保育協力を依頼する形で保育を続けていた。4 月 22 日には警戒都道府県
に指定されたことを受けて 5 月末まで臨時休業となり、就労等で数名の預かり
保育児を受け入れ、園が密にならないよう、預かり保育対応の教諭と、園長、
主任は勤務し、他職員は自宅勤務等で教材準備や保育計画、保護者への発信の
ための教材作り等をしていた。
刻々と変わる情勢に市教委からの通知や対応策等の情報を園長同士で共有
し、保護者には、園発信の保護者メールと HP を活用して周知した。園児向け
には、養護教諭が『新型コロナウイルス感染症には負けないぞ！』の紙芝居を
作成、他にも家庭でできる簡単製作・料理のレシピや体を動かす遊びの紹介等
を作成し、園 HP にアップして園からのメッセージを伝えた。また、園庭の植
物の生長や池の生き物などの様子を継続して知らせる等、園再開時の登園に期
待が持てるよう取り組んだ。」
さらに、古知野西保育園の後藤春美は、次のように記している。
「緊急事態宣言を受け、登園してくる子どもの数も激減し、職員も交代でテ
レワークによる勤務体制をとった。6 月に入ると、登園してくる子どもが多く
なってきた。どうすれば子どもたちに『離れなさい』と言わずにソーシャル・
ディスタンスを保てるか、職員間で話し合った。例えば普段使わない非常口を
通常の出入り口として活用したり、テントの足組に寒冷紗をかけて日陰を多く
作ったり、給食も遊戯室をランチルームとして実施するなどの工夫を行った。
これまでの固定概念を捨てて、臨機応変に環境を整えた。

4・5 歳児に感染症予防に関する話をすると、多くの子どもが『知ってる』と
話す。しかし、なかには支援を必要としている子どももいる。なぜお友達と距
離を取らなければならないのかを、寄り添いながら言葉にして丁寧に接するよ
うにした。未知のウイルスに立ち向かう時代になってしまったが、『自分たち
がどうしていかなければならないのか』を、自分で考えようとする子どもに育
てていかなければならない。
例年、当たり前のようにやってきた園行事を今年度はできないかもしれない。
その中でも子どもの育ちに必要なもの・環境は何かを、職員間でじっくり考え、
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厳選していきたい。」
一方、中日新聞（2020 年 10 月 16 日）には休園中の育児「つらい」という問
題に触れた記事も掲載されていた。「コロナ禍の中で名古屋市の保護者の有志
らがまとめたアンケートの報告書からは、多くの保護者が子育てなどの悩みを
相談できず、不安や孤独感を募らせていた実態が見えてきた」といった内容で
ある。アンケートは、コロナ禍の子育て家庭の状況を把握しようと、実行委員
会「子どもを育てる人を支えるプロジェクト@あいち」が 5 月 17 日〜31 日、
オンラインで実施したもので、愛知県内で子どもを預けている保護者 510 人か
ら回答を得たという。参考までに、以下、その内容を紹介する。
コロナ禍で変わったと感じた子どもの様子について、28%が「わがままにな
る」
、14%が「イライラしている」と回答している。8 割近い保護者が自身の心
や体の変化も自覚し、「子どもと一緒にいるのがつらい」などと答えた。「約 2
か月の自粛中に保育園から 1 度も連絡がなかった」「自分 1 人に育児の責任が
のしかかっているような重圧があった」など、休園や登園自粛中でも保育園の
支援を求める声も目立ったとされる。
登園できない家庭の支援に努めた保育園もあったとされる。0〜5 歳児約 140
人を受け入れている名古屋市北区の保育園では 5 月、登園自粛中の家庭に保育
士が 2 回ずつ電話をかけた。様子を聞くと、電話口で泣き出す保護者もあった
という。ひとり親家庭の母親は、子どもが深夜 1 時まで起きているなど生活の
乱れを打ち明け、
「限界」とこぼした。保育士が「つらいときは園に来て」と言
うと、安心した様子で後日訪れたという。
保育制度に詳しい日本福祉大学准教授の中村強士は「保育園は保護者支援の
場でもある。登園している園児だけでなく、休んでいる園児と家庭も支えるこ
とが重要な役割」と指摘した。中村は保護者の悩みを聞く保育ソーシャルワー
カーを各園に配置することも訴える。
アンケートでは「登園自粛中、公園で新しい知り合いができた」という回答
も多く見られた。実行委員で、子育て支援の NPO 法人職員の本岡恵は「保育
園の他にも、安心して頼れる場所や人がいることが豊かな子育てにつながる」
と話している。
長々と内容を紹介したが、そうしたことからも、保育者という仕事の大切さ、
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子どもにも保護者にも社会にも必要とされている仕事であるということが、コ
ロナ禍の中で証明された事実であると感じさせられる。新型コロナウイルス感
染症が収束していくには今なお時間がかかると思われるが、子どもたちの成長
には何が必要であるのか、しっかり考えていくきっかけになったと思う。学生
たちも、緊張感のある中で子どもたちの命を預かるという仕事であることを自
覚して、成長していってほしいと願っている。
参考文献
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ランドセルにいっぱいの思い出を
岡田

治美

1. 失われた最後の時間
大阪市は 2 月 29 日、一斉休校に入りました。同日、安倍首相の記者会見が
あり、3 月 2 日より全国一斉休校となりました。ここからマスコミは、学習の
遅れや未履修、家庭の負担増といった問題点を連日のように報道していくこと
になります。いずれも重要な課題ではあるけれど、子どもたちを置き去りにし
た議論が目立っていたように思います。全国の児童・生徒にとって、中でも卒
業を目前にした子どもたちにとって、かけがえのない最後の時間が失われてし
まったことに、思いを巡らせる余裕が大人にはありませんでした。とにかく卒
業式は、列席者を保護者にしぼり、卒業証書授与と手持ちの紙に書いた「別れ
のことば」を読み上げることにしました。せめてもの工夫ということで、保護
者と教職員が卒業生を取り囲む形に椅子をならべました。そして、思い出の場
面を上映し、全員で「旅立ちの歌」を合唱することにしました。それでも、か
つて経験したことがないぶっつけ本番の卒業式に不安がいっぱいで、当日の朝
を迎えました。
ところが、おどろいたことに、子どもたちはそろってランドセルを背負って

62

第2章

コロナ禍の小学校で何が起きているのか

登校してきたのです。小学校生活の締
めくくりに一番ふさわしい姿で登校し
ようと、連絡を取り合ったらしいので
す。突然の休校や大人の慌てぶりなど
まったく気にせず、何一つ文句も言わ
ない態度に胸が熱くなりました。
一度も練習をしていないのに、堂々
と卒業証書を受け取り、「別れのこと
ば」を述べました。そして、教室に残していたものをランドセルに詰め込んで、
さわやかに旅立っていきました。
私は子どもたちから次のことを教えられました。

• 緊急事態に慌てているのは大人だけで、子どもたちは冷静にうけとめて
いる。

• 教職員がゆったりと構えていないと、子どもたちを不安にさせる。
• 子どもたちの学ぶ力を引き出すことに徹していれば乗り越えられる。
卒業式を境にして、コロナ感染の中でもできること、さらに今年度だからこ
そ進めていける教育活動を考えるようになりました。

2. 基礎学力向上の取り組み
本校は、2018 年度より深谷圭助先生の辞書引き学習、2019 年度より陰山英
男先生の陰山メソッドに取り組んできました。辞書引き学習は、自分の国語辞
書を読みながら、知っている言葉を見つけて、ふせんに書き込んで付けていき
ます。ふせんには番号をふっておき、貼
り付けた枚数を振り返ることができるよ
うにします。それが辞書を引く意欲にも
つながっていきます。従来の「辞書＝調
べるもの」から「辞書＝読みもの」に深
化させ、国語辞書と親しむ習慣を身に着
けることができる画期的な学習法です。

3. 忘れられない入学式
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陰山メソッドは、毎朝 15 分間の脳トレ
です。音読、漢字練習、百マス計算をそ
れぞれ 5 分間ずつ行います。本校には不
規則な生活習慣をおくり、早起きが苦手
な児童がいます。眠気がとれていない状
態では、１時間目の学習には身が入りま
せん。また、
「読み、書き、計算」という
基礎的な学力を低学年のころから積み残している者もいて、高学年での学習で
はついていけない実態がありました。朝の学習を全学年、陰山メソッドで統一
し、古典の名文を音読し、漢字練習と小テスト、百マス計算の計時（目標は 2
分以内）を行うことで、脳を活性化させようと試みたのです。古文を暗唱する
子も増え、漢字や計算力は向上しつつある状況でした。

3. 忘れられない入学式

コロナ感染症拡大による一斉休校が始まった時、
一番困ったのは、学校再開の目途がたたないという
ことでした。通常の長期休業ならば、期間があり、
それに見合った学習課題を出します。当初は、2 週
間程度と考えていたものが延長に延長を重ねて、年
度末まで学校は休みとなりました。その間の学習については、1 年間のまとめ
プリント集を配布して対応しました。卒業式、修了式もそこそこに、新年度に
入っても学校再開の目途は立たず、入学式を迎えました。本校は、大阪市内の
他校よりも早い 4 月 4 日の土曜日に入学式を行いました。例年ならば、在校生
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やご来賓が参加し、入学を祝うところですが、教職員と保護者（2 人）という
制限をお願いしました。座席については新入生が不安にならないように、保護
者と座る形に変更しました。前後左右の座席は広く間隔をとりました。緊張感
でいっぱいの式となりましたが、子どもたちにとっては、たった一度の入学式
です。何か思い出に残る場面をつくってやりたいと考えました。一つは在校生
がつくったビデオメッセージです。学校生活を紹介し、お迎えの言葉を伝えま
した。そして、もう一つがロボットのペッパーの登場です。ソフトバンクの協
力を得て、お祝いの言葉を述べるようにプログラミングしました。当日の式場
では、子どもたちは大喜びしてくれました。和やかな雰囲気にほっとした瞬間
です。

4. 休校中に取り組んだこと
始業式を迎える日が来ても、学校再開とはならず、子どもたちの学力低下を
懸念する声が高まりはじめました。9 月入学制が政治家や有識者から主張され
出したのも、この頃です。様々な方の賛否両論がメディアを賑わせていました。
私は、一番不安なのは子どもたちであり、それを和らげる方策のみを考えて
いました。新年度に入っても、教科書を配ってもらっただけで、授業は始まり
ません。この時期にオンライン授業ができた学校は、わずか 5% と言われてい
ます。まさに、できることから始めるということで、次の 3 点を考えました。

• 音読、漢字、計算、辞書引き学習といった従来からの学習を継続する。
• デジタル教材をホームページ上で紹介し、自学自習で学習を前倒しで進
める。

• 1 年生には一人一台のタブレット端末を配り、学習ソフトで学習を始
める。
年度末のふりかえり学習ならともかく、まだ学習していないことを、子ども
たちだけの力で進めるのは難しいことです。保護者も多忙な中、子どもの学習
にまで手が回らない状況でしょう。課題プリント集を配布しても、遅々として
進まないことが予想されました。
そこで、従来からやってきた反復学習や辞書引き学習を行うことを柱にしま
した。陰山メソッドの方法については、子どもたちは知っています。何を、ど

4. 休校中に取り組んだこと
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のように学習したらいいのかがわかっていたら、子
どもたちは続けることができます。辞書引き学習も
いつでもできます。方法がシンプルであることが、
自学自習のポイントです。
次に、大阪市が作成した学習動画の他、たくさん
あるデジタル教材を学校ホームページに掲載しまし
た。とてもわかりやすい構成で、時間も 15 分程度
で子どもたちも無理なく学習を進めることができた
ようです。

2 年生以上は、このような対応で自学自習
を進めることができたのですが、入学したば
かりの 1 年生には無理です。そこで、
（株）ユ
ニティの協力を得て、学習ソフト「遊んで学
ぶシリーズ」がインストールされたタブレッ
ト端末をお借りし、各家庭に届けました。ひ
らがなの書き順や数の学習を画面上にタッチ
しながら、楽しんで学習をすることができます。これは学校再開後もずっと活
用して学習を進めています。
学習以外で気になっていたのは、健康面でした。外出制限からくる運動不足、
基本的生活習慣の乱れなど心配の種はつきません。学校からは、室内でできる
運動を行うように働きかけていました。また体温計やマスクが品切れになり、
検温もれやマスク不足になっていることが懸念されました。そこで、教職員が
手分けをして布地を探しマスク作りを
行い、必要とされるご家庭に届けまし
た。体温計は地域から非接触型のもの
を届けていただき、学校で活用させて
いただきました。
一方でオンライン授業を行うための
試行を始めていました。本校には日本
語指導を必要とする中国籍の児童が
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複数名在籍しています。休校中において、もっとも困っている子どもたちで
す。そこで、大学院で学ぶ中国人留学生（本校のサポーター）を指導者にして

Zoom を活用してオンライン授業を試みました。この課題については、大阪市
の Microsoft の Teams の導入で、さらに学校独自での取り組みを進めることに
なりました。

5. 子どもたちがかえってきた日
5 月の 4・5 週目は、週に 2 日、
2 時間だけの登校日が設けられま
した。その最初の 19 日の朝を迎
えました。その時の様子は忘れ
られません。どの子も笑顔いっぱ
いで、実にうれしそうでした。従
来は、集団登校を行っていました
が、密を避けるために自由登校と
していましたが、みんな時間通り
にやってきました。1 年生は入学式以来の登校でしたから、多くは保護者が同
伴されていました。マスクに検温確認、手指の消毒と今日も行っている手順の
後、教室に向かいました。登校日期間は、学級を 2 分割しての分散登校をする
ことになり、前後のグループが交代するたびに机やドアにトイレなどの消毒作
業を行うこととされていました。室内の換気、3 密を避ける指導などと合わせ
て教職員も緊張感の高い船出でした。
教室は机を一つずつ空けて座ること
にしていました。せっかく学校に来て
も、友だちと一緒に学ぶという雰囲気
ではありませんでした。
登校日が開始されて、すぐに実施し
たことは発育測定と健康診断でした。
休校中の食生活の乱れからの体重減少
や家庭内のストレスからくる身体への

6. 学校再開
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虐待を懸念していたからです。複数の教員で確かめながらの測定でした。しか
し、これらはすべて杞憂に終わりました。休校中は保護者がしっかりと子ども
たちのケアに努めていたことがわかり、感謝と安堵の気持ちでいっぱいになり
ました。

6. 学校再開
6 月 1 日、学校は再開されました。その際に心に言い聞かせていたことは、
以下のことでした。

• 教職員がゆとりをもって授業を進める。（履修より習得を意識する）
• 子どもは現状を受けとめる強さをもっている。（子どもを信頼する）
• 子どもを主語にした教育活動に徹していく。（自ら学ぶ力を育てる）
• 子どもの思い出に残る教育活動を進める。（授業や行事の創意工夫）
このころは、授業時数を確保するためにどうするのかという論調がピークで、
長期休業の短縮や土曜授業の実施などが次々と決定されていました。そんな中
で教職員を授業時数で追いつめると、子ども不在で授業を進めていくことにな
りかねません。本校では、休校中に年間カリキュラムを再構築し、デジタル教
材や ICT 機器の活用、個に応じた指導法の工夫を検討していました。だからあ
わてずゆとりをもって授業を進めることを再確認していました。
本格的な授業が始まると、漢字前倒
しや徹底反復学習を行っていたこと、
デジタル教材等で学習を進めていたこ
となどが威力を発揮しました。毎朝の
音読、漢字練習、百マス計算をはじめ
たら、みごとな成果を残すようになり
ました。漢字の書き取りテストでは、
担任が驚くほどの高得点をあげていま
した。
授業時数は 8 月上旬までに 25% は達成できたこと、遠足、社会見学、運動
会の縮小などによる時数増が見込めることもあって、教室に明るさが戻ってき
ました。しかし、休校期間中に、どんどん学習を進めていた子と、そうでなか
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った子の差は拡大していました。一斉
指導では対応できないことが多くなっ
ていました。そこで取り入れたのが、
一斉指導と個別指導の組み合わせ、そ
して学び合い学習です。それは、45
分間をそろって学習を進めるのではな
く、課題ができた者は、新たな課題に
進んだり、困っている友だちに教えた
りする学習です。友だちに説明をすることで、自分自身の理解が深まるととも
に、仲間づくりにもつながります。これは今年度だけでなく、今後も続けてい
こうと思います。

7 月に入って一つの課題が出てきました。大阪市教委より水泳の授業は、5・6
年生のみという指示が届いていました。4 年生以下の子どもたちにとっては、と
ても納得がいかないことでした。特にはじめて小学校のプールに入ることを楽
しみにしていた 1 年生は、ほんとうにがっかりとしていました。この頃になる
と私はこの状況の中で、いかに工夫し
て楽しい学校運営をするかということ
を考えていました。そこで、プールに
入れないなら「水遊びをやろう」と提
案しました。子どもたちは大喜びでし
た。子どもたちの楽しみを奪わず、安
全も守るという挑戦の始まりでした。

7. 壁画「ゲルニカ」の製作
本校は 8 月 6 日にむけて、平和学習を続けてきました。大阪大空襲や原爆投
下について体験者の方々からお話を聞いたり、絵本やビデオ教材を鑑賞したり
という活動を行ってきました。例年なら 8 月 6 日は夏季休業中です。帰省など
の理由で欠席する子も見られました。しかし、今年度は夏季休業が短縮され、

1 学期は 8 月 7 日までとなっていました。
さらに、本年度は、学校の研究テーマに「性・生の学習」を取り上げました。

7. 壁画「ゲルニカ」の製作
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コロナ感染症の拡大によって、世界中の
人びとが命の危機にさらされている状況
を目の当たりにしている子どもたちが学
ぶべきことは、
「命の尊さ」であり「自分
の人生を生きぬくこと」です。人類の歴
史をみれば、多くの人が一度に命を落と
すのは、戦争と感染症、そして自然災害
です。
世界中の人が、悲しみと向き合ってい
る状況と、反戦平和の願いを合わせて一
つの企画を考えました。それは、地域の
地場産業である皮革を使って壁画「ゲル
ニカ」を製作することです。1937 年にナ
チスドイツ空軍によって無差別爆撃にさ
らされたスペインの都市ゲルニカ。その
悲惨な出来事を主題にしてパブロ・ピカソが描いたのが「ゲルニカ」です。そ
れを全児童、教職員で作り上げることで、反戦平和とともに命の尊さを感じる
ことができると考えました。地域の協力を得て皮革を提供していただき、
直径 1 cm のドット状に打ち抜く作業をお手伝いいただきました。6 年生が下
絵作りから、一人ずつの板の小分けを行いました。8 月 6 日には、全校一斉に
皮革を板に貼りつけ、平和や命についての願いを板の裏に書きこみました。お
よそ 150 枚の板を合わせると「ゲ
ルニカ」が姿を現しました。まさ
に 2020 年のモニュメントの完成
です。
「ゲルニカ」の学習は、壁画の製
作がスタートです。これには様々
な内容が含まれています。

• 皮革のもつ美しさ、それは牛
のいのちを無駄にしない先人
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の知恵

• 世界中で繰り返されてきた戦争と失われたいのち
• ピカソが壁画にこめた反戦平和の叫びと語り継がれる願い
• みんなで一つのものを作り上げる喜び、力を合わせるすばらしさ
子どもたちは、製作の過程で感じたことをもとにして、追究を続けています。

8. いのちを大切にする学習
「性・生の学習」を主題とした学習
は、2 学期より始めました。1 年生で
は自分たちの大切な「プライベート
ゾーン」について学びます。水着に着
替えた時に、かくれているところは、
他人に見せない、さわらせないことを
身につけます。3 年生では、子どもの
権利条約について学びました。自分た
ちがもっている権利を具体的に知る
ことで、一人ひとりが価値のある人生
を主体的に生きていく力を育ててい
ます。合わせて他の人の権利を尊重す
ることも学んでいます。高学年では、
正しい異性との向き合い方ということ
で、SNS やデート DV といった内容
にも踏み込んでいきます。これらは、
コロナ感染症とは直接的な関係はありませんが、いのちと向き合う学習という
ことで、今後も実践を深めていきます。

9. ランドセルにいっぱいの思い出を
3 月の臨時休校から 9 か月が過ぎました。今は、第 3 波の感染拡大が押し寄せ
ています。大阪は外出自粛の呼びかけがなされる中での学校運営を迫られてい
ます。その間、運動会や修学旅行、遠足といった行事や児童会によるハロウィ

9. ランドセルにいっぱいの思い出を
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ン・パーティーをいかに実現するかを
考える日々でした。中止するという一
言で片付けようと思えば、それは正し
い判断だと言えるのかもしれません。
子どものいのちを守るためだという大
命題には誰も反論することができない
からです。
しかし、子どもたちにとって、この

1 年間は再び帰ってこない時間です。
ならば、知恵をしぼり、工夫すること
で楽しい思い出を一つでも残してやる
のが、私たちの務めだと思います。
運動会では保護者と同居する祖父
母という参加者制限が設けられまし
た。演技や競技にも制限がある中で、
子どもたちは精一杯の力を発揮しまし
た。南中ソーランのはっぴに書かれた
「命」や「夢」という文字を一人でも
多くの人に見てほしいと思いました。
そこで、オンラインで配信することに
挑戦しました。遠く離れていても、生
で運動会をみていただくことができた
ことは、新しい可能性に気づかされた
体験になりました。
今年度から修学旅行は行先を和歌山県に変更しました。従来は電車で移動し
ていたものを貸し切りバスにして 3 密を防ぎ、感染予防に努めての実施になり
ました。そして、現地と家庭をオンラインでつないで、子どもたちの様子をご
覧いただく場もつくりました。

3 月の卒業式で見た子どもたちのランドセル姿。年が明ければ、コロナ下で
の 2 度目の卒業式がやってきます。子どもたちが背負うランドセルに一つでも
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多くの思い出がつまっているように努めてきた 1 年間でした。
子どもたちは、卒業式で、どんな言葉を語るのでしょうか。それを楽しみに
残りの月日をともに過ごしていきたいと思います。
（大阪市立大国小学校

校長）
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小学校における長期休業中の宿題に関する一考察
―大正期における東京市の尋常小学校の夏休みの宿題を例に―
深谷

圭助

1. はじめに
2020（令和 2）年春、新型コロナウイルス感染症の世界的流行に伴い、学校教
育が停滞しすることになった。学校が数か月に亘って長期休業をしたことで、
児童ら学びを止めなければならない状況に追い込まれたのである。
この年、日本では折しも 2017（平成 29）年 3 月に告示された小学校学習指
導要領が全面実施されることになっていた。奇しくも、主体的で対話的な深い
学びを目指す教育が、当初の想定外の形である「宿題」でスタートすることと
なった。長期休校期間中において、主体的な学習態度が問われ、宿題の目的や
宿題の質と量に関して注目されることとなった。
新型コロナウイルス感染症による休校期間において、どのような学びが小学
生の間で行われていたのかという問いに対する答えを筆者は持ち合わせていな
いが、筆者は、日本の小学校がこれまでの長期休業期間において、教師が如何
にして児童に宿題を課してきたのかを、
「近代日本の尋常小学校における夏休み
の宿題に関する研究」（2019（令和元）年前川財団家庭教育研究助成）をテー
マとし、日本の小学校における宿題がどのような歴史的経緯をもって行われて
きたかについて研究に取り組んできた。
本稿では、この研究を足掛かりとして、大正期に広く日本の尋常小学校で行
われるようになった夏休みの宿題の実際と自学習習慣形成について明らかにし
ていきたい。
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2. 大正期尋常小学校における夏休み課題の実態―1924（大正
13）年文部省学校衛生課「夏季休暇中ニ於ケル宿題ニ関スル
件照會」―
2.1

「夏季休暇中ニ於ケル宿題ニ関スル件照會」の概要

これまで筆者は、夏休みの宿題が、明治末期、1910 年あたりから始まり、国
定教科書の普及を背景として、教科書内容の復習を目的としてきたことを明ら
かにしてきた。具体的には、1910（明治 43）年 7 月に文部省普通学務局が行っ
た「夏季休業中ニ於ケル小学校児童ノ復習実施ノ状況」調査を研究対象として
きている。本研究では、それから 12 年後の 1924（大正 13）年 7 月に、文部省
大臣官房学校衛生課長名で、東京府知事に対し諮問された「夏季休暇中ニ於ケ
ル宿題ニ関スル件照會」を検討する。同史料には、
「学校衛生ノ参考ニ供シ度ニ
ツキ貴管下ニ於テ夏季休業中ニ宿題ヲ課セル小学校六校（市部ニ於テ三校、郡
部ニ於テ三校）ヲ選ヒ左記ノ要領ニヨリ學校別ニ御調査上八月十日マテニ御回
報相煩度」と東京府に対して回答を求めている。質問項目は以下の通りである。
一、 校名
二、 宿題ノ種類
イ、 單ニ學科ヲ復習スルヤウ命セルモノ
ロ、 學校ヨリ課題ヲ提出セルモノ（課題寫添付ノコト）
ハ、 夏季練習帖、夏季日記帖等ニヨルモノ（見本アラバ添付ノコト）
三、 各學科別ニ宿題ニ費ス時間數ノ見込
四、 宿題ヲ課スニ當リ特ニ注意セシ事項
五、 其他参考トナルヘキ事項

1924（大正 13）年文部省による夏休みの宿題に関する調査は、1910（明治
43）年 7 月に次いで２回目となる。1910（明治 43）年の調査は文部省普通学務
局長名で行われてきたが、1924（大正 13）年 7 月の調査は大臣官房学校衛生
課長名で行われている。1924（大正 13）年 7 月というと、1923（大正 12）年

9 月の関東大震災後間もない時期であり、特に東京市部は、復興の最中にあっ
たことが予想される。学校教育遅延に対する危惧がこの調査に反映されている
ことが想像できる。

2. 大正期尋常小学校における夏休み課題の実態

2.2

75

東京市余丁町尋常小学校の「夏休休業中ニ於ケル宿題」

この調査では、市部と郡部それぞれ 3 校ずつ回答が寄せられていが、その回
答の内、市部に属する、東京市余丁町尋常小学校（以下、余丁町小と略記）の
「夏季休業中ニ於ケル宿題ノ件回答」について取り上げる。余丁町小は、1902
（明治 35）年創立、新宿区に現存する小学校である。
夏季休業中ニ於ケル宿題ノ件回答
一、 校名

東京市余丁町尋常小学校

二、 宿題ノ種類
イ、 単ニ學科ヲ復習スルヤウ命セルモノ
第五學年以下ノ児童ハ各自任意ニ復習セシム
ロ、 學校ヨリ課題ヲ提出スルモノ
第六學年児童ニ課ス（別紙印刷物綴ノ通リ）
ハ、 夏季練習帖、夏季日記帖ニヨルモノ
全児童ニ夏休ノ練習帖ヲ課ス（見本別冊ノ通リ。余丁町尋常小學校保
護者會ニテ購入配布）
三、 各學科別々ニ宿題ニ費ス時間数ノ見込
各學科別ニ時間数ヲ配当セズ、凡ソ一日左ノ時間復習ヲナス
第五、六學年

一時間半カ二時間

第四、三學年

一時間カ一時間半

第一、二學年

三十分カ一時間

四、 宿題ヲ課スルニ当リ特ニ注意セシ事項
宿題ノ印刷物ニ注意事項ヲ記ス
以上
五年生以下の児童に対しては学科毎の復習、六年生児童への印刷物による課
題、全児童に市販の夏季練習帖、そして夏季日記帖が課せられている。大正期
に入ると、市販の「夏休みの宿題」用教材が、刊行されるようになる。同校で
も「夏休ノ練習帖」は市販教材を用いていたようである。そして、各学年別に
目安となる宿題に要する時間を示している。
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東京市富士尋常小学校の「夏季休業中ニ於ケル宿題」

次に、東京市富士尋常小学校（以下、富士小と略記）における「夏季休業中
ニ於ケル宿題ノ件」について取り上げる。
一、 東京市富士尋常小学校
二、 宿題ノ種類
夏季練習帖ニヨル（見本別冊

添付）

三、 宿題ニ費ス時間数ノ見込
一日

一、二年

三十分、

三、四年

四十分

五、六年

一時間

以上ノ時間内ニ於テ各学科ハ練習帖ニ適當ニ塩梅セラレタル配列ニ
従フ
四、 宿題ヲ課スルニ當リ特ニ注意セシ事項
特ニ注意セシ事項ナシ
五、 其ノ他参考トナルベキ事項
ナシ
富士小の夏季休業中の宿題に関しては、夏季練習帖を採用し、配布している。
これは、先述の余丁町小と同じものである。宿題に関しては、夏季練習帖によ
るとあり、この練習帖のみを課していたと考えられる。
宿題に要する時間は、余丁町小に比べ、かなり少なく見積もっている。

2.4

東京市千代田尋常小学校における「夏季休業中ノ課題」

次に、東京市部 3 校目である東京市千代田尋常小学校（以下、千代田小と略
記）における「本校ニ於ケル夏季休業中ノ課題ニ関スル報告について」につい
て紹介する。
一、校名

東京市千代田尋常小学校

二、宿題
（イ）學校ヨリ課題を提出セルモノ
第一學年

2. 大正期尋常小学校における夏休み課題の実態
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課題

予定時数

要項

一、算術科

一回、三

一學年ニテハ平素週報ヲ発行シテ算術科、

1 数字ノ書方練習

國語科ノレンシュウカダイヲナシヲレリ

2 加減ノ基礎練習

夏休中ノ課題トシテ特ニ課シタルモノニ
アラズ、日常練習ノ延長ト見ルベキモノ
ナリ、

一、國語科

一回、三

1 五十音ノ書方

週報ハ毎週謄写刷ニテ配布ス
回数ハ自由トス、餘力アル児童ハ数回繰
リ返シ、練習スルモノトス

讀方練習

2 語句應用練習
第二學年
課題

予定時数

要項

一、算術科

一學期中ノ重要問題ヲ含メル練習問題二

1 練習題二百問

百問ヲ謄写刷ニシテ配布ス、一回毎ニ計算
ニ要シタル時間ヲ記入セシメ進度ノ自覚
ヲナサシム、尚ホ回数ハ児童ノ自由トス、

2 数字練習

三

練習用紙三枚配布、一枚一時間ノ予定、休
中三回分ヲ以テ終リトス、十日位日数ヲ
オキテ一枚ヅツ練習セシム

一、讀方科

三

平假名練習

数字練習、同方法

第三學年
課題

予定時数

要項

一 メートル法実

二〇

児童各自ニ渡セシメートル尺ヲ用ヒテ各

験

実測

家庭ニ於ケル小道具ヲメートル単位、セン
チメートル単位ニテ実測セシム、而シテ
実測ノ品元ト其ノ長サヲ記録提出セシム、
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二、綴方自由創作

五

時間ト題材ニ於テ最モ大作ヲ自由ニ作ル
好機デアル此ノ時期ニ平常作リ得ザル創
作ヲナサレム

三、図画自由創作

一〇

仝上理由ニテ二枚以上随意ニ作ラシム

四、雑誌「赤イ鳥」 二五

讀後ノ直観内容ヲ何等カノ他ノ形ニ於テ

ノ購讀

表現セシムルハ目的デ雑誌「赤イ鳥」ヲ選
擇セシム

五、其ノ他

自由復習

第四學年
課題

予定時数

要項

二〇

一月約一頁ノ復習トシ、三十分ヲ要スル見

一、算術科

1 第一學期分
2 特別計算練習題

込、毎日、計算ニ要セシ時間ヲ記入シ練習

二百二十五問

帳ヲ夏休後提出セシム（児童全部ニ課ス）

（謄写刷配布）
四

計算練習ヲ目的トシ、最低一問一分ノ予
定ニテ毎日五問乃至六問ヲケイサンセシ
ム、（但シ此ノ特別ノ練習ハ劣等児ニハ課
セズ）、

二、讀方科

七

第一學分書取練習、一日約二頁、十分ヲ要
スル見込、

三、綴方五題

五

夏休中ノ出来事ヲ題材トシテ随時自由ニ
創作セシム

第五學年
課題

予定時数

一、算術科

要項
算術科ノ成績ニヨリ甲乙丙丁ノ四級ニ分
チ左ノ要次ニヨリ練習セシム

一〇

丁、教科書中（五年、四年）加減乗除ノ式
題、毎日二十分、
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丙、丁ニ加フルニ簡単ナル應用問題、毎日
二十分

一五

乙、教科書中復習問題全部 毎日三十分

二〇

甲、教科書以外の自習書ニヨル任意ノ應
用問題、毎日四十分

一、自由購讀

學校ニ於ケル児童図書ヲ利用シ

毎日四

十分雑誌ヲ讀マシム
第六學年男（女児モ同方法ニヨル）
課題

予定時数

要項

一、算術科

二四

算術科ヲ特ニ能力別（四組ニ分ツ）ニシテ
課題ス
第一組（六年ノ教材デハ客易ニコナシ得
ナイモノ（七名）
尋三ノ整数ノ乗除及六年分数ノ極メテ平
易ナルモノヲ課ス
第二組（第一組ヨリ称シ程度ノ高キモノ）
（十三名）
尋三ノ整数ノ乗除、及六年分数ノ簡易ナ
モノヲ課ス
第三組（中等児ヲ含ム）（三十二名）
六年教科書中ヨリ、及自習書中ヨリ課ス
第四組（六年ノ教科書ヲコナシ得ルモノ）
（二十三名）
分数形式算及應用問題ヲ課ス
問題は謄写刷ニテ配布ス

讀方科

二四

單ニ復習ヲ命ゼルモノ

國史科

六

仝

地理科

六

仝

理科

一二

仝
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（ロ）夏季練習帖ニヨルモノ
各學年共夏季練習帳ヲ配布シ（別冊添付）學習態度ノ持続ニ努ム、
常之要スル時間ハ學年ニヨリ其ノ日ノ課題ニヨリ相違スレド低學年一日分十
分ヨリ高學年一日分最大、一時間ヲ要スル見込ナリ
本校デハ各學年トモ（イ）（ロ）併用セリ、
三、宿題ヲ課スルに當リ特ニ注意セシ事項、

1、児童ノ能力、発達ノ程度ニ鑑ミ可及的個別的ニ課題セリ、
2、夏休中ハ一般児童に對シテ体力ノ維持、増進ニ主力ヲ注グベキ方針ヲト
レリ殊ニ身体虚弱ナル児童ニ對シテハ最低限度ノ課題ヲ為シ、体力ノ回復ニ
努メルヤウ保護者ニ注意セリ、

3、家庭ノ実情ニ顧ミ且ツ、バラック生活目下ノ状態ヲ参酌シテ解放セル本
校ノ児童図書室ノ利用シテ日課ヲ果サシメ、當校校庭ヲ利用シテ十分運動ス
ルヤウ注意ヲ與ヘタリ、
千代田小の夏季休業中課題については、先述の余丁町小、富士小と比べ、そ
の宿題の内容が具体的であり豊富である。また、算術科などは、能力別に４グ
ループに分け、其々の能力に応じて、計算の課題を課している。尋常科六年生
であっても、尋常科三年生の教科書の内容を復習させるなど、六年生の夏季休
業中課題において、能力別の編成を実施している点は注目すべき点である。な
お、能力別指導が、算術科授業においても行われていたかは不明である。
文部省学校衛生局による夏季休業中の宿題に関する調査は、関東大震災から
未だ 1 年未満の調査であったため、バラック生活を余儀なくされている家族も
あったと推察される。千代田小の報告書には、家庭での学習がままならない環
境にある児童に対し、学校児童図書室を解放し、日課に取り組ませる工夫がな
されていたことを示す文章が見受けられる。

3. おわりに
本稿では、大正期における夏季休業中課題の実際を 1924（大正 13）年文部
省学校衛生課「夏季休暇中ニ於ケル宿題ニ関スル件照會」を研究対象として調
査し、大正期の長期休業時における自学課題を東京市下の 3 校の尋常小学校が

3. おわりに
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どのように捉え、家庭で実施させていたのかを明らかにしてきた。
その結果、以下のことが明らかになった。

• 夏休みの宿題が、学校の復習を中心に行われていたこと
• 大正時代になると市販の夏休練習帖を用いる学校が多くなっていたこと
• 東京府では統一した夏休みの宿題を出していたわけではなかったこと
• 夏季休暇中、児童の学習に対する動機づけが十分に行われた様子が見ら
れないこと

• 学校の中には、児童の能力差に応じた宿題を用意する学校があったこと
• 虚弱体質の児童に対して、課題よりも体力向上の方を優先するように保
護者に伝えていたこと

夏休みのような、長期休業中における課題は、学校の既習内容を復習させる
ことに重きが置かれており、国定教科書に準拠して編集された夏休帖を採用し
ている学校が多かった。その一方で、中には、児童の学力実態を踏まえて、そ
の課題内容を定めている学校があり、学校によって、夏休みの課題に対する考
え方が大きく異なることが明らかになった。
実際、当時から現代に至る迄、夏休みの課題に関しては学校毎の裁量で行わ
れており、各学年の標準学習時間も学校により様々であった。宿題そのものが、
法的に規定されておらず学校の裁量であること、そして学校の授業の復習を夏
季休業中の宿題として課していた。

2020（令和 2）年 4 月、新型コロナウイルス感染症対応のため、全国の学校
が休校を余儀なくされた際、授業が始まっていなかったため、復習としての宿
題を課することができなかった。宿題が予習に重点を置いたものであれば、学
校長期休業において、児童に予習させることは吝かでなかったはずである。
明治末期以降、小学校の夏休みの宿題は、授業内容を復習させ、児童に学習
内容を定着させるするための宿題として位置付けられてきた。その一方で、予
習をすることで、児童が誤って理解したり、児童が予習したりすることで、授
業を疎かに考えるのではないかと考えられてきたのではないかと推察される。
主体的な学習態度は、Zimmerman & Schunk (2001) によると、教師による動
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機づけと学習方略指導によって培われるものだと言う。児童の実態に即して、
学習動機づけを如何に行うのかを考え、主体的な学びを学校内外で行っていく
ためには、長期学校休業中における宿題は、授業で培った児童の主体的な学習
態度や学習方略を自由自在に活用する絶好の機会であり、教師は、そうした機
会を活かしていくことが重要である。
ポスト・コロナの時代、GIGA スクール構想に拍車がかかり、ICT の学校へ
の導入が加速することで宿題の在り方が問い直されることになることを契機と
して、宿題の在り方に関する議論が深まることを期待したい。
参考文献

•

東京都公文書館蔵『夏季休暇中ニオケル宿題ニ関スル件照會』1924（大正 13）
年 7 月。

•

Zimmerman, Barry J. Schunk, Dale H. (2001) Self-Regulated Learning and Academic Achievement. New York: Routledge.

•

バリー・J. ジマーマン他『自己調整学習の理論』北大路書房、2006 年。

（現代教育学研究所

所長、中部大学現代教育学部

教授）
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1. はじめに
臨時休校のために年度初めの基礎作りの大切な時期がなくなり、しかも、再
開後もいろいろな活動が制限され続けている。このようなたいへん困難な状況
での学校経営が続いていることは、すべての管理職が経験をしたことがないこ
とである。これまで、災害によるある程度の期間の休校は想定していたが、感
染症によって全国が一斉に長期間休校になるとは、まったく考えていなかった。
また、一時的にマスクや消毒液が不足したことはあったが、物は十分あるなか
で、ただ活動制限がかかるだけで、これだけのことになるとは、まったく思い
もしなかった。平時なら PDCA でマネジメントしていくところだが、これまで
通りが通用しないこのような現状では、本当に必要なことは何かを見極め、こ
れまでのことにこだわらず、瞬時に見直しながらの学校経営がいまだに続いて
いる。未知の状況にも対応できる力の育成をめざした新学習指導要領がスター
トしたその瞬間に、教師自身がその状況に直面することになるとは、何とも皮
肉な話である。
このような困難な状況下で、その解決のために取り組んできたことや、ピン
チをチャンスにしようと取り組んだことの中から、特に ICT 活用を中心に紹介
する。
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2. 学級づくり・授業づくり
この数年間本校は、「集中させる」
「しっかり教える」
「つなげて考えさせる」
の 3 つを大切にして、日常の授業の改善に取り組んできた。休校期間中の授業
の遅れを取り戻すために、授業をどんどん進めることはもちろん重要だが、授
業を進めることばかりに気を取られると、これまで大切にしてきたこの 3 つを
ついつい忘れてしまうことになる。なお、
「つなげて考える場面」では、生徒相
互の活動が不可欠だが、コロナ禍の現状では十分にその活動を取り入れること
ができない。
また、学級での生徒どうしの人間関係づくりや教師と生徒の人間関係づくり
は、学習を進める上で基盤となる重要なことである。分散登校が始まった 5 月
下旬の時期は例年であれば、ある程度学級づくりが進んだ段階であるが、今年
度に限っては、全く違ったゼロからのスタートであった。さらに、不安感が例
年以上に高く、加えてマスクをしていることから、表情がよくわからずに、お
互いの気持ちが伝わりにくい状況であった。そこで、意図的な声かけをいつも
以上にしたり、生徒どうしのかかわりを増やすエクササイズ（図 3.1）を取り
入れたりして、まずはスモールステップでこの基盤づくりに注力してきた。
なお、休校中に設定していた課題確認の登校日（分散登校開始前）には、担
任との関係づくりや不安感解消のために教育相談を実施した。（図 3.2）教育相
談は、分散登校開始直後にも再度実施をした。

図 3.1 分散登校中のエクササイズ（ア
ドジャン）

図 3.2 課題確認日の教育相談

2. 学級づくり・授業づくり
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以下は、5 月下旬の分散登校が始まった当時の本校教員の状況報告記録から
生徒たちの状況がわかる部分をまとめたものである。

• 子どもたち、元気がないという
か、生活のリズムが戻っていな
いので、何か変です。家庭の協
力を得ながら生活リズムを整え
ることが大事かと思います。

• 体力も落ちているようなので、授
業 6 時間耐えられるのか心配で
す。生徒も疲れを抱えているの

図 3.3 分散登校時の授業

ではないかと思います。

• 寝る時間が遅い、起きる時間も遅い、という生徒が多いです。また、ス
マホやゲームへの依存度が高まっているかもしれないなと思いました。

• 久々の授業でも、一生懸命に取り組んでくれる生徒が多く、すごいな
と思いました。

• 1 年生は中学校という新しい環境の中で学校生活がようやく始まり、緊
張しながらも、少しずつ笑顔が出てきたように感じます。
このように、半数ずつの分散登校で、生徒たちの元気がない、体力が落ちてい
る様子に心配をしていたが、トラブルはほとんどなく穏やかに学校は再開でき
た。また、中学校では小学校と違い同じ授業を何度もすることに慣れているの
で、分散登校中の 2 日連続で同じ授業をすることへの戸惑いはなかった。思っ
ていた以上に落ち着いている生徒たちといつもより少ない人数での授業再開は、
ありがたいものであった。さらに、教員は久しぶりに授業で生徒とのかかわり
ができる嬉しさを、生徒たちは家に閉じこもっていた状況から解放された嬉し
さも感じながらの再開であった。なお、この時期には、不登校傾向の生徒も他
と同様に登校できていた。このことは、今後の取り組みの参考になるものと考
えられる。このように、感染症対策のための分散登校ではあったが、生徒たち
の生活のリズムを徐々に戻すためにも、この形態は有効であったと考えられる。
しかし、2 学期が終わろうとしている現時点での生徒たちの状況から振り返
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学校生活は楽しいですか
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図 3.4 生徒学校満足度調査（2 学期末実施結果）

ると反省する点がある。2・3 年生は、その後生活のリズムを取り戻し、前年
度までの中学校生活の基盤の指導の成果もあり、現在も制限が続く学校生活で
あっても、昨年度以上のがんばりを発揮している。しかし、1 年生については、
トラブルが少なくなく、例年よりも苦しい状況である。図 3.4 は、2 学期後半
の 12 月上旬での学校生活の満足度の調査結果であるが、1 年では否定的な回答
が多いことにも表れている。
今振り返ると、分散登校期間中の落ち着いた状況に安心をしてしまっていた。
心がけたつもりではあったが、1 年生については、授業のことよりも中学校生
活の基盤となる活動を例年以上に行うべきであったと反省している。
次に、授業については、最初に述べたように制限の中での再開になり、さら
に 100 日間の遅れを取り戻したいという思いはあるが、旧来の知識注入型の一
斉授業ばかりのハイスピードの授業とならないように共通理解をしてきた。授
業再開直後の 6 月上旬には、各自が授業の進め方について心がけていることを
まとめて、次のようことを共有してきた。

• 自分で学ぶことができるように、日常授業を少しでも改善してスキル
の育成をしていく。教科書の構造を教えることも必要。

• 今までできていた「当たり前」からまず確認する。

3. 学校経営上の見直し
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• 人から褒められる機会も少なかったので、たくさん褒めることを意識
しながら生徒と接していく。

• 授業の進度や課題の量は、生徒の様子を見ながら調整していく。無理
をしない。1 年生は初めての中学校での授業で、身構えている生徒も
いるように感じるので要注意。

3. 学校経営上の見直し
3.1

日課の見直し

学校再開以降現在に至るまで、最優先事項である感染防止対策を主軸にした
学校経営が続いている。どの学校でも、コロナ禍以前から毎日のスケジュール
はぎっしり詰まっていて、新たなことを付け加えるなら、何かをやめなければ
ならない状況である。再開にあたり、まず検討したことは、登校時刻と感染防
止のことである。そこで、登校時の消毒と健康観察を確実にすることが重要と
考え、登校開始時刻を職員の勤務開始時刻以降にし、担任以外が昇降口で手指
消毒と体温確認を確実に行った。そして、担任が各教室で生徒を迎え、健康観
察を確実に行うように変更した。本市では、すでに部活動の朝練習は実施して
いなかったことと、中学生であれば保護者の出勤後に家を出ることも可能であ
るので、このような変更は可能であった。これで、感染防止対策をきっかけに、
長年問題となっていた勤務開始前から生徒が登校するという状況を解決するこ
とができた。

3.2

教職員間の情報共有の見直し

このように、感染防止対策のために朝の時間帯を使うことになり、昨年度ま
で週に数回実施していた朝の打ち合わせを行うことができなくなった。しかし、
学校再開後のしばらくの期間は部活動を実施していなかったので、その期間中
は生徒下校後に打ち合わせを毎日実施し、生徒たちの状況を共有してきた。こ
の点に関しては、例年の年度初めに比べて十分に共有ができた。
その後、部活動が再開した時点でも、朝の体制は変更せず、全体の情報共有
体制を工夫して現在に至っている。全体での打ち合わせや情報共有は月に数回
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程度のみの実施となり、通常は校務支援システムの掲示板や自宅勤務の際に活
用した Slack による情報共有となっている。なお、今年度は時間割の中に学年
会の時間を設定し、毎週確実に学年内での情報交換ができるようにしている。

3.3

その他の見直し

この他にも見直したことは多岐にわたる。消毒作業や夏の熱中症対策、冬の
教室換気や湿度管理は、これまでにないレベルでの対応が必要であった。また、
これまで当たり前と思って実施してきたことも、果たして必要なことか立ち止
まって再検討をしてきた。感染防止対策を最優先にすれば、従来通りでは実施
できないことばかりであった。特に行事は中止ありきではなく、実施できる形
を、一部は生徒とともに検討をしてきた。このような中で、修学旅行、体育大
会、文化祭など、従来とは内容は大きく変わったが、何とか実施をすることは
できた。ただ、保護者の行事参加を見送らざるを得なかったことは、感染防止
対策からやむを得なかったことではあるが、大変申し訳ない決断だった。
定期テストの見直しも行い、定期テストは毎学期に 1 回に減らし、各教科と
も単元テストを複数回実施することに変更をした。これは来年度からの新学習
指導要領完全実施による学習評価の見直しを一部先取りすることになり、か
えって好都合であった。

4. 一気に進んだ学校の DX
コロナ禍というピンチをチャンスに変えて一気に進んだのが、学校の DX（デ
ジタルトランスフォーメーション）である。本市での本格的な教育の情報化の
スタートは、約 20 年前であった。当時は、インターネットの教育利用が始まっ
た頃であったが、教員が ICT 活用は便利であることを実感しないと活用は進ま
ないだろうとの考えから、まずは日常の業務での活用（校務の情報化）からス
タートした。その後、実物投影機などの拡大提示環境を常設して、誰もがいつ
でも活用して、スモールステップではあるがわかりやすい日常授業をめざして、
進めてきた。そのおかげもあり、本市では学校間で差はあるものの、コロナ禍
でなければ数年かかったと考えられる ICT 活用の進展が、この数か月で一気に
進んだ。

5. 休校中のオンライン学習
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最初の一歩は、保護者との連絡手段の変化からであった。これまでは、一斉
メールで緊急連絡をしてきた。しかし、この仕組みだけでは、個別の連絡や双
方向の連絡を行うことができず、休校中の連絡体制としては不十分であった。
そこで、当初は今年度（令和 2 年度）中に導入予定であった学校情報配信アプ
リ（以下、連絡アプリ）を急遽前倒しで導入し、家庭への情報提供に利用するこ
とにした。ただし、急遽の導入であったので、使いやすさという点で改善途中
のものを利用してもらうことになり、保護者に多少の迷惑をかけることになっ
てしまった。
この連絡アプリの活用により、従来の一斉メール配信とは違い双方向性が確
保され、既読確認も可能になった。これにより、未読の保護者だけに後日再送
信できるようになり、より確実に情報を伝えることができるようになった。ま
た、紙媒体配付であった学年だよりや各種お知らせは、pdf 送信に移行してき
た。さらに、アンケート機能も活用できるので、開催することができなかった

PTA 総会については、この連絡アプリを使って書面決議をすることもできた。
また、コロナ禍では、各種の保護者説明会も通常通りの対面での実施が困難
になった。6 月に実施した第 1 回進路説明会は、事前に保護者に 3 つの参加方
法（⃝
1 学校での説明会に参加する ⃝
2 リアルタイムで動画配信を視聴する ⃝
3
後日限定公開する動画を視聴する）から選択してもらったところ、⃝
1 は 20 名
程度で、普通教室で 3 密を回避しながら説明会を実施することができた。大多
数は ⃝
3 で、収録した動画を説明会終了後に見やすいように各 10 分ほどに分割
して限定公開し、そのリンクを先ほどの連絡アプリで保護者に連絡した。保護
者には、都合のいい時に、そして、わかりにくいところは繰り返して見ること
ができる点で好評であった。その後の説明会は、すべて対面とオンラインのハ
イブリッド開催であるが、コロナ禍後もこの形態での実施が続くものと考えて
いる。

5. 休校中のオンライン学習
5.1

休校中に作成した動画教材について

4 月以降も休校が続くことになり、学習内容を動画で伝えることができれば、
新年度の学習を少しでも進めることができると各校が考えるようになった。そ
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こで、無理なく進めるために市教委と市校長会が連携し、全校で分担をして動
画を作成していくことになった。
本市では、全教室に実物投影機等の教材拡大提示環境が常設されており、こ
れを活用して教材を大きく映して授業を日常的に進めてきた。そこで、これと
同様に拡大提示する内容をプレゼンテーションソフトでスライド教材にまとめ、
説明の音声を記録しながら動画に変換して作成をした。その際、集中力が続く
ように、1 本の動画の長さは 3 分程度にするようにした。作成した動画は、本
市が採用している CMS を使って集約をして公開をした。
また、GIGA スクールに備えて、G-Suite for Education のアカウントを一部
に設定したところだったので、動画データ等は Google ドライブに各校からアッ
プしてもらった。それを管理担当者が内容を確認しながら、YouTube に限定公
開していくなどの作業を進めて、作業の効率化を図った。なお、この共同作業
はクラウド活用に慣れる場ともなった。

5.2

今後に向けて

本市でも GIGA スクール構想の実現に向けて、生徒全員に端末が整備され
た。もちろん同時に校内の無線 LAN 環境も整備され、日常的に活用できるよ
うになった。また、今後の休校になった場合に備えて、ネット環境がない家庭
へ貸し出すモバイルルーターの整備もされた。本校では、今後は同期型オンラ
イン学習も実施ができるように準備を進めてきた。もちろん、このような環境
面の整備だけでなく、生徒自身で学ぶことができるように、通常の授業を通し
て必要なスキルを育てることも進めている。

6. GIGA スクールに向けて
6.1

GIGA スクールでの ICT 環境

コロナ禍により、GIGA スクール整備は前倒しをされて、この 1 年で環境が
整った。多様な学びにつながる 1 人 1 台端末整備が大きく注目されているが、
単に台数が増える環境整備だけではない。次の 4 点は、それ以上に重要なポイ
ントであり、これまで学校に整備されていた PC 環境とは全く違った ICT 環境
が整備されたことを間違えてはいけない。

6. GIGA スクールに向けて
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• 超高速ネットワーク整備により、不自由のない学びの保証
• 1 人 1 アカウントにより、個別最適な学びの保証
• クラウド活用により、世間並みの ICT 環境を保証
• 持ち帰り活用により、どのような場合でも学ぶことが可能な環境を保証
このように、これまでとはレベルの違った環境が整備されたので、これを活
用していきなり大きな授業実践をすることは難しい。また、この環境は授業
活用だけにとどまるものではなく、すべての面で活用できるもので、教員自
身がこれまで経験をしたことがない環境である。この環境では、各種の情報
の共有が容易になり、同時共同編集も可能である。教員がこの環境のよさを理
解し、授業での活用場面のイメージを
持つために、いろいろな場面で活用す
る体験を積み重ねることが重要と考え
た。そこで、先に述べたような、これ
までの本市での ICT 活用の歩みと同じ
ように GIGA スクール環境の活用も、
授業活用からではなく、日常の業務で
の活用から、しかも環境が整う前から

＊ G Suite for Education を
G Suite と表記しております．

図 3.5 のようにスモールステップで進
めてきた。

6.2

図 3.5 段階的な活用準備

最初の活用体験

従来であれば、まとまった研
修の時間を確保し、いろいろな
体験を設定するが、現状では、
コロナ禍で研修時間の確保が難
しい。そこで全員が集まる会議
や打ち合わせの最後に何度か時
間を少しずつ確保し、スモール
ステップで研修を進める方が効
果的である。最初は、図 3.6 の

図 3.6 情報共有・同時共同編集についての研修内容

92

第3章

コロナ禍の中学校で何が起きているのか

ように情報共有や同時共同編集の実習を行い、教職員全員で共有するとよい
テーマを選んで情報を入力し、容易に情報を共有できることと同時共同編集が
できることのよさを体感してもらった。本校では、ちょうど分散登校が始まっ
た時期に実施したので、分散登校が始まって感じていることを共有することに
使った。その時の記録が、2 で紹介した分散登校開始時点での状況報告記録で
ある。この研修を通して、同時共同編集と情報共有のよさを体感し、授業でど
のような活用ができるか、そのイメージをつかむことができた。

6.3

日常業務での活用体験

調査用紙を配付して、回収してまと
めることは、日常業務の中で頻繁に行
われていることである。この一連の作
業を図 3.7 のような Google フォーム
を活用することで大きく改善すること
ができる。これは、個人懇談の日程希
望調査であるが、保護者のスマホなど
からの回答は、自動的に Google スプ
レッドシートに集計されるため、「印
刷・配布・回収・集計」にかかってい
た手間と時間を大幅に短縮することが
できる。授業でもこの一連の作業は、

図 3.7 フォームを活用した調査

よく行われていることであり、日常業務での活用体験が今後の授業での活用に
つながっていった。

6.4

校内授業研究会での活用体験

授業研究後の研究協議会でもこの環境を活用してきた。従来は、付箋に気づ
いたことや感想などを書いて拡大した指導案に貼って共有をしていた。しか
し、授業を振り返りながら、各自が意見を Google スライドに同時に入力して
いくことで、容易に共有・まとめができるようになった。また、他のグループ
との共有も容易であり、さらに、授業者との共有もできて振り返りにも有効で

6. GIGA スクールに向けて

93

協議の記録

・クロムブックを使うときと使わないときのメリハリができて
いる。
・模擬授業の時に課題として挙がっていた、投票率が低いと国
民の意見が反映されにくいという意見がしっかりと子供から
出されていた。
・フォームを使った投票を行うことで、どの意見の人が何人い
るのかがひと目でわかるようになっていた。
・課題を考え、構成していく、生徒の意見を聞いて、つなぐ、
深めるが良かった。
・アウトプットが良かった。生徒の考えが深まった。
・最後の考えでもう少し時間があればよかった。自分の考えが
もう少し引き出せばよかった。

図 3.8

授業研究協議会での活用

ある。教員自身がこのように体験を重ねることで、どのように活用するといい
のか、はっきりつかむことができ、授業での活用のハードルはどんどん下がっ
ていった。もちろん、これまでなら共有できなかった意見も確実に共有でき、
授業研究は、これまで以上に深まった。

6.5

初期の授業活用例と活用事例の共有

生徒用端末の活用が可能になると、各教科での活用がすぐに始まった。これ
まではノートやワークシートにまとめさせていた授業の振り返りやまとめ等を、

Google スライドなどのクラウド上で行うようになった。容易に全員の考えを

図 3.9 授業での活用

図 3.10 校内での実践共有例
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共有できることで、他の人の考えを参考にして、自分の考えをよりよくするな
ど、質の高い考えを短時間で表現できるようになった。
なお、授業での活用をより進めるためには、事例の共有が不可欠である。こ
れまでであれば、実践の様子を資料にまとめて配付をするか、ファイルサーバー
でそのデータを共有するなどの方法をとっていたので、時間と手間がかかって
いた。しかし、この環境が整ったことで、Google Chat を使い容易に共有がで
きるようになった。また、コメントも気軽に書き込むことも可能になった。さ
らに、簡易の実践事例集としても活用可能である。

7. おわりに
2 学期が終わろうとしている現時点で、授業の遅れは各学年・教科ともにほ
ぼ解消している。コロナ禍の終わりが見えない現状では、今後も困難に対応す
るための判断の連続だと思う。ここまでの短期間にこれだけ多くの判断と対応
をしてきたことは、いまだかつてないことであった。現時点で振り返ってみる
と、あまりにも多くのことに対応してきて、すでに記憶が薄れていることもあ
る。そのようなこともあり、記録にとどめておくことが大切と考え、このよう
にまとめてきた。今後もコロナ禍での見直しが、これまでの当たり前を見直す
ことになり、結果的に新しい時代に見合った学校経営につながるようにしてい
きたい。
（春日井市立高森台中学校

校長）
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愛知県の特別支援学校の取組から
伊藤

徹

伊藤 佐奈美

1. はじめに
愛知県内の特別支援学校では、5 月下旬の学校再開準備期間、6 月からの分散
登校による学校再開を経て、6 月中旬からようやく全校による教育活動を再開
することができた。前年度を含めると約 3 か月ぶりの学校再開であったため、
どの学校もできる限りの感染症予防対策をしながら、まずは、通常の学校生活
を軌道に乗せることを目標に取組を始めた。
しかし、コロナ禍の特別支援学校における教育活動や感染症対策は、文部科
学省のガイドラインやマニュアル等をそのまま適用できる部分だけでなく、幼
児児童生徒（以下、「児童生徒等」とする。）の障害の状態や発達の段階等を考
慮したうえで個別に対応が必要な部分が多くあった。
このことを踏まえ、本稿では、愛知県内の特別支援学校が休業期間を含め、
実際にどのような対応を行いつつ学校を再開してきたかを振り返り、さらに今
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後のポスト・コロナ時代の教育への展望を検討したいと考える。

2. 学校休業中の対応
2020 年 1 月下旬から、県教育委員会を通じて文部科学省から新型コロナウイ
ルス感染症情報や対策についての通知文が届くようになった。その後、2 月中
旬には、学校における感染症対策や対応等についての通知文が出されるように
なった。そして、当時の安倍首相による全国一斉臨時休業の要請を受け、各学
校では臨時休業をすることとなった。
急な休業の始まりであったことに加え、予測できない情勢の変化に翻弄され
ながら、各学校では日々検討を繰り返し対応してきた。そこで、実際に知的障
害のある児童生徒等を教育する特別支援学校（以下、
「知的障害校」とする。
）で
ある春日台特別支援学校ではどのような対応をしてきたのかを時系列でたどっ
てみたい。
文部科学省からの 2 月 18 日付け通知文「学校における新型コロナウイルスに
関連した感染症対策及び児童生徒等に新型コロナウイルス感染症が発生した場
合の対応について」（県教育委員会を通じて 20 日及び 25 日付けで各特別支援
学校へ通知）を受け、25 日に概要をメールで、26 日付けで「感染症への対応」
について、27 日付けで「学校の予防対策」について保護者宛てに通知文を出
し、家庭と連携して感染症対策をしながら学校生活を送るための準備を進めた。
しかし、その直後、2 月 27 日午後 6 時過ぎ、当時の安倍首相による「3 月 2
日から春季休業までの全国一斉臨時休業の要請」を受け、28 日付け保護者宛て
通知で「臨時休業」を伝えることとなった。
休業直後の 3 月 1 日には、県教育委員会から「自主登校教室」設置の依頼
を受けた。これは、自宅で独りで過ごすことができず、日中保護者が共働き等
で、身近な親戚やデイサービス等預け先がなく見守る大人がいない児童生徒等
を対象に、学校での受け入れをするものである。このことについて 3 月 2 日付
けメールで保護者に案内をした。ただし、
「スクールバスの運行」と「給食の提
供」については、感染リスク等を考慮し、いずれも実施しないこととし、保護
者による送迎と昼をまたぐ場合は弁当持参をお願いした。保護者送迎としたこ
とで、登校時の検温等健康観察を保護者と一緒にすることができたため、発熱
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等風邪症状のある場合は、再度お迎えを要請することなく、迅速に医療機関の
受診や自宅で休養をすることができた。

3 月 4 日には、当初の計画日に高等部卒業式を挙行した。しかし、臨時休業
中のため卒業生とその保護者のみの参加とし、来賓はＰＴＡ会長及び関係の深
い方のみの最小限の人数に抑えた。続いて、3 月 11 日には幼稚部、小中学部の
卒業式を挙行した。実施方法は、4 日の高等部卒業式と同様とした。

3 月 12 日には、令和 2 年度に向けた幼稚部、高等部入学者説明会を実施し
た。例年は午前中 2 時間程度、生徒と保護者が来校し説明会を行っているが、
説明会場の密を避けるため、資料配付のみとした。
春季休業明けが迫る 3 月 25 日及び 4 月 3 日には、保護者宛てに「学校の再
開」についてメールを送信し、新年度当初の日程の確認、家庭や登校時の留意
事項、学校での感染症対策などを伝えた。
新年度になり 4 月 6 日には、入学式を挙行した。例年は、幼稚部から高等部
までの入学生が一堂に会するが、感染症対策として 2 部制とし、前半に幼稚部
及び小中学部、後半を高等部とし、入学生と保護者を入れ替えて実施した。
しかし、4 月 6 日付けで県教育委員会から「臨時休業の措置」の通知が発出
され、4 月 7 日から 4 月 19 日まで再び臨時休業となった。そこで、同日付けで
「臨時休業」について保護者宛てにメールと電話で伝え、その通知文を学校の
ホームページ（以下、「WEB ページ」とする。）に掲載した。加えて、翌 7 日
付け保護者宛てメールで「4・5 月の行事」（遠足、運動会、授業参観、保護者
会の中止等）について伝えた。4 月 20 日の学校再開後、年度当初の行事を例年
通り実施することは、感染症対策、事前学習時間の確保の両面で難しいと判断
したからである。
学校再開後の対策を検討する中、さらに、4 月 9 日には、県教育委員会から
県独自の緊急事態宣言とそれに伴う臨時休業延長の予告があったため、保護者
宛てメールで伝えた。そして、4 月 10 日には、知事から「愛知県緊急事態宣
言」が、同日、県教育委員会からの「愛知県緊急事態措置に基づく臨時休業期
間の延長について」の通知が発出され、臨時休業の期間は 5 月 6 日まで延長さ
れることとなり、保護者宛てにも同日付けで「臨時休業の延長」についてメー
ルを発信している。
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その後、4 月 16 日付けで国の緊急事態宣言が全国に拡大され、愛知県も含
まれるようになったことに伴い、4 月 24 日に県教育委員会から、再度、「臨時
休業期間の延長について」の通知があり、臨時休業の期間を 5 月 31 日まで延
長することとなった。その間も 4 月 21 日には、
「学校再開後」について保護者
に通知するなど、休業明けの登校方法や感染症対策についても、その都度検討
し、速やかに保護者へ連絡できるよう学校再開準備を進めていたため、結果と
して、学校再開と休業延長の通知を繰り返すこととなった。

4 月 28 日には、県教育委員会から、「大型連休の過ごし方」に関する保護者
への周知についての通知があり、不要不急の外出を避け感染予防に取り組んで
いただくよう、30 日付け保護者宛てメール及び WEB ページで伝えた。
また、新年度明けの臨時休業が 1 か月になるため、家庭で学習ができるよう、

5 月 8 日付けで WEB ページに「家庭学習教材」
（プリント教材のデータと保健
だより）を掲載し、保護者宛てメールで伝えた。その後、家庭でも簡単にでき
る体操などの動画教材を作成し、数日ごとに「家庭学習教材」
（プリント教材と
動画教材）を更新するようにした。

5 月の大型連休中には、県教育委員会から学校再開に向けて臨時休業中に分
散登校や時差登校による登校日（学校再開準備期間）を設けるよう指示があっ
た。そこで、登校方法等を検討し、5 月 11 日には、保護者宛てメールで、「学
校再開準備期間（5 月 21 日から 5 月 31 日）及び学校再開（6 月 1 日）
」につい
て伝えた。また、再開 2 週間の 6 月 1 日から 12 日までは分散登校とした。な
お、これらの実施については学校の実情に委ねられていたため学校ごとに設定
できたが、知的障害校間で情報共有し、概ね足並みを揃えるようにした。ちな
みに、肢体不自由のある児童生徒等を教育する特別支援学校（以下、
「肢体不自
由校」とする。）では、基礎疾患のある児童生徒等が多く在籍していることか
ら、より慎重に 6 月 1 日から学校再開準備期間、6 月 15 日から学校再開という
ように、知的障害校より 2 週間遅れの対応をとった。

5 月 12 日夕刻のニュースや 13 日朝刊では「県立学校の学校再開が 5 月 25 日
に前倒しになる」との報道があったが、県教育委員会からの通知に、
「特別支援
学校は学校の実情を踏まえて遅らせることができる」との規定があったため、

5 月 11 日付け保護者宛てメールのとおり再開は 6 月 1 日との措置をとり、同
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日保護者へは確認のメールを送った。

5 月 21 日からは、学校再開準備期間として、午前中のみの分散登校（小学
部、中学部、高等部をそれぞれ 3 グループに分け、3 日に 1 回登校）を開始し
た。いよいよ、6 月からは学校が再開するため、21 日には、「学校再開及び今
後の学校行事等」について、27 日には 6 月から開始する給食について保護者宛
て通知文とメールで伝えた。21 日の通知の中では、臨時休業で減った授業日数
を少しでも補充するため夏季休業を 8 月 1 日から 23 日までに短縮し、1 学期
終業式は 7 月 31 日、2 学期終業式は 8 月 24 日とすることも伝えた。

6 月 1 日から学校を再開し、給食を食べて午後 3 時下校としたが、12 日まで
は分散登校（各部 3 グループごとに 3 日に 1 回登校）を継続した。

6 月 1 日付け文部科学省から『「新しい生活様式」を踏まえた御家庭での取組
について（リーフレット）の周知』の依頼を受け、3 日付けで WEB ページに
掲載し、保護者宛てメールで伝えた。
そして、6 月 15 日から、全幼児児童生徒による一斉登校を再開することがで
きた。その際、保護者あてに 6 月 15 日付けで「登校時の留意事項（感染症対
策、
「健康観察表」記載の協力等）
」について、6 月 22 日付けで「37.5 ℃以上の
発熱等かぜ症状がみられる場合の対応」について、6 月 25 日付け「送迎時の
対応（各玄関で検温してから引き渡し等）
」についての通知を行った。また、7
月 15 日には、
「2 学期以降の学校行事」
（文化祭は、部ごとに日にちを分けて実
施、修学旅行は時期と目的地変更等）についても保護者宛てに通知した。さら
に、7 月 22 日付け県教育委員会からの指示を受け、同日付けで、「連休中の過
ごし方等」
（7 月 23 日から 26 日の 4 連休の留意事項）について、8 月 3 日付け
で「感染症対策」について、保護者宛てにメール配信及び WEB ページ掲載で
通知した。
感染症対策をしながら学校関係者から感染者を出さずに何とか 1 か月半の学
校生活を送り、いつもより 10 日余り遅い夏季休業を迎えることができた。安
堵したのも束の間、再び 8 月 6 日に愛知県独自の緊急事態宣言が発出された。
しかし、今回は臨時休業の要請はない旨、翌 7 日付けで県教育委員会から通知
が発出されたため、8 月 18 日付けで、2 学期は予定通り 8 月 24 日に開始する
ことについて保護者宛てに確認のメールを送った。2 学期が始まり 1 週間経っ
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た 8 月 31 日付けで、「新型コロナウイルス感染症における本校の対応」（学校
関係者が感染した場合など）を保護者宛てに通知し、感染症対策をしつつ学校
生活の継続を図ることとなった。

3. 学校再開後の特別支援学校における取組
本項では、学校が再開された後の愛知県立特別支援学校における取組を、春
日台特別支援学校の例を交えてまとめてみたい。

3.1

登下校

登校に際しては、登校前の検温等健康観察を確実にすることと、体調が優れ
ない場合は無理をして登校させず、医療機関の受診や自宅で休養することを保
護者に協力依頼している。
また、特別支援学校の多くの児童生徒等は、登下校にスクールバスを利用し
ているが、1 台当たりの乗車人数を抑制し、できるだけバス内の密集を避ける
こととした。具体的には、知的障害校を中心とした県立特別支援学校の借り上
げバスの場合は、2 席に 1 名以下の乗車人数となるよう、6 月の学校再開時か
ら増車をして運行している。この対応における課題として、年度当初のバスの
台数分しか添乗職員が配置されていないため、どの学校も教職員が交代制で添
乗業務を兼任しており、授業準備や会議等に参加できない職員が出るなど教職
員の多忙化に拍車がかかる影響が出ている。一方、肢体不自由校のリフト付き
バスは、今年度中の増車対応は困難であるため、ジャンボタクシーを必要台数
契約し対応している。乗車に際しても、保護者に乗車前の検温等健康観察を確
実にお願いし、体調が優れない場合は登校を控えたり、軽症の場合は念のため
乗車を控え、直接送迎してもらったりしている。乗車前の手指消毒の徹底と可
能な児童生徒等は車内でのマスク着用を行っている。
公共交通機関を利用して自分で登校する生徒に関しては、コロナ感染が心配
な場合は無理に公共交通機関を利用せず、スクールバスや保護者による送迎に
切り替えることも可能とした。公共交通機関を利用して登校した場合は、校内
に入る前に手洗いを確実に行うようにしている。春日台特別支援学校では、公
共交通機関利用生徒用に学校の玄関前の屋外に、塩ビパイプを活用した簡易の
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手洗い場を設置し、距離を保ちながら 3 人ずつ同時に手洗いができるように
した。

3.2

教育活動

集団感染の三つのリスクへの対応として、
「密閉」の回避（教室等の換気を徹
底する）を行いながら教育活動を実施するようにしている。特に夏や冬はエア
コン等を使用しながらも少しずつ窓を開け、換気をするように努めている。
「密集」の回避については、児童生徒等の身体的距離の確保に努めている。
「新しい生活様式」では、人との間隔はできるだけ 2 メートル（最低 1 メート
ル）空けることを推奨しているため、教室の座席配置では、最低でも 1 メート
ルを目安に、教室内で最大限の間隔をとるようにしている。
また、
「密接」を回避するためには、児童生徒等の行動を促す指導も必要とな
るため、以下のような指導を行った。

1） 密接を回避し感染症を予防する指導
• 登校時、トイレの後、給食前後、その他適宜、流水と石鹸による手洗い
を行うよう指導

• マスクを着用できる児童生徒等には、十分な身体的距離が確保できる場
合や運動時、喫食時を除き、常時マスクを着用するよう指導（熱中症対
策が必要な時期は、マスク着用より熱中症対策を優先する）

• マスク着用が難しい児童生徒等に対しては、教室内の座席配置を配慮
• 知的障害のある児童生徒等には、手洗い、咳エチケット、マスク着用な
どの感染症対策について、イラストや動画を用いるなど視覚的な教材を
活用してわかりやすいように示す

2） 学習活動における指導
• できる限り個人の教材教具を使用し、貸し借りはしない
• 器具や用具を共用する場合は、使用前後の手洗いを行う
• 体育の授業について
可能な限り屋外で実施する
体育館など屋内で実施する必要がある場合は、特に呼気が激しくなるよ
うな運動は避ける
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児童生徒等の間隔を十分確保し、運動中マスクは着用しない
なお、11 月 10 日現在、文部科学省の『学校における新型コロナウイルス感染
症に関する衛生管理マニュアル

〜「学校の新しい生活様式」〜』（以下、
「マ

ニュアル」とする。）を踏まえた学校の行動基準における地域の感染レベルが、
愛知県は「レベル 2 地域」にあたるため、特別支援学校では、マニュアルにお
いて「実施について慎重に検討すること」となっている児童生徒等が近距離で
行ったり共同で行ったりする「感染症対策を講じてもなお感染のリスクが高い
学習活動」は、基本的に実施していない。

3） ICT 等を活用した家庭における学習
各特別支援学校では、文部科学省や県教育委員会の紹介する学習サイトを紹
介したり、学校の WEB ページにプリント教材や体育等各教科の動画を掲載し
たりするなど、家庭における学習時間確保の工夫を行った。しかし、学校と各
家庭をつなぐ ICT 環境は、各家庭の整備状況に委ねられている状況であるた
め、インターネット環境の整っていない家庭に向けては、同時にプリント教材
を郵送するなどの対応も行った。
今後、県立特別支援学校では、各児童生徒等にタブレット型端末とモバイル
ルーターが配備される予定であるが、その活用にあたって、主に視覚障害、知
的障害、肢体不自由のある児童生徒等の中には、保護者の支援がないと活用が
難しい者が多くいることが想定される。様々な状況下にある児童生徒等に対応
するためには、ICT 活用を進めつつも、ICT 活用だけに頼らない家庭における
学習の在り方についても、検討する必要があると考える。

4） 給食
喫食時はマスクを外すため飛沫感染のリスクが高くなるため、対面で児童生
徒同士が座らないように同一方向を向いて座ったり、正面にならないようにし
たりして座席配置を工夫する、喫食する時間をグループに分けて分散させるな
どの対応を行い、食堂内の密集を避けるようにしている。また、以上の対応を
行うことで食堂に入る人数が限られるため、食堂だけでなく衛生面に十分配慮
した上で、教室で喫食することも行っている。
喫食時は会話を控えるよう指導しているが、自閉スペクトラム症の児童生徒
等の中には、衝動的に声を出してしまう者がいたり、また、感覚過敏等による
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偏食のある児童生徒等には傍で指導する必要も出てきたりする。脳性麻痺等の
ために咀嚼や嚥下機能障害がある児童生徒等に対しては、むせなどで飛沫がか
かりやすい間近で摂食指導をする必要もある。以上のように、児童生徒等の間
隔は座席配置などで工夫し、できる限り飛沫がかからないようにしているが、
教職員は距離を保って指導することは難しい状況がある。
コロナ禍前に、児童生徒の実態によって行っていた配膳や下膳については、
現在は感染リスクを考え、教職員のみで行っている。

5） 学校行事
学校行事は、各教科等の学習のまとめの意味合いもあり、各教科等の年間指
導計画と密接に関わっているため、通常、年度途中にその計画を変更すること
はない。そのため、行事等を見直す場合は、各教科等の学習内容の見直しと並
行して、前年度までに十分な検討を重ねた上で行っている。
特に知的障害のある児童生徒等の教育課程では、各教科等を合わせた指導が
可能であるため、児童生徒等に分かりやすいよう行事等の単元を設け、その中
で国語、算数・数学等の内容を学べるようにしている。1 つの単元は、概ねひ
と月程度かけて学習するが、行事の中止は、そのひと月分の指導計画を全て見
直すことにつながる。そこで、行事の見直しについては、関連する教科等の年
間指導計画の見直しも踏まえ、以下のようにした。

i

運動会

県内の特別支援学校の多くは臨時休業中の 5 月に計画しており、延期等も
検討したが、まずは感染症対策を十分に行った上で通常の学校生活を軌道に
乗せることを第一に考えた結果、6 月以降に再度計画することは難しいと判
断し、いずれの学校も今年度は中止とした。

ii

文化祭、学習発表会

文化祭や学習発表会は、日ごろの学習成果を発表する行事である。そこで、
行事に至るまでの教科等の学習をしっかり保障する観点からも、ほとんどの
特別支援学校が、文化祭や学習発表会を実施する前提で、どのような感染症
対策が考えられるか検討を進め、発表する児童生徒等と参観者を分散させた
日程で、参観者は保護者に限定して実施するなどの修正を加え、計画を進め
ている。
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遠足、社会見学等の校外学習

臨時休業中に計画されていた春の遠足は、6 月以降に再度計画することは
難しいと判断し、いずれの学校も今年度は中止とした。
秋の遠足は、移動手段にバスを利用している学校では、バスを増車し車内
が密集しないようにするなどの改善をした上で、実施をした。
社会見学についても、遠足同様に感染症対策をした上で実施できた場合も
あるが、感染症予防を理由に見学施設から直前に断られた場合もあった。

iv

修学旅行

小学部、中学部、高等部の各部における学習の集大成である修学旅行につ
いては、何とか行かせてあげたいという思いで、全ての学校で修正案を立て
準備を進めている。修学旅行は、宿泊施設や見学地の確保のため、例年 1 年
前には予約を済ませているため、旅行会社への早急の依頼を行い、多くの学
校では、目的地はそのままで実施時期を冬に延期する対応を取った。しかし、
コロナ禍が収まりそうにない状況になり、さらに見学地と交通手段の見直し
を行い、従来は多くの学校が中学部では大阪方面、高等部では東京方面へ新
幹線等公共交通機関を利用する計画であったところを、ほとんどの学校が愛
知県内や近隣の県に目的地を変更し、移動手段は密集にならない状況を確保
した上での観光バス利用に変更した。

v

儀式的行事

どの学校でも、2020 年 3 月の卒業式は卒業生、4 月の入学式では入学生と
その保護者、職員及び一部の来賓のみで実施することで、会場内の座席の間
隔を保ち、密集を回避しながら実施した。卒業式の送辞では、事前に在校生
による送辞の映像を収め、会場で視聴するなどの工夫をした。
始業式や終業式においても、全校で集まることは控え、各教室で実施し、
校長の話等は事前に映像に収め、各教室で VTR を視聴するようにした。

6） 部活動
県教育委員会の通知に基づき、部活動単位で「部活動再開計画」を作成し、
校長判断で再開が可能となった。各学校では、感染症対策を踏まえて内容を工
夫した上で、徐々に活動を再開しているが、知的障害校の県内大会など、運動
部の日ごろの練習の成果発表の場は、全て中止となってしまったため、部活動

4. 今後の課題とポスト・コロナ時代の展望
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に参加する生徒のモチベージョンを上げられるような活動内容の工夫が必要と
なっている。

3.3

その他

1） 医療的ケアが必要な児童生徒等への対応
特別支援学校では、学校生活において医療的ケアを必要とする児童生徒等に
対して、3 行為（口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内の喀痰吸引、胃ろう・腸
ろうの経管栄養、導尿）を実施している。特に喀痰吸引では、医療的ケアを行
う学校看護師、補助をする教員ともに、飛沫がかかる可能性が高い。
また、医療的ケアを必要とする児童生徒等は基礎疾患があるため、感染時に
重症化するリスクが高く、他の児童生徒等以上に細心の注意を払って感染症対
策をする必要がある。そのため、医療的ケアが必要な児童生徒等が多く在籍す
る肢体不自由校には、消毒液、フェイスシールド等が重点的に配付されてきた。
当初に比べ、感染症対策の物資は満たされるようになってきたが、年度途中
の人的な補充はないため、今まで以上に感染症対策に配慮しなければならない
教職員の精神的重圧は計り知れない。特に、特別支援学校に配置される学校看
護師の数が十分でないため、医師のいない学校で医療的ケアを行うという特殊
な環境下での精神的負担を少しでも軽減できるよう、今後、人的補償も課題で
あると言える。

2） 寄宿舎
寄宿舎生にとって衣食住の場であるため、学校と同様の感染症対策に加えて、
特にマスクを着用しない場面となる食堂、風呂の脱衣所、就寝時の部屋の対策
が必要である。共同部屋で衣食住を共にしており、寄宿舎生の中に感染者が発
生した場合、クラスターになるリスクが高い。そのため、感染リスクを心配し、
通学に切り替えた寄宿舎生もいる。

4. 今後の課題とポスト・コロナ時代の展望
4.1

家庭との連携の重要性

特別支援学校では、日ごろから連絡帳を活用し家庭における体調等を把握し、
学校での健康管理に役立てているが、コロナ禍では、改めて「健康観察表」等
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を作成・活用し、また一日に数回検温等の機会を設定し、児童生徒等の体調管
理に努めている。児童生徒等の中には、体調の変化の自覚やそのことを伝える
ことが難しい者が多くいることから、こまめに観察をすることが必要となる。
また、保護者には体調が優れない場合は無理をして登校せず自宅で休養し、
必要に応じ医療機関の受診も依頼している。その他、発熱等かぜ症状時の場合、
在校中は従来の保健室とは別の部屋で対応することや、欠席は「出席停止」と
するなどコロナ禍になり新たに加えられた対応もある。これらの対応を行うた
めには、従前以上に家庭の協力と、家庭と学校との連携が重要となっている。

4.2

衛生管理の徹底

児童生徒等には、登校後にまず石鹸を使って手洗いを行うよう徹底し、6 つ
のタイミング（⃝
1 外から教室に入るとき、⃝
2 咳やくしゃみ、鼻をかんだとき、

⃝
3 給食の前後、⃝
4 掃除の後、⃝
5 トイレの後、⃝
6 共用のものを触ったとき）を
目安に、必要に応じて手洗いをするよう指導をしている。
このように、手洗いを習慣化するために、知的障害のある児童生徒等にも分
かりやすいよう毎日の活動の流れに手洗いを組み込むようにしている。
さらに、正しい手洗いの方法を身に付けるために、絵カードや動画、教師の
身振り手振りに合わせて手洗いの歌を活用するなど、個々の障害特性に合わせ
て、視覚や聴覚に働きかけながら指導する必要がある。
さらに、教師は共用物品や共用施設等の消毒を常に行い、衛生管理に努める
必要がある。特別支援学校には視覚障害により手で触れて文字や形を確認した
り、手すりを利用して移動したりする児童生徒等がおり、共用を避けることが
難しい場合があることから、教職員の負担は増大している状況がある。そのよ
うな中、文部科学省と県教育委員会から各学校に感染症対策費が支給され、文
部科学省の通知には、
「消毒等の感染症対策を行うためにスクール・サポート・
スタッフ等を活用する」とあるが、本県では、人件費やサービスにこの予算を
充てることはできないため活用できず、消毒等の作業が教職員の負担となって
いることが課題である。
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学習活動の重点化

1 学期の臨時休業約 2 か月分の授業時間全ての補充は、今後、難しい見通し
の中、文部科学省の「学校の授業における学習活動の重点化に係る留意事項等
について」に基づき、今年度は年度途中で年間指導計画を見直し、学習活動を
重点化した上で、単位認定や卒業・修了認定を行う予定である。

4.4

ポスト・コロナ時代の展望

文部科学省は、『学校における新型コロナウイルス感染症 に関する衛生管理
マニュアル

〜「学校の新しい生活様式」〜』（2020.9.3 Ver.4）の中で、国内

外の感染状況を見据えると、新型コロナウイルス感染症については長期的な対
応が求められることが見込まれる状況であり、こうした中でも、持続的に児童
生徒等の教育を受ける権利を保障していくため、学校における感染及びその拡
大のリスクを可能な限り低減した上で、学校運営を継続していく必要について
述べている。
そこで、コロナ禍における今後の特別支援学校では、感染症対策初期のよう
に学習活動の内容によって中止や縮小をするのではなく、「学校の新しい生活
様式」を踏まえた配慮をしながらできることを創造し、各教科等で学ぶべき内
容を余すところなく指導するために、ICT 活用をさらに推進し、新たな教材・
教具の開発や学習形態の工夫等、今までにない発想で展開していくことが必要
と考える。
コロナ禍を、特別支援教育の更なる質の向上のきっかけと前向きに捉え、よ
り一層、一人一人の実態に合わせた専門性の高い特別支援教育を提供できる特
別支援学校を目指したい。
＜参考資料＞

学校対応に関係する通知文一覧（2020 年発出分）

【文部科学省】

2 月 18 日
2 月 18 日
2 月 28 日

学校における新型コロナウイルスに関連した感染症対策について
児童生徒等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応について
新型コロナウイルス感染症対策のための小学校、中学校、高等学校及び
特別支援学校等における一斉臨時休業について
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新型コロナウイルス感染症対策のための小学校、中学校、高等学校及び
特別支援学校等における一斉臨時休業に関する Q & A の送付について
（以下、「臨時休業 Q & A」とする。）

2 月 28 日

新型コロナウイルス感染症対策のための小学校、中学校、高等学校及び
特別支援学校等における臨時休業に伴う教育課程関係の参考情報につい
て
別紙 1：新型コロナウイルス感染症対策のための小学校、中学校、高等学
校及び特別支援学校等における臨時休業に伴う教育課程に関する Q & A

3月4日

新型コロナウイルス感染症対策のための小学校、中学校、高等学校及び
特別支援学校等における一斉臨時休業中の児童生徒の外出について（3
月 4 日時点）

3月5日
3月6日

臨時休業 Q & A（3 月 4 日時点）
「学校の臨時休業の実施状況、取組事例等について【令和 2 年 3 月 6 日
時点】
」の送付について

3 月 11 日
3 月 13 日
3 月 13 日

臨時休業 Q & A（3 月 11 日時点）
臨時休業 Q & A（3 月 13 日時点）
「学校の臨時休業の実施状況、取組事例等について【令和 2 年 3 月 13 日
時点】
」の送付について

3 月 17 日
3 月 17 日

新型コロナウイルス感染症対策に係る春季休業期間中の留意点について
新型コロナウイルス感染症対策のための小学校、中学校、高等学校及び
特別支援学校等における一斉臨時休業及び春季休業期間に関する Q & A
の送付について（3 月 17 日時点）

3 月 24 日

令和 2 年度における小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等にお
ける教育活動の再開等について
別添 1：新型コロナウイルス感染症に対応した学校再開ガイドライン
別添 2：新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業の実施に関する
ガイドライン（以下、
「臨時休業ガイドライン」とする。）

3 月 26 日

新型コロナウイルス感染症に対応した小学校、中学校、高等学校及び特
別支援学校等における教育活動の再開等に関する Q & A の送付につい
て（以下、
「教育活動再開 Q & A」とする。
）（3 月 26 日時点）

4月1日
4月3日
4月7日
4月6日
4 月 15 日
4 月 17 日
4 月 17 日
4 月 23 日

「II. 臨時休業ガイドライン」の改訂について
教育活動再開 Q & A（4 月 3 日時点）
「II. 臨時休業ガイドライン」の改訂について
教育活動再開 Q & A（4 月 6 日時点）
教育活動再開 Q & A（4 月 15 日時点）
教育活動再開 Q & A（4 月 17 日時点）
「II. 臨時休業ガイドライン」の変更について
教育活動再開 Q & A（4 月 23 日時点）
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4月
5月1日

「新型コロナウイルス感染症の予防」教師用保健教育指導資料

5 月 13 日
5 月 21 日

教育活動再開 Q & A（5 月 13 日時点）
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新型コロナウイルス感染症対策としての学校の臨時休業に係る学校運営
上の工夫について
新型コロナウイルス感染症に対応した小学校、中学校、高等学校及び特
別支援学校等における教育活動の実施等に関する Q & A の送付につい
て（5 月 21 日時点）

5 月 22 日

学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル
〜「学校の新しい生活様式」〜（以下、
「衛生管理マニュアル」とする。
）
（2020.5.22

Ver.1）

6月1日
6月5日

「新しい生活様式」を踏まえた御家庭での取組について

6月5日

新型コロナウイルス感染症対策に伴う児童生徒の「学びの保障」総合対

6月5日
6 月 16 日
6 月 19 日

学校の授業における学習活動の重点化に係る留意事項等について

8月6日
8 月 25 日

衛生管理マニュアル（2020.8.6

新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校運営のためのガイド
ライン
策パッケージ
衛生管理マニュアル（2020.6.16

Ver.2）

特別支援学校等における新型コロナウイルス感染症対策に関する考え方
と取組について

Ver.3）

文部科学大臣メッセージ「新型コロナウイルス感染症に関する差別・偏
見の防止に向けて」について

9月3日
10 月 7 日

衛生管理マニュアル（2020.9.3

Ver.4）

今年度の体育における学習活動の取扱いについて

【県教育委員会】文部科学省通知以外の関係通知

3月1日

新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業期間中における県立特

3 月 27 日

新型コロナウイルス感染症の克服に向けた「知事からのメッセージ」に

4月6日
4月6日

新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る臨時休業の措置について

4 月 10 日

新型コロナウイルス感染症対策

別支援学校への「自主登校教室」の設置について
ついて
新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る臨時休業の措置に伴う「自主
登校教室」の設置について
愛知県緊急事態措置に基づく臨時休業

期間の延長について

4 月 17 日

新型コロナウイルス感染症に対応した愛知県立特別支援学校における臨
時休業についての Q & A（令和 2 年 4 月 15 日時点）
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4 月 24 日
4 月 28 日

県立学校の臨時休業期間の延長について

5月4日
5 月 12 日

県立学校における教育活動の円滑な再開に向けた対応について

新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けた大型連休の過ごし方に関す
る保護者への周知について
新型コロナウイルス感染症に対応した愛知県立特別支援学校における臨
時休業についての Q & A（令和 2 年 5 月 12 日時点）

5 月 13 日
5 月 20 日
6月9日

県立学校の教育活動再開に向けた対応について
教育活動の再開に向けたガイドライン（令和 2 年 5 月 20 日版）
学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル〜
「学校の新しい生活様式」〜について

7月3日
7 月 10 日

教育活動の実施等に関するガイドライン（令和 2 年 7 月 3 日版）

7 月 28 日

「新しい生活様式」を踏まえた学校の行動基準における「地域の感染レ

8月6日
9月4日
9 月 15 日

愛知県独自の緊急事態宣言が発出されたことに伴う学校の対応について

「新しい生活様式」を踏まえた学校の行動基準における「地域の感染レ
ベル」の変更ついて
ベル」の変更ついて
新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業の実施について
教育活動の実施等に関するガイドライン（令和 2 年 9 月 15 日版）


 伊藤

伊藤

徹：愛知県立春日台特別支援学校
佐奈美：中部大学現代教育学部

教授




教頭 
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北海道の特別支援学校高等部の取組から
松岡

志穂

立田

祐子

1. はじめに
新しい学習指導要領では「育成を目指す資質・能力」
「主体的・対話的な深い
学び」「カリキュラム・マネジメント」
「社会に開かれた教育課程」などのキー
ワードがある。このキーワードを各学校においては、教育課程を編成する際に
明確に位置づけ「授業」を行っていくことになる。知的障害のある児童生徒は
従前から学習上の特性として「学習によって得た知識や技能が断片的になりや
すく、実際の生活の場で応用されにくいことや成功経験が少ないことなどによ
り、主体的に活動に取り組む意欲が十分に育っていないこと」などが挙げられ
ている。また、「実際的な生活経験が不足しがちなことから、抽象的な内容の
指導よりも実際的・具体的な内容の指導が効果的である」とされている。
このような障害特性のある知的障害の高等部ではコロナ禍の中、出口を見据
えた指導を展開するにあたってどのような実践をしてきたのか、そして、この
教訓から教師と生徒は「何を学び」今後につなげていくことができるのか、あ
る特別支援学校高等部の実践から考えてみたい。

2. 北海道函館高等支援学校の概要
2.1

北海道函館高等支援学校の概要

北海道函館高等支援学校（以下、
「本校」という。
）は、北海道（以下、
「本道」
という。
）の南端部に位置する人口約 25 万人の函館市に所在する。2019（平成

31）年 4 月に、北海道函館稜北高等学校（以下、「函館稜北高校」という。）の
校舎を共有して開校した知的障害のある生徒が学ぶ高等部の単独校である。設
置学科は、普通科、生産技術科、食品デザイン科、福祉デザイン科の 4 学科で

1 学年の定員は 32 名である。2020（令和 2）年度現在、本校の 1・2 学年と函
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館稜北高校 3 学年の生徒が同じ校舎で学んでいる。

2.2

本校の目指す生徒像

本校の教育理念は「自己と社会をつなぎ、共生社会を創造する教育の追求」
である。共生社会の実現を目指し、生徒一人一人が豊かな創造性を備える持続
可能な社会の創り手として、生涯にわたって探究を深める未来の創り手を育成
する教育の実現を目指している。ここでの「創り手」とは生徒であり、生徒を
支える広義の「創り手」として、教職員、保護者、地域などを意味づけている。
また、「よりよい学校教育を通してよりよい社会を創る」という理念を学校と
社会が共有し、連携・協働により実現を図る「社会に開かれた教育課程」の重
要性と方向性に基づき、本校の教育理念を揚げている。教育目標は、「共生社
会の一員として、自ら社会に貢献する人間の育成」
、校訓は「探究」
「協働」
「健
全」としている。校訓は、学校教育目標の達成に向けた「目指す生徒像」とし、
育成を目指す資質・能力を具体化したものである。
「探究」は、学び働き生きることを生涯にわたって探究する人間。
「協働」は、多様性を尊重し、互いのよさを認め合い協働する人間。
「健全」は、生涯にわたって健やかな心身と豊かな感性を磨く人間。
としている。「生涯にわたって」とは、生涯にわたり能動的に学び働き続ける
姿勢であり、
「主体的・対話的で深い学び」の実現が教科等の学習と社会をつな
ぎ、さらに「生涯学習」へとつながることを目指している。変化の激しい社会
の中で、主体的に学んで必要な情報を判断し、よりよい人生や社会の在り方を
考え、多様な人々と協働しながら問題を発見し解決していくために必要な力を
育むためには、教科等に共通した学習の基盤となる力、あらゆる学習を通じて
身に付けた力を統合的に活用して現代的な諸課題に対応していくための資質・
能力を教育課程全体の中で育むことが大切である。本校では、学習の基盤とな
る資質・能力（言語能力、情報活用能力、問題発見・解決能力等）や、豊かな人
生の実現や災害等を乗り越えて次代の社会を形成することに向けた現代的な諸
課題に対応して求められる資質・能力の育成のためには、
「教科横断的な学習の
充実が重要な教育活動である」と押さえ、教育課程を編成し実践を行っている。

3. コロナ禍における本校の教育活動
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3. コロナ禍における本校の教育活動
本道は、新型コロナウイルス感染拡大を受け、2020（令和 2）年 2 月 25 日
（火）に北海道知事から全道の小中学校、特別支援学校に臨時休業の要請がださ
れ、2 月 27 日（木）から 3 月 4 日（水）まで臨時休業の措置をとることになっ
た。その後、国からの全国一斉の臨時休業の要請を受け、学年末休業日の前日
まで臨時休業が延長となった。
本校では新年度を迎えるにあたり、消毒や換気・ソーシャルディスタンスな
どの感染防止対策を万全に整え、生徒が安心して学ぶことのできる状況をつく
り、4 月 10 日（金）に第 2 回入学式を執り行うことできた。しかし、その 2 日
後、道と札幌市は、第 2 波ともいえる感染拡大の危機を早期に収束させるため
に、「北海道・札幌市緊急共同宣言」を発表し、札幌市及び近隣市町村の学校
は、この時点で臨時休業の措置がとられた。4 月 16 日（木）
、政府の「緊急事態
宣言」をうけ、4 月 20 日（月）から 5 月 6 日（水）まで再び臨時休業となり、
その後、臨時休業は延長され、6 月 1 日（月）ようやく学校再開の運びとなっ
た。新一年生にとっては、入学して一週間の学校生活で、長い臨時休業を迎え
ることになった。生徒、保護者、学校関係者はいつまでこの状況が続くのかが
不透明の中、学校は生徒に対していかに「学び」を提供すべきか方向性を出し
ていくことに苦慮した。

3.1

ICT の活用

本校は、開校当初から入学時に生徒全員がタブレット端末を購入し、学校で
活用・管理し、卒業時に返却するようにしている。教科「情報」の時間に使い
方や情報モラルを学習する。美術ではパラパラ漫画からのアニメーションづく
り、保健体育ではバスケットボールのゲーム展開、作戦、振り返りなど、さまざ
まな学習で活用している。だが、臨時休業中は、オンライン授業は行わず、家
庭用学習課題を郵送することを基本として行った。これは、Wi-Fi 環境が整っ
ていない家庭もあっためである。
しかし、多くの生徒宅には、Wi-Fi 環境が整備されている状況も把握できた
ため、ICT を活用した学習支援として、音楽、美術、保健体育、理科、作業学習
（生産技術科）（食品デザイン科）の YouTube による動画配信も行った。また、
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タブレット端末に計算や漢字の書き取りなどのアプリをインストールし、家庭
でドリル的に取り組むことができるようにした。生徒の視聴や取組状況は、内
容によって興味・関心の差はあったようだが、教師にとってはオンライン、リ
モート、オンデマンドなどの理解が深まり、今後の教育活動に大きな影響を受
ける取組になった。

3.2

学校行事の検討と再編

学校行事は、生徒が自らの役割を理解しそれを果たしながら、自分らしい生
き方を実現していく場面を設定できるものである。生徒が行事を通して自らの
「節目」を作り上げていくともいえる。行事を通して、自らの役割にどのよう
に向き合っていくのか、いかに乗り越えるのかを友だちの様子を見たり教師の
支援を受けたりしながら、自己理解・他者理解を深め「意味付け・価値付け・
重み付け・方向付け」をしていくことができる。すなわち、キャリア発達を促
す重要な機会と考えられる。また、「振り返り」を通して、
「あの時こうしてい
れば」
「今度はこうしてみよう」という一人一人の生徒の「思い」の中から、学
校生活の中で大きな変化（成長）が期待できる機会である。
コロナ禍において、行事の見直しは必至であり、生徒の学習の機会を考えな
がらどの行事をどの時期に行うのか調整・精選していくことは、生徒一人一人
の学習の機会を保障しキャリア発達を促すためにも重要で意味深いものである。
本校では、3 月の段階で 5 月に実施予定であった見学旅行は、12 月に変更（8
月にさらに旅行地も変更した）
、1 学年の宿泊研修は、日常の学習の積み重ねを
最優先とし、やむを得ず中止とした。また、4 月段階で就業体験・産業現場等
における実習（以下、「現場実習」という。）の時期や日数を変更せざるを得な
かった。就業体験・現場実習は、企業や施設などで実際の職業（仕事）をリア
ルに体験し、生徒が自己の職業適性や将来設計について考える大切で貴重な機
会であり、主体的な職業選択の能力や職業意識の育成を目的として実施してい
るものである。自立と社会参加を目指す特別支援学校においては、まさしく重
要な教育活動である。しかし、コロナ禍においては、受け入れてもらう企業の
事情を加味しながらお互いの態勢を整え調整する必要性もあった。本校の周辺
には、介護施設や病院が数多く所在する。当初は、現場実習を受け入れていた
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だく予定であったが、施設によっては受け入れが困難な状況もあった。また、
函館市は観光地であり、ホテルも数多く所在する。そのため、ホテルでの現場
実習も予定していたが、実習を行うことに対し、不特定多数の方が出入りする
ことを心配し、保護者の同意を得られないケースもあった。これらについては、
本人や家族に風邪の症状があった場合は出勤を見合わせることにするなど、受
け入れ先、保護者とより丁寧な連絡・調整を図ることにより、実施することが
できた。
さらに、当初 12 月予定していた学校祭は、9 月に実施した。常に新型コロナ
ウイルス感染症の感染拡大が心配されている状態であったため、来校者を「同
居している家族」に限定し、事前に申し込みいただいた方のみ入場できるよう
にした。学校祭は、従来から演劇や合唱などのステージ発表や作業学習で作成
した製品販売などが主流である。しかし、今年度は練習時や発表時のソーシャ
ルディスタンスを確保するために、昨年と同様に実施することが難しいと判断
した。そこで、学年単位の発表は、全て動画で撮影したものとし、来校者は体
育館、生徒は格技場で視聴するスタイルにした。2 学年の動画発表では、生徒
が脚本を書き、各自のタブレット端末で撮影し、編集を行ったものもある。日
頃の ICT 教育の成果を生かすことができた。また、生徒が皆「動画製作」と
いう同じ目標に向かい主体的に取り組む姿が見られた。さらに、友だちや教師
と意見交換するなど「対話」を通して動画を工夫し、よりよいものを完成させ
ようと一つになることは、クラスの絆を深めることにもつながった。学校祭の
取組を通して、生徒は教師が思う以上に発想が豊かであること、自分の意見を
しっかりともっていることを改めて、
知ることができた。さらに、従来のス
テージ発表にとらわれない動画の製作
は教師にとっては、「こうでなければ
ならない」「こうあるべきだ」という
概念を取り払い、「今」この状況でど
のようなことができるのか、どのよう
な手段（ICT 機器など）を用いて授業
を行うと効果的に学ぶことができるの

写真 1

学校祭ステージ発表の様子
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かなど、今までの固定概念を崩すことができた貴重な機会であったともいえる。

4. 社会に開かれた教育課程
4.1

地域と学校をつなぐカフェの取組

本校は、校内にカフェを設置している。カフェは地域と学校をつなぐ「開か
れた場・つながる場」として位置づけ、地域の方々に利用・活用していただく
ことを目指している。カフェでの目的は、以下の 3 点である。

⃝
1 障害のある者と障害のない者が時間や空間を共有し、共に学び合えるイ
ンクルーシブ教育システムを構築。

⃝
2 誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合い、積極的に社会参加・貢献し
ていく共生社会の実現。

⃝
3 生徒が学ぶことと自己の将来のつながりを見通しながら、生涯にわたっ
て能動的に学び続けることや、社会的・職業的自立に向け、より豊かな
「生きる力」を育む。
カフェは、ある特定の学科（食品デザイン科）のみで運営するのではなく、
コーヒー豆の焙煎を行う学科（生産技術科）や地域住民の方へのイベントを企
画する学科（福祉デザイン科）、さらに、職業教育を主とする学科だけではな
く、ちらしづくりなど広報を担当する普通科の全学科で運営することとしてい
る。まさしく、カフェは学校のシンボルであると押さえ、学校が一体となって
取り組み、地域の学校として信頼され、地域との協働体制をつく重要な役割を
果たすことを目指している。
当初の予定では、令和 2（2020）年 5 月からカフェをグランドオープンし、
定期的に地域の方に利用していただく準備を進めてきたが、全く先の見通しが
もてない状態に陥ってしまった。6 月から学校再開した後も、学習計画が大幅
にずれ込んだ影響と本道の感染状況が落ち着かない状況が重なり、カフェのグ
ランドオープンは令和 3 年度に持ち越すことを決定せざるを得なかった。
しかし、このような状況ではあったが、作業学習での「学び」の成果を保護
者にも直接、見て知っていただきたいと考え、学校祭では食品デザイン科で製
作したパンや菓子、生産技術科で焙煎したコーヒー豆を販売することとした。
結果、生徒はお客様への販売活動を体験し、自分たちが努力して製作したもの
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がお客様の手に直接渡り、価値あるものとして喜んでもらえる達成感・充実感
を得ることができた。また、次年度のカフェの活動につなげる学習活動として
「プレ・カフェ」と称し、本校職員と函館稜北高校職員向けに、パスタセットや
ピザセット、その他飲み物などを提供する活動を行った。実施にあたり、全校
生徒にオリエンテーションを行い、カフェ運営はもちろん、コロナ対応につい
ての理解も深められるようにした。特にコロナ対応では、座席の配置やお金の
受け渡し方法の工夫、衛生管理を徹底した。10 月に初めて４学科揃った状態で
生徒は「調理」
「接客」
「レジ」
「清掃」などの役割を果たし、カフェを運営する
ことができた。この活動を取りまとめているのは、学科主任、学年主任、総務
部長、事務担当者、教頭で構成している「カフェ運営委員会」である。これは、
文部科学省、北海道教育委員会、厚生労働省などから新型コロナウイルス感染
症対策について出されている文書を丁寧に読み取り、本校に置き換えたロード
マップを作成し、学校全体で共通理解を図っている。カフェを運営するために
は、感染リスクを最小限にし、
「安全・安心」を第一に考えた「授業づくり」が
大前提である。状況が刻々と変化する中で常に、新しい情報を正しく理解し、
その情報を職員全体に適切に発信することが大切であり、この「基礎」となる
ものがあるからこそ、全教職員が同じ目標を共有し「協働」した学校づくりに
つながっていくことを再確認することができた。

4.2

コロナ禍における社会貢献活動〜全校生徒参加の函館マラソンのボラン
ティア活動の中止

函館マラソンは、7 月の第一日曜日に海外や全国各地から 7,000 人以上のラ
ンナーを迎えるマラソン大会である。2019（令和元）年に行われた「2019 函
館マラソン」は、東京オリンピックのマラソングランドチャンピオンシップに
出場する選手も調整のため出走し、盛大な大会となった。本校は、ゴール後の
タオルと飲料水の配布を担当させていただいた。全校生徒・全教職員が参加し
た「2019 函館マラソン」は、大変有意義な学習であった。それは、社会参加・
社会貢献につながる他、スポーツを「する・見る・支える・知る」の多様な関
わり方を学ぶ場でもあったためである。
昨年度の生徒の学びを以下、4 つの視点でまとめた。
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⃝
1 「する」
：はじめは控えめだった生徒たちが、選手に駆け寄り元気よく「お
疲れ様でした！」とタオルや飲料水を渡し、選手から感謝の言葉をいただ
いた。

⃝
2 「見る」
：アスリートの走りを間近で見て、
「スピード」を感じた。アスリー
トの鍛えられた筋肉を見ての驚きもあった。

⃝
3 「支える」
：タオルや飲料水の補充を自ら率先して行った。大会支える自覚
と責任感をもつことができた。

⃝
4 「知る」
：実行委員会の方を講師に招き、函館マラソンの歴史や概要、ボラ
ンティアの心得を学んだ。さらに、最後にスタートゲートをくぐった視覚
障害のある選手と伴走者に一段と大きな拍手で温かく、力強く見送った。
誰もが参加できるスポーツの素晴らしさを知ることができた。
昨年度は 1 学年のみの参加であったが、今年度は 2 学年の参加になり、先輩
が後輩へ「函館マラソンについて教える」学習や昨年度の取組をもとに、さら
どのようなことが大会を支えるものになるのか考える学習を取り入れたいと考
えていた。しかし、4 月下旬、函館マラソン実行委員会から大会の中止を決定
したと連絡をいただいた。オリンピック・パラリンピックも延期になったこと
から、大方予想はしていたが、生徒と教職員が一体となってボランティア活動
に取り組むことができる貴重な機会を失い、継続性が途絶えた。また、函館市
民やその他の方々にも特別支援学校が本大会を支えることができる「共生社会
を創造する教育の追求」を発信する機会も失ってしまったことはとても残念で
ある。あの時、あの場所で味わった大会を支えた充足感、達成感を今後も積極
的な社会参加・社会貢献活動への意欲につなげていきたい。
学校全体で取り組む社会貢献活動はコロナ禍の中、制約も多い状況であった
が、学科として地域の清掃活動に取り組むことができている。本活動は、昨年
度から行っており、今年で 2 年目というということもあり、活動範囲を広げる
ことができたとともに、地域の方にも少しずつ理解を得られるようになってき
た。社会貢献活動を通じて、つながりがもてた地域・社会との関係をコロナ禍
の中においても途切れることなく、つながりを継続・持続させていくことが今
後も重要であると感じている。

5. まとめ
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5. まとめ
コロナ禍の中において、学校は教育活動だけではなく教職員の働き方にも大
きな変化をもたらした。一番画期的なことは、オンラインによる会議である。
本道は広く、函館から札幌まで特急で片道 4 時間かかる。今まで、会議や研修
等がある度に、何時間もかけて移動をしていたが、コロナ禍によって北海道教
育委員会が主催する会議の多くが、オンラインによる会議に形が変わった。こ
れは、働き方改革にもつながる時間の短縮である。もちろん、対話を通して学
びあうワークショップなど、集合形式で行うことでの効果が大きいものもある
が、実感としてオンラインで十分なものもある。
「どさんこ子ども地区会議」
（北海道教育委員会主催）は、児童生徒が、いじ
めや不登校の問題について考える会議である。本会議もコロナの影響を受け、
オンラインによる開催となった。本校からも生徒会副会長が出席し、道南地区
の小中学校、高校、特別支援学校の児童生徒会との情報交換を行った。児童生
徒が放課後に集まるとなると、開催場所、時間、移動にかなり制約がでるが、
オンラインではそれらの問題がほぼ解
決できる。コロナ禍においても、他校
との交流がリアルタイムで行うことが
できるメリットを生徒も教師も感じる
ことができた。今後、生徒の就職等の
面接もオンラインが活用されることも
予想される。新しいツールとして、生
徒、教師ともに慣れ親しんでおくこと

写真 2

どさんこ子ども地区会議の様子

も必要になってくるだろう。
コロナ禍において、学校は今までの
価値観から大きな転換を図られること
になった。例えば、給食は皆で席を向
い合せにして楽しく会話をしながら食
べるものであった。しかし、現在は席
を離し、全員が同じ方向を向いて静か
に食べる、食べ終わったらすぐにマス

写真 3

給食の様子
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クをする。給食中のたわいもない会話の中から知的障害のある生徒たちはコ
ミュニケーションとは「何か」を自然に学んでいたが、その機会が今はなくなっ
てしまっている。臨時休業が開始された当初、生徒は「学校が休み」であるこ
とをとても喜んでいた。しかし、休みが 4 ヵ月にもおよび、週に 1 回の電話面
談の際に生徒が発した言葉は、
「早く学校に行きたい」であった。休みが長期化
するにつれ、生徒は自宅での生活、家庭学習に飽き、学校での学びを求めるよ
うになってきた。学校で他者との関わりの中で学び、働き、生きることによっ
て得られる価値に気付いたと解釈できる。
渡辺（2011）は「キャリア教育の中で『今』は大きな意味を持つ。
『今』は現
実であり、かつ将来の礎であり、
『今』は過去を取り戻すことができる」
（2011
年「キャリア教育指導者養成研修」：渡辺三枝子氏の講義資料から引用）と述
べている。生徒が将来の自立と社会参加を目指すための指導内容や方法を見直
し、教育活動の充実を図ることとはとても重要なことである。コロナ禍におい
て、私たち教師は「何が」できるのか、
「何を」すべきなのか、生徒の「今」を
大切に考え、よりよい方策を探し続けている。知的障害教育は従来から「オー
センティック」な学びを大切にしている。それはコロナ禍の中においても変わ
ることはない。
参考文献

•

渡辺三枝子・鹿嶋研之介・若松養亮著、2010、
『学校教育とキャリア教育の創造』
、
学文社．

•

尾崎祐三・菊地一文監修、全国特別支援学校知的障害教育校長会編著『知的障害
特別支援学校のキャリア教育の手引き』、2013、ジアース教育新社．

•

文部科学省、2014、『高等学校キャリア教育の手引き』
、教育出版．

•

文部科学省、2018、『高等学校学習指導要領』、東山書房．

•

文部科学省、2018、『特別支援学校学習指導要領』、海文堂出版社．
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第5章
コロナ禍の大学で何が起きているのか：
オンライン化がもたらす大学教育の革新




伊藤

大幸

今般のコロナ禍では、感染拡大防止の観点から、国内の大部分の大学が遠隔
授業の導入を余儀なくされた。当初、緊急避難的な対応として導入された遠隔
授業であったが、実際に運用が開始されると、従来の対面授業にはない強みを
持つことが認識されるようになり、これを機に、対面授業と遠隔授業の手法を
効果的に組み合わせた新時代の大学教育のあり方を模索する動きも広がって
いる。

2008 年度の大学設置基準の改正により、大学教員の教育能力向上のための
組織的な取り組みであるファカルティ・ディペロップメント（FD）の実施が義
務づけられ、実際に各大学では公開授業や講習会などの FD 活動が実施されて
いるが、各大学の授業評価の公開資料などを見る限り、この間に必ずしも劇的
な授業改善がもたらされているとは言い難い現状がある。とりわけ大学のカリ
キュラムの約 8 割を占めるとされる講義科目（文部科学省、2016）では、演習
や語学系の科目よりも学生の評価が低く（学習院大学、2020）、60 人を超える
大規模の講義ではその傾向が顕著である（中部大学、2020）。昨今、学習者が
主体的に学びに参加するアクティブ・ラーニングの重要性が叫ばれているが、
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大規模の講義科目では、他の授業形態に比してその実践が困難であることが、
こうした低評価につながっていると考えられる。後に詳述するように、遠隔授
業の持つ強みは、効果的に活かせば、このような講義科目の弱みを補う役割を
果たしうる。その意味で、遠隔授業の手法は大学教育に革新をもたらす可能性
を有していると言える。
本稿では、こうした遠隔教育の可能性とともに、その限界や実施上の注意点
を明確にするために、今年度、遠隔授業の導入以降に 16 の大学・研究所で学生
や教員を対象に実施されたアンケート調査をレビューし、⃝
1 遠隔授業の実施形
態、⃝
2 遠隔授業のメリット・デメリット、⃝
3 遠隔授業に対する学生の満足度、

⃝
4 遠隔授業の教育効果、⃝
5 コロナ後の遠隔授業継続の希望、の 5 つの観点ごと
に結果の共通性と相違点を明らかにする。その知見を踏まえ、ポストコロナ時
代における大学教育のあり方について試論する。

表 5.1
大学・研究所
回答者数
茨城大学
武庫川女子大学
山口大学
九州大学
東京大学
神奈川大学
東京電機大学
藤田医科大学
東北大学
北海道大学
放送大学
立教大学
慶応義塾大学
中部大学
京都大学
国立情報学研究所

6301
5429
5004
4933
4822
3900
約 3700
2313
1933
1830
1152
627
377
88

レビューした調査の概要
学生調査
回答率
対象者の属性
学部
53%
学部
58%
学部
27%
学部・大学院
20-30%
学部・大学院
22%
学部・大学院
学部・大学院
79%
学部
83%
1 年生
69%
1 年生
43%
学部
93%
1・2 年生
8%
一部学部
98%
単一学科の 1 年生

教員調査
回答者数
回答率

527

47%

536

35%

400
966

35%
81%

69

75%

117

32%

1182
909

67%

注：学生調査の回答者数の降順（教員調査のみの場合は教員調査の回答者数の降順）に配置した。

1. 調査の概要
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1. 調査の概要
表 5.1 に今回レビューしたアンケート調査の概要を示した。各大学が公式
ホームページ上に掲載している公開資料および国立情報学研究所が主催する「4
月からの大学等遠隔授業に関する取組状況共有サイバーシンポジウム」におけ
る各大学の構成員の発表資料を収集し、以上の 6 つの観点に関連する調査項目
が含まれるものをレビューの対象とした（ただし、中部大学での調査は著者が
独自に実施したもの）。16 の大学・研究所の調査がレビューに含まれ、合計の
参加者数は、学生が約 42,000 名、教員が約 4,700 名であった。一部の調査では
大学院生も対象に含まれたが、本稿では基本的に学部生の調査結果について取
り上げる（ただし、学部生と大学院生を分けた集計結果が記載されていない場
合は全体の集計結果を取り上げる）。

2. 遠隔授業の実施形態
表 5.2 に遠隔授業の実施形態に関する調査結果の一覧を示す（関連する調査
項目が含まれた大学のみ掲載；以降も同様）
。遠隔授業の実施形態は大学によっ
て大きく異なり、藤田医科大学では全ての授業が同時双方向型であったのに対
し、東北大学では同時双方向型の割合は 17%に留まり、オンデマンド動画配信
型（以降、動画配信型）が 75%と高い割合を示した。
こうした実施形態の割合の違いには、遠隔授業に関する各大学の方針や学内
研修の違いが大きく影響している。藤田医科大学では全ての授業を同時双方向
型で実施することが定められたのに対し、東北大学では学生の通信環境への配

表 5.2 遠隔授業の実施形態
実施形態

藤田
医科
大学

東京
大学

同時双方向型（Zoom、Teams、We100% 92%
bex など）
オンデマンド動画配信型（映像収
5%
録、パワーポイント動画など）
オンデマンド資料配布型（資料・
3%
文献提示、レポート課題など）
注：大学は同時双方向型の割合の降順に配置した。

放送
大学

京都
大学

武庫川
女子大
学

北海
道大
学

東北
大学

82%

74%

40%

40%

17%

18%

12%

42%

34%

75%

14%

18%

27%

17%
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慮などから動画配信型の授業が推奨された。また、東京大学では、3 月 19 日と
いう早期の段階で、同時双方向型授業の実施に用いられるビデオ会議システム

Zoom の使用方法について全学の教職員向けに研修が実施されており、こうし
たツールの利用に対する教員の心理的なハードルが下がったことが、同時双方
向型授業のシェアの大きさにつながったものと考えられる。

3. 遠隔授業のメリット・デメリット（学生）
表 5.3 に学生調査における遠隔授業のメリット・デメリットに関する主な調
査結果を示す。メリット・デメリットともに、「通学の時間が必要なくなる」、
「楽な服装や姿勢で受講できる」
、
「友だちと会えない」
、
「生活のメリハリがつけ
にくい」など、学習とは直接関係のない項目が上位に位置したが、こうした要
素も学生の大学生活のあり方を考える上では重要な意味を持つ。遠隔授業によ
り通学や外出準備の時間が減ることは、授業外学習に割く時間の確保を可能に

表 5.3 学生から見た遠隔授業のメリット・デメリット
項目

東京
大学

東京電
機大学

藤田医
科大学

慶応義
塾大学

加重
平均

メリット
通学の時間が必要なくなる
93%
83%
92%
90%
89%
楽な服装や姿勢で受講できる
61%
70%
64%
資料の確認がしやすい
54%
54%
画面が見やすい
45%
45%
録画を繰り返し視聴して復習できる
37%
49%
43%
自分のペースで学習できる
39%
39%
周囲に左右されず集中して受けられる
18%
38%
36%
29%
質問がしやすい
30%
25%
28%
声が聞こえやすい
25%
25%
デメリット
友だちと会えない
72%
54%
56%
64%
通信のトラブルがある
54%
50%
54%
身体的な疲れがある
63%
35%
25%
50%
生活のメリハリがつけにくい
50%
50%
課題が多い
40%
58%
48%
実技や実習に適さない
47%
47%
集中しにくい
43%
16%
34%
質問がしにくい
19%
48%
31%
注：表中の数値は、関連する内容の調査項目に「あてはまる」「ややあてはまる」などと回答
した参加者の割合を示す。項目は 4 大学の割合の加重平均の降順に配置した。

4. 遠隔授業のメリット・デメリット（教員）

125

しうる。一方、友人と会う機会が減ることは、学生間でのソーシャル・サポー
トを含む相互作用の減少につながり、特に新入生では大学適応に重要な影響を
及ぼす可能性がある。また、生活のメリハリがなくなることは、昼夜逆転など
不健康な生活リズムの形成につながりうる。
学習に関連するメリットとしては、資料が紙ではなく Web 上で配信されるこ
とで「資料の確認がしやすい」
、板書やスクリーンに比べて「画面が見やすい」
、
動画の配信によって「繰り返し視聴して復習できる」、オンデマンド配信によ
り「自分のペースで学習できる」
、一人で受講することにより「周囲に左右され
ず集中して受けられる」、オンラインでのやりとりのため「質問がしやすい」、
対面授業に比べ「声が聞こえやすい」といった点が挙げられた。教室という物
理的環境の制約から解放されることにより、様々な学習上の利点が生じている
ことがうかがわれる。
一方、学習に関連するデメリットとしては、映像や音声が途切れるなどの「通
信のトラブルがある」
、目、肩、腰など「身体的な疲れがある」
、出席確認を兼ね
た課題提出が求められるため「課題が多い」
、実験、芸術、スポーツなどの「実
技や実習には適さない」
、自宅で受講することにより緊張感が欠け「集中しにく
い」、対面でのやりとりがないため「質問がしにくい」といった点が挙がった。
身体的な疲れは、同時双方向型授業が 9 割以上を占める東京大学で特に数値が
高くなっている点に注意が必要である。また、集中や質問のしやすさについて
は、メリットとデメリットの両方にほぼ同程度の割合で表れており、授業の実
施方法、受講環境、学生の性格などによって個人差が生じやすいと考えられる。

4. 遠隔授業のメリット・デメリット（教員）
表 5.4 に教員調査における遠隔授業のメリット・デメリットに関する主な調
査結果を示す。学生調査と同様に、
「通勤・通学時間がなくなる」
、
「サポートや
メンタルケアが必要」といった授業とは直接関連のない項目が上位に位置した
が、それ以外の項目はいずれも授業に関連する内容であった。
授業に関連するメリットとしては、学生調査で挙がった項目とは別に、Web
上で課題の状況が確認しやすいためか「課題の提出率が高い」
、Web 配信や画面
共有により「資料の配布や提示がしやすい」、
「課題の提示や指示がしやすい」
、
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表 5.4 教員から見た遠隔授業のメリット・デメリット
項目

国立情報
学研究所

神奈川
大学

京都
大学

慶應義
塾大学

加重
平均

メリット
通勤・通学時間がなくなる
81%
96%
83%
課題の提出率が高い
82%
82%
資料の配布や提示がしやすい
72%
72%
課題の提示や指示がしやすい
67%
67%
集中して授業を実施できる
60%
60%
学生のペースで繰り返し学習できる
67%
48%
56%
自主的な学習を促せる
35%
35%
学生の質問や意見が出やすい
35%
35%
フィードバックがしやすい
26%
26%
デメリット
通信のトラブルがある
80%
67%
79%
実技や実験実習での利用が難しい
74%
74%
サポートやメンタルケアが必要
54%
54%
学生同士のワークや議論がしにくい
35%
84%
53%
学生の反応や理解度が確認しにくい
60%
77%
36%
53%
準備の負担が大きい
51%
51%
コミュニケーションが取りづらい
48%
71%
41%
58%
50%
テストを実施しにくい
43%
43%
身体的な疲れがある
37%
37%
フィードバックの負担が大きい
29%
29%
注：表中の数値は、関連する内容の調査項目に「あてはまる」「ややあてはまる」などと回答
した参加者の割合を示す。項目は 4 機関の割合の加重平均の降順に配置した。

学生の受講態度や私語に惑わされず「集中して授業を実施できる」、学生自身
の「自主的な学習を促せる」、Web を介して「フィードバックがしやすい」と
いった項目が挙がった。全般的に、Google Classroom、manaba、Moodle など
の学習管理システム（LMS）による教材配信や課題管理の有用性を感じた教員
が多かったことがうかがわれる。
デメリットについては、学生調査で挙がった項目以外に、「学生同士のワー
クや議論がしにくい」、「コミュニケーションが取りづらい」
、「学生の反応や理
解度が確認しにくい」など、教員−学生間あるいは学生同士の意思疎通の問題
に関する項目や、
「準備の負担が大きい」
、
「フィードバックの負担が大きい」な
ど、教員側の負担の大きさに関する項目が挙げられた。ただし、同時双方向型
の授業であれば、意思疎通に関するデメリットの大部分はブレイクアウト機能
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やチャット機能を用いて解消が可能であり、対面授業とほぼ同様の内容で授業
が展開できるため、授業準備やフィードバックの負担も最小限に抑えられると
考えられる。

5. 遠隔授業に対する学生の満足度
まず遠隔授業の実施形態ごとの学生満足度に関する調査結果を表 5.5 に示す。
測定や集計の方法は大学によって異なるものの、大部分の大学では同時双方向
型授業の満足度が最も高く、動画配信型がそれに続き、資料配布型の満足度が
最も低い。ただし、武庫川女子大学では動画配信型が最も高い満足度を示して
いることから、同時双方向型授業が無条件に高い評価を得るわけではなく、実
施される授業の内容や質などによっても大きく左右されることが示唆される。
こうした実施形態による満足度の違いの理由を検討するために、中部大学に
おける著者の調査（伊藤、2020）での自由記述回答を見ると、同時双方向型授
業については、「発問や他の学生との討論で考えを深められた」、
「その場で質
問ができた」、「交友関係を作ることができた」
、「時間が固定されていたことで
やる気が出せた」といった利点が挙げられた一方で、「途中で音声が途切れて
しまう」、「全てが双方向だとしんどくなる」といった欠点が挙げられた。動画
配信型授業については、「何度も見返すことができる」、「通信のトラブルが影
響しにくい」といった利点とともに、「後回しにして課題がたまってしまう」、

表 5.5 遠隔授業の実施形態ごとの学生満足度

同時双方向型
動画配信型
資料配布型
集計方法

東京大学

東京電機
大学

武庫川女
子大学

藤田医科
大学

立教大学

中部大学

0.30
0.08
0.00
5 件法の

71%
21%
7%

35%
49%
30%
5 件法で

86%

74%
59%
43%
5 件法で

77%
64%
39%
4 件法で

評定平均
値（−2〜
2）

最も好き
な授業形
態（単一
選択）

「かなり
満 足 」・
「どちら
かという
と満足」
の割合

Visual
Analogue
Scale で
.60 以 上
の割合

「非常に 「とても
満 足 」・ 満 足 」・
「やや満 「おおむ
ね満足」
足」の割
の割合
合
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「その場で質問できない」といった欠点が挙げられた。資料配布型については、
利点を挙げる学生は見られず、「授業なら教員の話が聞きたい」、
「知識が身に
着いた実感が少ない」、「説明が足りず、何をすればいいかわからない」
、
「意欲
がわかない」といった不満が多数挙げられた。
一方、遠隔授業の実施形態以外の観点で満足度を比較した調査も見られる。
神奈川大学では、授業科目の種類ごとの満足度を調査しており、講義科目で
は 38%、語学科目では 33%、演習・実技科目では 30%、実験・実習科目では

20%が、
「とても満足」または「満足」と回答したことを報告している。言語に
よる知識の伝達が大きなウェイトを占める講義科目は遠隔授業による代替が容
易であるものの、実物を用いた体験が重要な意味を持つ実験・実習科目は遠隔
授業による代替が困難である場合が多いと考えられる。
また、山口大学の調査では、学年ごとの満足度を比較し、1 年生では 28%、2
年生では 37%、3 年生では 45%、4 年生では 47%、5 年生では 58%、6 年生で
は 72%が、「非常に満足している」または「ある程度満足している」と回答し
たことを報告しており、学年の上昇に伴って遠隔授業の満足度が一貫して上昇
していることが示された。この結果には、学年が上昇するほど、⃝
1 遠隔授業の
受講に必要なコンピュータ操作や自主学習のスキルを身につけていること、⃝
2
学生間のネットワークが形成されているために、相互のサポートの授受が容易
であること、⃝
3 他の学生との関係構築が図りにくいという遠隔授業のデメリッ
トが生じにくいこと、などが関係していると考えられる。
もう一つの重要な観点は、今回、対面授業の代替手段として用いられた遠隔
授業が、実際に対面授業と同等かそれ以上の評価を得ることができたかという
点である。この観点についての大規模かつ系統的な検証はまだ少ないが、茨城
大学の調査では、対面授業中心の昨年度（75%）に比べ、遠隔授業中心の今年
度の学生満足度（80%）が上回ったことを報告している。立教大学の調査では
双方向・対話型科目「ビジネス・リーダーシップ・プログラム」の満足度が、
昨年度の対面授業よりも 3〜4%程度上昇し、93〜96%となったことを報告し
ている。また、著者が実施した中部大学の調査では、昨年度の対面授業の評定
平均（3.27）に対し、同時双方向型授業が同等の水準（M=3.23、SD=0.69）を
示し、動画配信型はやや低く（M=3.00、SD=0.83）
、資料配布型は著しく低い
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（M=2.41、SD=0.90）ことが示された。こうした結果を総合すると、少なくと
も同時双方向型授業の満足度は対面授業と同等かそれ以上の水準にあると考え
られる。

6. 遠隔授業の教育効果
遠隔授業の教育効果について、大学間で比較可能な方法による検証は十分に
行われていないものの、複数の大学で独自の観点から検証が行われている。茨
城大学の調査では、
「この授業の内容を理解できましたか？」という項目に対し
て「とてもよく理解できた」または「概ね理解できた」と回答した学生の割合
が、対面授業中心の昨年度（73%）よりも遠隔授業中心の今年度（79%）の方
が高かったことを報告している。また、全科目が同時双方向型で実施された藤
田医科大学の調査では、「遠隔授業を受講することになり、あなたの授業態度
はそれまでと変わりましたか」という質問に対し、Visual Analogue Scale（値
が高いほど授業態度が前向きになったことを示す）で.60 以上の評定をした学
生の割合が 51.1%（.40 未満は 10.1%）に達し、遠隔授業が学習意欲の面でも
プラスの影響を与えうることが示された。一方、山口大学の調査では、「授業
理解度」に関する学生の評定平均値が、昨年度（部局ごとに 4.03〜4.52）に比
べ今年度（3.76〜4.31）は全般的にやや低下したことが示されている。こうし
た結果から、教育効果の面で対面授業と遠隔授業のどちらが優れているかを一
概に結論づけることは難しく、実施される授業の質、実施形態、科目の性質な
どによって違いが生じる可能性が推察される。
神奈川大学の学生調査では、「平常時の対面授業と比べ、教育内容や学習効
果は向上したと感じますか？」という質問に対し、
「とても低下した」から「と
ても向上した」までの 5 件法で回答を求め、科目の種類ごとに集計している。
各選択肢にそれぞれ −2〜2 の数値をあてはめて評定平均を取ると、講義科目
では −0.03（SD=1.10）
、語学科目では −0.09（SD=1.00）
、演習・実技科目では

−0.20（SD=1.05）、実験・実習科目では −0.43（SD=1.20）であった。講義科
目や語学科目では対面授業とほぼ同等の学習効果があるものの、演習・実技科
目や実験・実習科目では対面授業に比べて学習効果が低いと感じる学生が多い
ことが示された。
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慶応義塾大学では、学生と教員の双方に、学習効果について「対面がよい」、
「変わらない」、「オンラインがよい」の 3 件法で評定を求めた。各選択肢にそ
れぞれ −1〜1 の数値をあてはめて評定平均を取ると、学生では、小規模講義
（40 名未満）で −0.32（SD=0.78）
、40〜70 名の講義で 0.04（SD=0.81）
、70〜

120 名の講義で 0.31（SD=0.83）、大規模講義で 0.50（SD=0.85）、教員では、
小規模講義で −0.50（SD=0.62）
、40〜70 名の講義で −0.25（SD=0.79）
、70〜

120 名の講義で −0.04（SD=0.82）、大規模講義で 0.03（SD=0.79）であった。
学生・教員のいずれも、受講人数が多い講義ほど遠隔授業が望ましいと感じる
割合が増加することが示された。全般的に学生の方が教員に比べ遠隔授業の学
習効果を高く見積もっており、40 人以上の講義であれば遠隔授業が望ましいと
感じている。教員では、40〜70 人の講義までは対面授業が望ましいと感じ、そ
れ以上の規模の講義では遠隔と対面の評価が拮抗している。なお、講義以外の
複数の演習系科目についても同様に調査しているが、学生・教員ともに、小規
模講義と概ね同様の結果が得られている。
こうした結果から、実技や実験を伴う演習系科目や少人数の講義科目では対
面授業が相対的に高い教育効果を発揮する一方、比較的受講者の多い講義科目
では遠隔授業が対面授業を上回る教育効果をもたらしうることが示唆された。
大人数の講義では、対面授業の中で教員−学生間または学生同士の対話を図る
ことは困難であり、対面授業の本来のよさが発揮されにくい。一方、遠隔授業
の教育効果は受講者数によって影響を受けにくいことに加え、同時双方向型授
業であれば、対面授業よりも効果的な相互作用を図ることが可能であり、大人
数の講義では相対的な優位性が生じやすいと考えられる。

7. コロナ後の遠隔授業継続の希望
表 5.6 にコロナ禍収束後の遠隔授業継続の希望に関する学生および教員の調
査結果を示す。学生・教員ともに、おおむね 6 割以上がコロナ後も何らかの形
で遠隔授業の継続を希望していることが明らかになった。
一部大学ではより詳細な集計結果が示されている。九州大学の学生調査では、
学年ごとの集計を示しており、1 年生では遠隔授業の継続希望が 48%に留まる
のに対し、2〜4 年生では 73%に達することを報告している。交友関係が形成

8. 総合的な考察
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表 5.6 コロナ禍収束後の遠隔授業継続の希望

学生
教員
集計
方法

九州大学

東京大学

慶應義塾
大学

63%

82%

5 件法で

4 件法で

68%
50%
10 件 法
で「6」以

「思う」・ 「 大 変 そ
「やや思
う思う」
・
う」の割 「 そ う 思
合
う」の割
合

上の割合

京都大学

東北大学

藤田医科
大学

放送大学

68%
4 件法で

64%
5 件法で

62%
3 件法で

64%
5 件法で
「5」
・
「4」

「対面中
心にオン
ラインを
併用した
い」〜「オ
ンライン
で行いた
い」の割
合

「全てオ 「そう思
ン ラ イ
う」の割
ン 」〜
合
「併用」
の割合

の割合

されていない 1 年生段階では、学生間の交流が図りづらいという遠隔授業のデ
メリットが大きく作用するが、2 年生以上では、時間的な効率や学習の自由度
が高いといった遠隔授業のメリットが相対的に大きくなるものと考えられる。
また、神奈川大学の調査では、科目の種類ごとの集計を示しており、学生にお
ける遠隔授業の継続希望の割合は、講義科目で 56%、語学科目で 32%、演習・
実技科目で 26%、実験・実習科目で 40%であった。一方、教員では、講義科目
で 50%、語学科目で 18%、演習・実技科目で 17%、実験・実習科目で 10%で
あり、講義科目とそれ以外の科目での継続希望の差がより顕著であった。満足
度や教育効果の調査結果と同様に、講義科目と遠隔授業の相性のよさが確認さ
れる結果となった。

8. 総合的な考察
遠隔授業には時間的・空間的な制約が減少することによる多数のメリットが
ある一方、交友関係が形成しにくい、通信のトラブルがある、特有の身体的な
疲れがあるなどのデメリットがあることが明らかになった。しかし、こうした
メリットやデメリットの表れ方は、授業の実施形態、科目の種類、受講者数、
学年などの諸変数によって大きく左右されると考えられる。実際に、授業への
満足度、教育効果、遠隔授業の継続希望に関する調査結果から、対面授業と比
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較したときの遠隔授業の相対的な有効性は、⃝
1 同時双方向型で最も高く、動画
配信型がそれに続き、資料配布型で最も低いこと、⃝
2 講義科目で最も高く、実
験や実習をともなう演習科目では十分に発揮されにくいこと、⃝
3 受講者数が多
い（おおむね 50 人以上）場合に発揮されやすいこと、⃝
4 学生の学年が上昇す
るほど高くなることが示された。

8.1

同時双方向型授業による大規模講義の質の改善

大学のカリキュラムの大部分を占める講義科目の質の向上は、大学教育の改
革において最も重要な課題である。とりわけ大人数の講義では、教員−学生間
または学生同士の相互作用を図ることは容易でなく、アクティブ・ラーニング
の実現が妨げられている。学生に発問を投げかけても、一部の学生しか挙手し
ない、無回答や追従的な回答が多くなるといった問題が生じ、教室全体で議論
を深めていくことは難しい。遠隔授業、中でも同時双方向型の授業は、こうし
た大規模講義の欠点を補完する手段となりうる。しかし、一部大学の調査結果
で、同時双方向型授業の満足度が低い値を示したことを考え併せると、この種
の授業が無条件に高い有効性を発揮するわけではないことも明らかである。例
えば、従来型の講義のように、教員が一方的に知識を伝授するだけの授業であ
れば、同時双方向型授業の本来のメリットは発揮されず、むしろ自由なペース
で学習に取り組めるオンデマンド型授業のメリットが大きくなるであろう。
同時双方向型授業のポテンシャルを最大限に顕在化するためには、その最大
の強みである「対話性」を有効に活用することが必要である。その第一の手段
は、学生−教員間の対話を促進するチャット機能の活用である。小・中・高等
学校の授業では、授業中に教員が児童生徒の机の間を巡回する机間指導という
指導法が広く用いられる。机間指導は、⃝
1 個々の児童生徒の理解度を把握す
る、⃝
2 個々の理解状態に応じた助言を与える、⃝
3 個々の意見を把握して討論の
活性化につなげるなど、多様な教育的機能を持ち、一斉指導の中でも個別指導
に近いきめ細やかな指導を可能にする手法である。チャット機能は、この机間
指導の代替手段となりうる。学生に発問を投げかけ、チャット機能で回答させ
ることで、全員の理解状態を即時に把握でき、それに応じて補足的な解説を入
れるなど、授業のスピードを調節できる。また、学生の回答の中で、重要な気
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づきを示す回答や複数の対立する回答を取り上げ、口頭で理由や詳細の説明を
求めることで、討論を効率的に活性化し、理解の深化と学習意欲の向上を図る
ことができる。教育心理学において、こうした複数の対立的見解の提示は、知
的好奇心を喚起する最も効果的な手段の一つとして知られている。
第二の手段は、学生同士の対話を促進するブレイクアウト機能の活用である。
ブレイクアウト機能は、セッションの参加者を複数のグループに分割する機能
であり、学生同士のディスカッションやグループワークに有効活用することが
できる。学習者が共通の目標に向かって協力して学習を進める協同学習は、ア
クティブ・ラーニングを実践する上で不可欠な要素の一つである。協同学習に
は様々な手法が存在するが、講義科目で取り入れやすい手法としてバズ学習が
ある。バズ学習は、学習者を 4〜6 人程度の小グループに分け、特定のテーマ
について討議させ、さらにその結論をクラス全体で共有し、改めて討論すると
いう 2 段階の討論から構成される手法である。教員からの問いかけには反応が
薄い学生でも、教員が介在しない小グループの討論であれば参加しやすい場合
が多い。また、学生同士の自由な討論の中で、新たな気づきの発見につながる
こともある。大人数の講義の場合、小グループでの結論を全体で発表する際、
上記のチャット機能を活用することで、より効率的な議論につなげられる。
これ以外にも、研究の結果について予想のグラフを画面に書かせる、アン
ケートツールを利用して実験を体験する、遠方のゲストスピーカーに講演をし
てもらうなど、学生のアクティブな学びを促す多様な工夫を容易に取り入れる
ことができる。こうした工夫により、同時双方向型の遠隔授業は、従来の一方
向的な対面授業をはるかに上回る教育効果を実現できる。実際に、著者の担当
科目（教育心理学）では、毎回の授業の終わりに「300〜1000 字（超えてもよ
い）
」を目安として、講義の内容をまとめる小レポートを課したが、回を経るご
とに学生の記述量が増加し、春学期の最終講義における全受講者の平均記述量
は目安の上限を大きく上回る 1500 字に達した。例年の対面授業では、最も多
い学生で 700 字程度（平均 400 字程度）の記述量であったことを考えると、学
生の学習意欲や理解度が大きく向上していることがうかがえる。
ただし、同時双方向型授業には、身体的な疲れが大きい、通信のトラブルの
影響を受けやすいといったデメリットがあることに注意が必要である。こうし
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た問題は、授業の様子を録画し、授業後に LMS で配信するというオンデマン
ド型手法との組み合わせにより、ある程度解消することができる。

ポストコロナの大学教育

8.2

以上のように、遠隔授業は工夫次第で従来の対面授業を上回る教育効果をも
たらすことが可能であるが、ポストコロナの大学教育において、対面授業と遠
隔授業を併用したハイブリッド教育をどのように進めていくかは難しい問題で
ある。国立情報学研究所の調査では、ハイブリッド教育の手法として、4 つの
可能性を提示している。すなわち、⃝
1 講義による知識提供は遠隔授業、実技や
実習を伴う演習は対面授業で行うなど、科目によって実施形態を分ける授業別
導入型、⃝
2 遠隔授業で基礎知識の教授と課題に取り組んだ上で、対面による
ディスカッションやグループワークを行う反転授業型、⃝
3 対面授業を基本とし
て、疾患や障害など何らかの事情で授業に参加できない学生が遠隔で参加する
同時中継型、⃝
4 対面授業に端末を持ち込んで、チャット機能やアンケートツー
ルなどを用いながら、インタラクティブに授業を進める ICT ツール活用型の 4
つである。
教育効果の最大化を最優先すれば、これらの 4 つの手法を組み合わせて用い
ることが望ましいと考えられる。つまり、授業の性質や受講者数に応じて、遠
隔授業、反転（混合）授業、対面授業のいずれの形態を取るかを判断し、対面
授業を行う場合にも、必要に応じて同時中継や ICT ツールを有効に活用する。
しかし、こうした方法を実現するためには、時間割の調整や学内インフラ（遠
隔授業を受けられるスペースや Wi-Fi 環境）の整備などの諸課題を解決する必
要がある。また、現段階では教員間で ICT スキルに大きな個人差があることに
加え、大学間でも教員に対する FD やサポートの体制に差があり、それが遠隔
授業の質のバラつきを生じさせている。今後、大学の垣根を超えて実践知の共
有・蓄積を図り、各大学の実情に応じた組織的な教育改革につなげていくこと
が求められる。
レビューの対象とした調査

•

青木久美子（2020）放送大学における 2020 年度第 1 学期 Web 面接授業実施報告．
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https://www.nii.ac.jp/event/upload/20201009-06 Aoki.pdf
•

藤田医科大学（2020）遠隔授業に関する学生と教員の調査

報告書．

https://www.fujita-hu.ac.jp/about/j93sdv0000006rab-att/j93sdv0000006rug.pdf
•

林 透（2020）遠隔講義実践から見えた「学生の学び」と「教員の意識」〜山口
大学の事例〜．

https://www.nii.ac.jp/event/upload/20201009-07 Hayashi.pdf
•

茨城大学（2020）遠隔授業に関する学生アンケートを実施

対面中心の昨年度

と比較．

https://www.ibaraki.ac.jp/news/2020/08/07010917.html
•

伊藤大幸（2020）遠隔授業下での大学生活アンケート集計結果．

http://www006.upp.so-net.ne.jp/ito h/remote questionnaire.pdf
•

神奈川大学（2020）
「遠隔授業の有効性と課題」に関する調査アンケートの結果
公表について．

https://www.kanagawa-u.ac.jp/news/details 20645.html
•

国立情報学研究所（2020）遠隔授業に関するアンケート調査の概要．

https://www.nii.ac.jp/event/upload/20200914 Report.pdf
•

武庫川女子大学（2020）第 3 回遠隔授業に関する調査結果について（報告）．

https://www.mukogawa-u.ac.jp/pdf/1024-1.pdf
•

野瀬 健・長沼祥太郎（2020）九州大学のオンライン授業に関する学生アンケー
ト（春学期）について．

https://www.nii.ac.jp/event/upload/20200710-08 NoseNaganuma.pdf
•

立花

優（2020）北海道大学学部 1 年生を対象とした授業課題に関する調査に

ついて．

https://www.nii.ac.jp/event/upload/20200821-06 Tachibana.pdf
•

田浦健次朗（2020）オンライン授業に関するアンケート結果の紹介．

https://www.nii.ac.jp/event/upload/20200904-06 Taura.pdf
•

東北大学 高度教養教育・学生支援機構 教育評価分析センター（2020）
「全学オ
ンライン授業アンケート」の結果報告と課題共有．

http://www.cir.ihe.tohoku.ac.jp/events/20200713-694.php
•

東京電機大学（2020）遠隔授業等に関するアンケート調査結果について．

https://www.dendai.ac.jp/news/2020100502.html
•

植原啓介（2020）慶應 SFC における遠隔授業とアンケート調査結果．

https://www.nii.ac.jp/event/upload/20200605-5 Uehara.pdf
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山田剛史（2020）教員から見たオンライン授業―京都大学での教員調査から―．

https://www.nii.ac.jp/event/upload/20200925-08 Yamada.pdf
•

山口和範（2020）オンライン授業に関する学生意識調査（立教大学経営学部調査）
．

https://www.rikkyo.ac.jp/news/2020/09/mknpps000001bg3b-att/report.pdf
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中部大学（2020）授業評価集計結果の公表．
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•

学習院大学（2020）「授業評価アンケート」報告書．

https://www.univ.gakushuin.ac.jp/about/R01enqreport.pdf
•

文部科学省（2016）議論のための参考データ．
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2016/05/09/1370509 03.pdf
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韓国の保育所・幼稚園における COVID-191 対策の
現状と課題
蘇

珍伊

1. はじめに
2020 年 3 月 11 日、世界保健機構（WHO）は、ジュネーブで会見を開き、
COVID-19 は、「パンデミック」であると宣言した。COVID-19 が世界各地で
急速に広がり、多くの国で渡航や外出等が制限されるなど、我々の生活、政治、
経済、社会などに深刻な影響をもたらした。このような状況は、相対的に脆弱
な子どもの健康問題及び保育所や幼稚園、学校の運営等にも深刻な影響を与え
ている。また、保育所・幼稚園の休園、学校の休校により子どもが家庭で過ご
す時間が長くなったことで、親が抱える不安やストレス、孤立、経済的損失な
どが DV、児童虐待を招きやすくするなど、子育て家庭を取り巻く状況は危機
的であるといえる。国は、このような問題を解決し、コロナ禍の中でも、親子
1

韓国では、WHO が「新型コロナウイルス感染症」について「COVID-19」と名付けたことを
受けて「COVID-19」（韓国語表記：
-19）を公式名称としているため、
本稿では、
「COVID-19」という名称を使用する。
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が安全かつ安心できる保育・教育政策を展開し、保育サービスや教育を提供し
なければならない。このような子どもの保育・教育をめぐる問題は、日本だけ
ではなく、韓国においても社会的問題となっている。ポストコロナ時代に備え
るためには、これらの問題にどのように向き合うのか検討し、共有することで、
互いにヒントを得ることができると考えられる。そこで、本稿では、隣の国、
韓国に焦点を当てて、韓国の保育所・幼稚園の COVID-19 対策の現状及び課題
について紹介することを目的とする。

2. 韓国の COVID-19 の発生状況及び対策
まず、韓国の COVID-19 の発生状況をみると、2020 年 1 月 20 日に初感染者
が発生し、2 月〜3 月には、大邱市・慶尙北道地域の特定宗教集団を中心に感
染者が急増し、以降、教会の集会活動やソウルのクラブでクラスターが発生す
るなど、COVID-19 の感染が全国的に広がった。また、感染リスクが高まる冬
の季節を迎え、感染者数が再び増加傾向となっている（COVID-19 2020）。
韓国政府は、2020 年 2 月 23 日、感染症の危機警報段階（関心→注意→警戒
→深刻の 4 段階）を最も高い「深刻レベル」に引き上げ、COVID-19 に対応す
るために、国務総理を本部長とする「中央災難安全対策本部」を設置し、感染
症対策を講じている。COVID-19 発生初期から、
「開放性（国民と相互の意思疎
通を円滑にする）
」
「透明性（国民に必要な情報を公開する）
」
「民主性（行政・医
療・国民の意見を聞き反映する）
」という 3 つの原則に基づき、幅広い診断検査
（Test）を通した感染者の発見、接触者の徹底的な追跡（Trace）を通した感染拡
大の防止、感染初期段階での治療（Treatment）という 3T 戦略を構築した。特
に、他人との接触を最小限に抑えながらも迅速な検査が実施できるドライブス
ルー（Drive Through）型診療所を世界で初めて導入し、感染症対策に情報通信
技術（ICT）と人工知能（AI）等の最先端技術を積極的に活用している。プライ
バシー侵害議論があったものの、クレジットカードと交通カード、携帯電話の
位置追跡、CCTV（監視カメラ）などの多様な情報を通して感染者又は接触者
の動線を迅速かつ正確に把握し、国民に公開している。また、感染者や接触者
の隔離状況のモニタリング業務を、人工知能を用いて実施している。なお、医
療機関が海外旅行歴を確認できるように受診者資格照会システム及び ITS（海

3. 韓国の保育所・幼稚園における COVID-19 感染予防対策
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外旅行歴の情報提供プログラム、International Traveler Information System）等
を提供している。そのおかげで、ロックダウン（Lock-Down）を実施せず、感
染症拡大防止と経済のバランスを取ることができた。
さらに、整った保健医療体制及び国民健康保険制度があることで、効率よく
診断・治療に対応することができ、これらにかかわるすべての費用について、
国民健康保険公団が 80%、国が 20%を負担し、個人に負担させることはない。
それだけではなく、国民の自発的な協力も感染症拡大防止に大きく貢献した。
韓国政府は初期からマスクの着用、ソーシャルディスタンス（社会的距離の確
保）
、手洗いを勧告し、国民はこのルールを遵守している。公共交通機関を利用
する際、マスク着用を徹底したことから、公共交通機関の利用による感染はま
だ報告されていない。このような感染症対策により、COVID-19 が爆発的に拡
大されることなく、人口対比感染者数・死亡者数を抑えることができたため、
韓国の COVID-19 対策は、世界的にも注目されている（亞洲経済新聞 2020；

COVID-19 2020）。

3. 韓国の保育所・幼稚園における COVID-19 感染予防対策2
韓国の保育・幼児教育制度には、保健福祉部（日本の厚生労働省に当たる省
庁）が管轄するオリニジップ（日本の保育所に当たる保育施設、「子どもの家」
という意味）と、教育部（日本の文部科学省に当たる省庁）が管轄する幼稚園
がある。このように、二元化された体制であり、COVID-19 の対応についても、
保健福祉部のオリニジップを中心とする保育対策と、教育部の幼稚園を中心と
する幼児教育対策が取られたことから、それぞれの内容について紹介する。

オリニジップにおける COVID-19 感染予防対策

3.1

1） 「オリニジップ用対応指針」の作成・配布
保健福祉部は、感染症の危機警報段階が「注意レベル」から「警戒レベル」に
引き上げられた 2020 年 1 月 27 日、
「オリニジップ初期対応要項」
「一時閉鎖・
2

韓国の保健福祉部が発表したオリニジップの感染予防対策に関する報道参考資料（2020.1〜
12）と、教育部が発表した幼稚園の感染予防対策に関する報道参考資料（2020.1〜12）をも
とに作成した。その他の政策資料・文献については引用文献一覧を載せる。
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休園基準」を提示した。また、オリニジップの COVID-19 の感染予防及び対応
のために、基本行動指針を設けることとし、2 月 3 日に「オリニジップ用対応指
針」を配布した。このオリニジップ用対応指針は、COVID-19 の対応体系の変
化に合わせ数回改正され、12 月 2 日に配布された「VII-1 版」が最新版となっ
ている。「オリニジップ用対応指針」の目的は、各自治体の状況に合わせ、オ
リニジップの在園児と教職員3 に対し、COVID-19 の感染予防及び管理の対応
手順と、措置事項を設け、感染リスクを最小限にすることであり、オリニジッ
プの対応指針を状況に合わせ改正・配布することで、園長及び教職員の役割等
を提示することである。主な COVID-19 の対応の措置事項は、1．COVID-19
管理体系及び関係機関との協力体制の構築（保健所等の関係機関との非常連絡
体系の構築等）
、2．感染予防のための管理（予防教育、マスクの着用基準、衛
生・消毒管理等）
、3．オリニジップの登園・出入りの際の管理の強化、4．感染
疑いがある場合の措置事項、5．COVID-19 関連オリニジップの閉鎖・休園の
基準、6．再開園前の措置事項である。また、1〜6 の詳細について紙面の都合
上すべてを紹介することができないため、一例としてマスクの着用基準を取り
上げる。教職員は、子どもや保護者を含む外部の人と接触する際にマスクを着
用しなければならない。綿マスクやサージカルマスクの着用も可能であるが、
感染の疑いがある者が発生した場合は、必ず保健用マスク（N95 レベル）を着
用する。子どもにはマスクの着用義務はない。ただし、幼児の場合は、歌・リ
トミック等の集団活動及び車で移動する際にはマスクの着用を勧告することと
なっている。乳児の場合は、マスクの着用がかえって健康に支障をきたす可能
性があるという疾病管理本部の意見にしたがって着用しない。
一方、2020 年 11 月 7 日に 3 段階から 5 段階へ改編・施行された「ソーシャ
ルディスタンスレベル」によって、オリニジップの運営、保育・教育活動を制
限しなければならない。その詳細を表 6.1 に示す。

2） COVID-19 によるオリニジップの休園及び緊急保育の実施について
全国約 37,000 か所のオリニジップは、COVID-19 感染防止及び乳幼児の健
康を守るため、2020 年 2 月 27 日から一斉休園に入った。休園期間中にオリニ
ジップの保育を必要とする保護者は、オリニジップの緊急保育を利用すること
3

韓国では、保育士を保育教師といい、オリニジップの従事者を教職員という。
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表 6.1 ソーシャルディスタンスレベルによるオリニジップの措置事項

ソーシャルディスタンス
生活感染予防
区分
基本方向
特別
活動

第1段階
通常の登園

地域流行段階
第 1.5 段階
第 2 段階
休園の勧告

全国流行段階
第 2.5 段階
第 3 段階
休園

―緊急保育の実施、家庭養育の勧告 ―緊急保育を最小限にするよう勧告

＊流行地域の感染状況等を考慮し、自治体長の決定によって上位段階の実施が可能

可能

原則、自粛する

＊生活におけるソー ̶外部講師の健康状態、危険場所へ
シャルディスタンス の訪問履歴の確認、外部講師と児童
間の濃厚接触を最小限に
ルールの遵守
＊保護者の同意が必要

禁止

□
接
原則、自粛する
触
可能
を 屋外 ＊生活におけるソー ̶活動を行う場合、生活におけるソ
禁止
最 活動 シャルディスタンス ーシャルディスタンスルールの遵守、
3
密を避けた環境で実施
小
ルールの遵守
＊保護者の同意が必要
限
に 集団
可能
原則、中止及び延期する
行事 ＊生活におけるソー ̶必要不可欠な場合
中止及び延期
及び シャルディスタンス 第 1.5 〜 2 段階：100 人以上、禁止
ルールの遵守
第 2.5 段階時：50 人以上、原則禁止
教育
原則、禁止する
原則、禁止する
□オリニ 原則、自粛する
ジップの ̶必要不可欠な場合、̶必要不可欠な場合、体温、呼吸器 ̶必要不可欠な場合、体温、呼吸器
外部の人 体温、呼吸器の症状 の症状の確認のうえ、子どもがいな の症状の確認のうえ、子どもがいな
の出入管 の確認のうえ、出入 い時、または教職員及び子どもと接 い時、または教職員及び子どもと接
りを許可
触がない空間で出入り
触がない空間で出入り
理
（出典：保健福祉部（2020）
「オリニジップ用対応指針 VII-1 版」p.12．）

ができる。緊急保育の利用条件はなく、保育時間は、終日保育（7：30〜19：30）
とし、給食及びおやつも提供される。全国休園は、当初 3 月 8 日までと予告し
ていたが、休園期間が数回延長され、長期化した。その理由は、密集生活によ
り感染者が発生すると、地域社会への拡大の恐れがあることと、乳幼児の特性・
遊び中心の保育課程の特性を考慮すると、学校のようなオンライン運営が不可
能であるからであった。それに伴い、保健福祉部は、家庭で長時間過ごすこと
になった子どもたちのために、家庭養育コンテンツを提供するなど、対策を講
じた。全国休園が長くなることで、保護者の養育負担が大きくなり、緊急保育
の利用率も段々高くなった。休園期間中の緊急保育の利用率の推移を見ると、

2 月 27 日 10.0%→ 3 月 23 日 28.4%→ 4 月 23 日 55.1%→ 5 月 29 日 72.7%であ
る（保健福祉部 2020b）。保健福祉部は、休園期間中、休園解除に備えてオリ

142

第6章

コロナ禍の世界で何が起きているか

ニジップの感染症対応状況について現場点検を継続的に実施してきた。その結
果、「オリニジップ用対応指針」が遵守されていることが確認された。よって、

2020 年 5 月末に全国休園が解除され、6 月 1 日から再開することになったが、
地域内の感染状況に合わせ、自治体別に休園・再開等を決める方式となった。
以降、感染者が増えると、ソーシャルディスタンスレベルが引き上げられ、地
域別に「休園」措置が行われた。その際、今まで条件なく希望によって利用す
ることが可能であった緊急保育は、家庭養育ができる場合には、利用が制限さ
れることになった。冬の季節を迎え、感染者数が再び増加傾向となったため、
ソーシャルディスタンスレベルが首都圏地域では第 2.5 段階へ、その他の地域
では第 2 段階へ引き上げられ、12 月 8 日から 28 日までに、全国的に「休園」
また「休園勧告」となり、オリニジップの教職員は、緊急保育に必要な最小限
の人員のみ配置され、交代勤務等を通して出勤者数を減らすこととなった。

3） マスク及び消毒液等の衛生物品の支援
保健福祉部は、オリニジップの在園児の感染症予防のため、2020 年 2 月、全
国のオリニジップに消毒指針を提示し、当時購入することが難しかったマスク
や手指消毒液、体温計等の衛生物品を支援した。第 1 次（2.29）は、マスクや
手指消毒液（65 億 6 千万ウォン）、第 2 次（3.27）は、非常用マスク 284 万枚
（28 億 4 千万ウォン）
、第 3 次（4.24）は、体温計等（92 億 2 千万ウォン）を支
援した。

4） オリニジップの運営安定及び教職員の雇用安定支援
COVID-19 のパンデミックの長期化により、現場では、消毒・検温、登園/未
登園児に対する家庭養育支援及びモニタリング等の業務が増え、教職員の業務
負担が大きくなり、対応に戸惑うことも多い。また、休園の延長と家庭養育の
勧告により、オリニジップの登録を取り消し、家庭養育手当4 を受給する子ども
が増え、オリニジップの運営と教職員の雇用維持が難しい状況となった。その
ため、休園期間中の未登園児の場合でも、出席認定特例を適用し、保育料を支
援し、教師の人件費支援条件（定員 50%充足等）を猶予し、COVID-19 による

4

家庭養育手当は、オリニジップや幼稚園等の機関を利用していない就学前 86 か月未満の乳
幼児に支給される手当であり、2020 年 12 月現在、0〜11 か月の場合は 200,000 ウォン、12
〜23 か月の場合は 150,000 ウォン、24 か月〜86 か月未満の場合は 100,000 ウォンである。
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休務日も勤務日数に含めるなど、教職員の手当支給基準を緩和することで、オ
リニジップの運営の安定を図った。また、休園期間中にも教職員の正常出勤、
正常賃金の支給を原則とし、教職員の雇用を維持したオリニジップには、機関
保育料・ヌリ課程運営費を追加で支給し5 、雇用維持支援金を支給することで、
教職員の雇用安定を図った。雇用維持支援金は、雇用労働部で管轄し、休業休
職手当（平均賃金の 70%）の最大 90%を支援するものである。

幼稚園における COVID-19 感染予防対策

3.2

教育部は、幼稚園の教育課程を考慮した学事運営に関する措置を行い、教育
庁（日本の教育委員会に当たる機関）及び自治体と協議し、小・中学校と連携
した対応を講じている。COVID-19 発生後、幼稚園の新学期開始を延期し、段
階的登園及び多様な形態の遠隔教育等の措置を行っている。

1） 新学期開始の延期に関する措置事項
教育部は、2020 年 2 月 23 日に全国約 8,700 か所の幼稚園の新学期開始を 1
週間延期したが、以降追加で第 2 次（3.2）と第 3 次（3.17）の延期を決定し、
第 4 次（3.31）では、無期限の延期となった。この措置によって、家庭で長時
間過ごすことになった幼児のために、保護者と幼稚園を対象に、「改正ヌリ課
程6 」と連携した遊び支援資料を提供した。5 月 4 日に「幼・小・中・高・特殊
学校の登校授業方案」を発表し、段階的登校授業の方案と学校の感染症予防措
置事項を提示した。幼稚園は、遠隔教育の適応が難しいことや保護者のサポー
トの可否によって教育格差が生じること、家庭養育の負担等の理由で、早い段
階で開始することが決まり、5 月 20 日から新学期が開始することとなった。

2） 開始以降の学事運営に関する措置事項
教育部は、2020 年 5 月 7 日、COVID-19 の感染リスクより幼児の安全と学習
権を守るため、教育庁と協議し、
「幼稚園開始後の学事運営ガイドライン」を設
5

韓国のオリニジップと幼稚園は、無償であり、3〜5 歳児には共通教育課程である「ヌリ課
程」にもとづく保育・教育が行われる。機関保育料の追加支給とは、民間オリニジップ・家
庭オリニジップの 0〜2 歳児の退所による収入減少分の 42.3%を補填することであり、ヌリ
課程運営費の追加支給とは、すべてのオリニジップの 3〜5 歳児の退所による収入減少分の
約 25%を補填することである。
6 共通教育課程「ヌリ課程」は、2019 年 7 月に改正され、2020 年 3 月から「改正ヌリ課程」
が施行された。
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け、公表した。主な措置事項としては、COVID-19 の感染者発生等で登園が困
難な場合、遠隔教育を通して幼児の学習支援と出欠管理及び健康管理等を行う
こと、家庭学習を含む校外体験学習を教育として認める規定を新設することで、
登園中止となった幼児に対して出席認定が可能となったことが挙げられる。ま
た、遠隔教育を支援するために、幼児・遊び中心の教育課程の特性及び幼児の
発達を考慮した放送プログラム等の多様な教育コンテンツと保護者サポート資
料の提供も行うこととなった。教育部は、ガイドラインの他にも、3 密を避け
るための措置及び教員の負担を軽減する方案等を設けるなど、対面教育と遠隔
教育を並行できるように様々な対策を講じた。また、8 月 11 日には 2 学期開始
に向けて「すべての生徒のための教育安全体系の強化方案」を発表し、教育の
格差を解消するために「安全・衛生教育、遊び、親遊び支援等」の新しい放送
コンテンツを制作し、
「改正ヌリ課程」に基づいた遊びコンテンツ及びパッケー
ジ7 を開発・提供することと、教育の質を確保するために、幼児の十分な遊び時
間が確保できるように幼稚園の登園の自律性を強化した。なお、COVID-19 感
染状況に合わせて策定された「ソーシャルディスタンスレベル」による学校の
登校原則を表 6.2 に示す。
表 6.2 ソーシャルディスタンスレベルの密集度等の登校原則

区分

第 1 段階
生活感染予防

学校
登校
原則

原則として
密集度 2/3
調整可能

第 1.5 段階
第 2 段階
第 2.5 段階 第 3 段階
地域流行段階
全国流行段階
原則として密集
密集度 2/3 度 1/3（高校 2 密集度 1/3 遠隔授業
/3）、最大 2/3
遵守
へ転換
遵守
内で運営可能

（出典：教育部（2020b）
「報道参考資料 ソーシャルディスタンスレベルの引き上げによる学事運営
の措置事項等の案内（2020.12.6）
」
（https://www.moe.go.kr/boardCnts/view.do?boardID=294&lev=
0&statusYN=W&s=moe&m=0204&opType=N&boardSeq=82885））

教育部は、首都圏地域において COVID-19 感染が再拡大していることを受
け、教育庁と協議し、2020 年 8 月 26 日から 9 月 11 日までに「幼・小・中・高・
特殊学校の全面遠隔授業の実施」を決めた。そのため、首都圏地域の幼稚園も
7

遊びパッケージとは、幼児が家庭で遊びや教育活動ができるように教材や造形遊びキットな
どを包んだものである。教師は、教育内容に合わせて遊びパッケージを用意し、各家庭に配
付する。遠隔教育で遊びパッケージがよく使われる。
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登園を取りやめ、遠隔教育に切り替えた。なお、12 月 6 日、ソーシャルディス
タンスレベルが首都圏地域では第 2.5 段階へ、その他の地域では第 2 段階へ引
き上げられ、教育部は、12 月 8 日から 28 日までに、首都圏地域の学校は、
「密
集度 1/3 遵守」を、その他の地域の学校は、原則として密集度 1/3（高校 2/3）と
しながらも、地域・学校の状況によって最大 2/3 内で学校密集度を調整しなが
ら弾力的に学事運営をするように措置した。この措置によって、幼稚園におい
ても在園児の 1/3 登園を遵守し、対面教育と遠隔教育を並行することとなった。

3） 緊急保育の実施
教育部は、幼稚園の新学期開始の延期によって生じるケアの空白を埋めるた
めに、緊急保育を実施した。緊急保育時間は、9 時から 17 時までであったが、

2020 年 3 月 6 日から 19 時までに時間を延長した。また、幼稚園の開始後、緊
急保育を放課後課程に変えて運営することとした。遠隔教育時もケアを必要と
する幼児を対象に放課後課程を利用できるようにした。

4） マスク及び消毒液等の衛生物品の支援
教育部は、特別交付金を確保し、マスク（幼稚園用 305 万枚、緊急保育用 56
万枚）や手指消毒液等の衛生物品を支給した。また、消毒指針（2.14）及び感
染拡大防止の強化対策（2.17）等を通して消毒実施周期及び消毒範囲、幼児対
象の個人衛生教育及び生活指導の強化等を提示した。

5） 保護者の負担軽減及び幼稚園の運営安定支援
教育部は、幼稚園の開始延期によって 3 月〜4 月の親負担金を返還した幼稚
園を対象に、授業料欠損分 50%に対して政府と市道教育庁が 1：1 で支援する
ことにし、保護者の負担軽減及び安定的な幼稚園の運営を支援した。

4. 韓国の保育所・幼稚園における COVID-19 対応の現状と課題
4.1

COVID-19 後の子育て家庭の現状と課題

COVID-19 後、乳幼児を養育する子育て家庭は、子育てと仕事の両立が難し
くなったり、家庭内で子どもを長時間ケアするのに戸惑ったりするなど、様々
な影響を受けている。育児政策研究所が小学校 3 年生未満の子どもを養育して
いる親を対象に行った 2 回のアンケート調査（第 1 次調査 3.25〜27、第 2 次調
査 7.8〜10）の結果より（チェほか 2020）、COVID-19 後の子育て家庭の現状
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について見てみよう。第 1 次調査では、子育て家庭の経済的活動状態（所得・
支出・勤務時間）はやや良くないが、親子関係や夫婦関係は COVID-19 前より
やや良くなった。一方で社会的弱者層（貧困、ひとり親、障害、多文化家庭等）
においては、親子関係や夫婦関係は、一般家庭より悪くなったという回答が多
く、所得を含めて社会経済的に苦しい傾向がみられる。また、家にいる時間、
子どもと過ごす時間、TV・メディアの使用等は大きく増加した。第 2 次調査で
は、親子関係や夫婦関係について、第 1 次調査より「良くなった」という肯定
的な回答がやや減少していることが確認された。
次に、
「日中子どもをケアする人がいないこと（以下、ケアの空白）で困ったこ
とがあるのか」について、第 1 次調査では、36.2%、第 2 次調査では、37.5%で
あり、ケアの空白による困難は、減少していない状況であった。また、その詳
細を見ると、第 1 次調査で共働き家庭は半分（49.4%）が、専業主婦家庭は 2
割強（21.2%）が困難な状況であったが、この傾向は第 2 次調査でも変わりな
く、共働き家庭の方が、専業主婦家庭より、ケアの空白で困っていた。
次に、「COVID-19 前後のサービス利用に変化があったのか」について、第

1 次調査では、「保育施設を利用せずに家庭で養育する」が 73.3%で最も多く、
「祖父母や親戚」が 24.0%、「通っていた機関を利用する」が 16.8%、
「他の機
関を利用する」が 4.8%であった。また、
「休園により登録・入園をキャンセル
したのか」について、
「そうである」が 43.4%、
「そうではない」が 56.6%と回
答した。第 2 次調査では、「COVID-19 前と同じ機関に通う」が 87%であり、
「COVID-19 前と違う機関に通う」が 5.1%、
「退所後家庭養育」が 4.0%であっ
た。これらのことから休園によるケアの空白に親や祖父母・親戚の個別ケアで
対応しており、休園解除後は、ほとんどの子どもがオリニジップと幼稚園に
戻っていることがわかる。しかしながら、第 2 次調査でもケアの空白の際には、
主に親や祖父母等で対応している傾向には変わりなく、COVID-19 後、親の育
児負担が大きくなっていることがうかがえる。次に、第 1 次調査では、緊急保
育の満足度は、3.7（5 点満点）であり、第 2 次調査でも、機関利用についての
満足度は、すべての項目で 3.6（5 点満点）以上となり、コロナ禍での機関利
用については、おおむね満足していることがうかがえる。最後に、
「COVID-19
前後の精神的健康」について、第 2 次調査では子どもより親のうつ・不安・ス
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トレスが相対的に多い傾向がみられ、COVID-19 の長期化が親の精神的健康に
影響を与えることがわかる。以上のことから、COVID-19 後、経済的な状況や
家族関係、保育サービスの利用、精神的健康状態が変わっており、特にオリニ
ジップと幼稚園の休園による「ケアの空白」問題が浮き彫りになった。
「ケアの空白」は、COVID-19 が世界的パンデミックとなった今、多くの国
が抱えている問題であるが、まだ完全に解決した国はない（チョン 2020）。韓
国では、高所得層の場合、ケア休暇や在宅勤務等の様々な方法を活用して個別
ケアをしているが、低所得層の場合は、このような資源を活用することが難し
い。また、感染症リスクが高い時期に個別ケアができない子どもだけを集団
で緊急保育することは決して望ましくないという主張もある（チョン 2020）。
よって、
「ケアの空白」で困っている子育て家庭を支援するために、緊急保育政
策だけではなく、労働政策も一緒にアプローチすることで、誰もが必要なとき
に個別ケアや緊急保育等を選択できるように制度を改善していくことが課題で
あると考えられる。

4.2

オリニジップと幼稚園における COVID-19 対応の現状と課題

1） オリニジップと幼稚園の感染予防対応の現状と課題
育児政策研究所がオリニジップと幼稚園を対象に行ったアンケート調査によ
ると（チェほか 2020）
、クラス数及び園児数について、幼稚園が COVID-19 前
後に大きく変わらないことに対して、オリニジップは減少が目立つ結果となっ
た。「園児数が減少した」が 79.9%であったことに対して、
「クラス数が減少し
た」は 44.5%であり、多くのオリニジップでは、園児数が減少したにもかかわ
らず、クラス数を維持していることがうかがえる。教職員数について、オリニ
ジップでは「減少した」が 36.0%で、幼稚園の 19.4%より多かった。
次に、
「感染症の対応に関する準備」について、オリニジップの 80%以上、幼
稚園の 70%以上が「よく備えている」と回答した。
「感染症対応指針、非常連絡
体系が実行できたのか」について、オリニジップの 90%以上、幼稚園の 80%以
上が「よく実行できた」と回答し、感染予防対応に肯定的な意識を持っている
ことがうかがえる。しかしながら、感染予防対応に難しさを感じることもあり、
「業務遂行に困難を抱えている」という回答がオリニジップ約 30%、幼稚園約
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表 6.3 休園・休業期間の機関運営における困難
単位：％（か所）

区分
（乳）幼児の感染症対応及び管理
教職員の感染症対応及び管理
園児の入園キャンセル
教職員の維持及び採用
教職員の勤務と配置
緊急保育の運営
家庭養育中の在園児の管理と支援
保護者への案内と対応
教職員の仕事と家庭の両立支援（柔軟勤労制等）
計

幼稚園
37.2
4.5
27.6
7.1
0.6
5.8
10.9
2.6
0.6
3.2
100.0
（156 ）

オリニジップ
17.3
4.9
45.8
4.2
4.2
3.5
14.4
1.8
1.1
2.8
100.0
（284）

（出典：チェユンキョン（2020）
「COVID-19 幼稚園・オリニジップの対応体系点検及び現状分析」
『育児政策フォーラム』65，p.15．）

表 6.4 緊急保育の運営における困難

単位：％（か所）
区分
登園児の感染予防及び健康管理
教職員の感染予防及び健康管理
消毒液等の衛生物品の購買
機関消毒
給食・おやつ
保育・教育の運営
感染症情報/案内不足による困難
困難なし
その他
計

幼稚園
45.0
7.7
10.1
0.6
5.9
18.9
−
9.5
2.4
100.0
（169 ）

オリニジップ
40.8
18.4
7.9
1.1
5.4
6.1
0.4
17.0
2.9
100.0
（ 277 ）

（出典：チェユンキョン（2020）
「COVID-19 幼稚園・オリニジップの対応体系点検及び現状分析」
『育児政策フォーラム』65，p.16．）

18%であり、
「休園・休業期間の機関運営における困難」は表 6.3、
「緊急保育の
運営における困難」は表 6.4 のとおりとなった。オリニジップの場合、
「園児の
入園キャンセル」が 45.8%で最も多く、次に「乳幼児の感染症対応及び管理」
が 17.3%であり、幼稚園の場合、
「幼児の感染症対応及び管理」が 37.2%最も多
く、次に「園児の入園キャンセル」が 27.6%であり、困りごとに違う様子が見
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られる。オリニジップが「園児の入園キャンセル」で最も困っている現状と、
教職員数の減少が幼稚園よりオリニジップに多い現状ともつながっている状況
がうかがえる。
また、表 6.3 と表 6.4 で共通している困りごとは、
「園児の感染症対応及び健
康管理」である。保育者としては、当然ながら感染症から子どもを守ることが
最も重要な役割であるが、現状はそう簡単ではない。パク・チョウ（2020）は、

8 名のオリニジップの園長を対象に「COVID-19 の対応現状と困難」について
フォーカスグループインタビューを行い、「保護者の協力不足問題」、
「保育教
師の業務負担の問題」、「対応指針の適用の難しさ」を抱えていると報告した。
「保護者の協力不足問題」には、登園後、発熱等の症状がある際、直ちに早退
しなければならないが、保護者から協力が得られない場合があることと、幼児
のマスク着用や、特別活動の自粛に不満をもつ場合とがある。「保育教師の業
務負担の問題」については、保育活動以外にも、感染予防教育及び管理、家庭
養育のための資料作成及び配布、電話連絡、消毒・検温等の業務の種類と量が
大きく増えたことで、身体的・精神的疲れが溜まっているという。「対応指針
の適用の難しさ」としては、遊びや給食時に子ども同士の接触を最小限にする
ため、距離を置こうとしても制限された空間内では限界がある、2 歳未満児の
場合は、マスク着用ができないうえに、保育教師が近くでケアをしなければな
らないため、距離を置くことができない、外部の人の出入りを制限しているた
め、保護者参加の活動を行うことができず、外遊びと見学等の園外活動にも制
約があるため、乳幼児の情緒的な発達に良くない影響を与える恐れがあると、
指摘された。前述した育児政策研究所の調査結果においても、COVID-19 後の
精神的健康について、
「乳児」41.2%、
「幼児」45.0%、
「園長」86.7%、
「教職員」

82.2%が「抑うつ・不安・ストレスが増えた」と回答しており、在園児・教職
員ともに不安やストレスが増えていることがうかがえる。特に教職員のストレ
スや疲れが大きく、精神的健康に悪い影響を与えることが懸念される。
韓国政府は、オリニジップと幼稚園の感染拡大防止のために、COVID-19 の
発生初期から対応指針や学事運営指針等を作成・配布し、感染状況に合わせて
休園及び緊急保育等の措置を段階的に行い、管理体系及び関係機関との協力体
制も迅速に構築することで、感染拡大を阻止することができた。また、登園児
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の減少や登録のキャンセルなどによる運営危機に対しても適切な運営安定支援
を行うことで、教職員の雇用維持や保護者の負担軽減を図った点に成果があっ
たと評価できる（キム・パク 2020；チェ 2020）。現場では、政府の対策にし
たがい、対応指針を遵守しながら、感染リスクが高まる状況で実施された緊急
保育にも対応できたことで、感染予防対策や現場での対応について、肯定的意
識を持っている状況がうかがえる。しかしながら、緊急保育の利用率が段々上
がっていく状況の中で、登園児の感染予防及び健康管理を行うことは難しく、
様々な困難を抱えながら対応している現状も垣間見える。感染症から園児と教
職員自らの安全に守るためには、保護者の理解と協力、教職員の業務負担の解
消、物理的限界の解決が必要であり、特に COVID-19 という限定したリスク状
況での解決策だけではなく、ポストコロナ時代に備えた適切な教職員配置と空
間の確保等についても議論し、改善していくことが今後の課題である。また、
緊急保育についても「家庭養育ができる場合は利用できない」といった制限を
かけるだけではなく、安全を確保しながら緊急保育が運営できる基準を設ける
ことと（キム・パク 2020）、前述した「ケアの空白」問題にどのように対応し
ていくのか、公的ケア対策としての在り方について検討していくことが課題で
あると考えられる。

2） 幼児を対象とする遠隔教育をめぐる現状と課題
オリニジップと幼稚園が二元化されているため、COVID-19 感染予防対策も、
それぞれ保健福祉部と教育部が中心となって対応しているが、その内容にそれ
ほど大きな違いはない。しかしながら、ソーシャルディスタンスレベルによる
措置事項において、オリニジップが休園措置を講じることに対して幼稚園は、
遠隔教育を実施することに大きな違いがある。幼稚園は、教育機関であり、小・
中学校の対応と連携した対応が講じられているため、幼児を対象とする遠隔教
育に踏み切ることができたと考えられる。しかしながら、現場では、遠隔教育
について戸惑いながら対応していることが少なくない。
キムら（2020）は、COVID-19 に対応するために始まった、幼児を対象とす
る遠隔教育に対する認識を把握するために、2020 年 1 学期に遠隔教育を実施
した経験のある幼稚園教師 9 名を対象にインタビュー調査を行い、3 つの結果
を報告した。一つ目は、遠隔教育の現状である。コロナ禍で準備なしにいきな
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り始まってしまったため、外部から借用したコンテンツを羅列した教育課程と
なった。つまり、幼児を対象に遠隔教育を行うべきかどうか、幼児の発達に適
切な教育の方向性について十分な検討ができていないまま始まってしまったの
である。また、教師による主体的な計画、運営、評価ができず、マス・コミュ
ニケーションで提供される動画を使ったり、担任教師以外の教員が準備した動
画を流したりするなど、担任教師以外の人が計画し、運営することもある。そ
して、幼児の興味・関心に合わせて教育課程を編成するのではなく、遠隔教育
を一人では受けることができない幼児の特性により、家庭で保護者がどのよう
にサポートできるかなど、保護者の利便性を優先してしまうなどの現状も明ら
かになった。二つ目は、幼児を対象とする遠隔教育についてのディレンマであ
る。遠隔教育を避けられない現実として受け止め、新しいチャンスとして期
待する反面、電子媒体を通した教育がもつ限界に対する懸念もある。つまり、

COVID-19 以前の社会には戻れないため、新しい教育方式や媒体の活用を受け
入れなければならないという意識と遠隔教育に対する懸念との間でディレンマ
が生じており、そのギャップを教師自らが埋めていかなければならないと認識
していることに大きな意味があるとされる。三つ目は、遠隔教育のための提案
である。幼稚園教師は、国家レベルでの運営及び支援体制の構築、オンライン
空間での権利保護（著作権、肖像権等）
、良質なコンテンツの開発、教師の力量
と保護者のサポート力を強化するための教育支援を求めていることが明らかに
なった。
以上のことから、幼児教育において遠隔教育の導入は必要不可欠な状況であ
り、それは科学技術の発展に合わせた幼児教育の革新を目指す機会として生か
すべきであると考えられる。とはいえ、実際、現場では遠隔教育に困惑しなが
ら対応している現状がある。そのため、上記の遠隔教育のための提案事項は、
すでに教育部が 2020 年 8 月に発表した「すべての生徒のための教育安全体系
の強化方案」に盛り込まれており（教育部ほか 2020）、国家主導体制で安全な
共用コンテンツのプラットフォームの開発と共有、専用の設備などの実施基盤
も着々と整備されている。しかしながら、幼児を対象とする遠隔教育の基本的
方向性は、まだ明確に定まっていない。今でも現場では、「幼児期の社会性や
自発性の発達のためには、直接的経験を通した学習や五感を通した実物教育が
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重要である」「幼児が ICT 媒体を長時間使用することはよくない」といった考
え方が根強い。そのため、「対面教育を中心とし、遠隔教育は制限された状況
で一時的に行うべきである」という意見もあれば、「過去では対面教育が重要
な教育の手段であったが、これからは対面しなくも教育できる手段と方法を検
討すべきである」「両者を折衷していくべきである」などの様々な主張もある
（キムほか 2020）
。よって、国家レベルでその方向性を明確に提示する必要があ
り、その方向性をもとに遠隔教育をどのように実施するのか、そして ICT 媒体
を通した教育がもつ限界をどのように乗り越えるのか、具体的な対策を検討し
ていくことが課題であると考えられる。

5. おわりに
本稿では、韓国の保育所（オリニジップ）
・幼稚園における COVID-19 対策の
現状及び課題について検討した。韓国では、政府のソーシャルディスタンスレ
ベルに合わせた感染予防対策によって、オリニジップと幼稚園での対応は、体
系的に行われていることがうかがえる。しかしながら、COVID-19 の長期化に
より、子育て家庭の経済的状況や親子関係への影響や休園措置等による「ケア
の空白」が親の負担とストレスを高める要因となっている。オリニジップと幼
稚園では、園児の感染予防対策や緊急保育、家庭への教育支援などに必死に対
応しており、教職員の業務負担やストレスの増加が問題となっている。一方で、
オリニジップと幼稚園の対応措置は、二元化された体系の中で行われ、オン・
オフラインでの保育・教育・緊急保育の運営においても差がみられる。すべて
の子どもが同じスタートラインに立ち、夢と希望を持って成長していけるよう
に、公正な教育機会を提供するために導入された共通教育課程「ヌリ課程」の
趣旨から考えても、オリニジップと幼稚園の対応の差は、埋めていかなければ
ならない。今後ポストコロナ時代に向けてこれらの問題にどのように向き合う
のか課題が山積みである。日本においても子育て家庭のおかれた状況や、保育
所と幼稚園での対応は、韓国とも似ているが、保育所では、COVID-19 の感染
リスクが高まる状況においても一斉休園することなく、ケアの空白が生じない
ように対応してきた。その中で、コロナ禍を生き抜くための対応力を備えるこ
とができたと考えられる。しかし、感染者が発生する際の休園措置や幼稚園の
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開始延期などで韓国と同じように「ケアの空白」問題が生じており、韓国の議
論は参考になるだろう。公的保育の責任のもとで、子どもも保護者も安心でき
る体制を整備しなければならない。また、韓国の幼稚園における遠隔教育の導
入は、日本に与える示唆が大きいと考えられる。幼児を対象とする遠隔教育は、
他の年齢に比べて議論が多く、国によって対応が様々である（キムほか 2020）
。
日本の幼稚園においても、今後幼児教育の実態や家庭・教員のニーズに合わせ
て遠隔教育の導入について検討する必要があると考えられる。その際に韓国の
取り組みは大いに参考になるだろう。
最後に、COVID-19 の勢いは韓国においても日本においても止まることなく、
日々変化し続けている。これからも互いにコロナ禍の保育・教育現場の現状と
対応を直視することで、問題を未然に防いだり、課題解決へのヒントを得たり
することができ、親子が安全かつ安心できる保育・教育の提供につながると期
待する。
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EdTech が大学教育にもたらす新たな可能性
―中国におけるオンライン教育の実態と教育政策―
楊

奕

2020 年に発生した新型コロナウイルス感染症は、グローバル化のなか、数ヶ
月で一気に世界中に広まっている。この世界的規模での蔓延は、国々の社会シ
ステム、経済活動から人々の日常生活、行動様式に至るまで、あらゆる側面を
驚くほど大きく変えている。不要不急の外出自粛要請、都市封鎖、国と国との
間の往来の制限など、各国は、感染を封じ込めるための様々な対策を講じ、感
染拡大の防止と社会・経済活動が両立できるように悪戦苦闘している。

20 世紀以後の世界的な感染症の流行としては、1918-19 年の通称「スペイン
かぜ」
、2002 年の重症急性呼吸器症候群（SARS）
、2009 年新型インフルエンザ
（A ／ HINI 型）
、そして 2012 年中東呼吸器症候群（MERS）があげられる。し
かし今回の COVID-19 は、その規模、範囲、感染者数、死亡者数のいずれにお
いても、
「スペインかぜ」に次ぐものである。コロナ感染は、発見時点から一年
が経過しようとしている今も、衰える気配はなく猛威を振るっている。世界保
健機関（WHO）公表のデータによると、12 月時点での感染者数は 6000 万人
を超え、1500 万人が命を落としている。2020 年 12 月の現時点での第 3 波の到
来は、各国のさらなる緊張感を高めている。
今回のパンデミックで、これまで普通にできたことや当たり前と思っていた
ことが、突然できなくなり諦めざるを得ない状況が生じている。これまでの普
通の日常が「非日常」に変わったのである。人々は、この逆転を日々経験し、
それへの対応を余儀なくされている。この感染症が人々の生活・行動様式を一
変させた一例として、学校教育をあげることができる。2020 年 2 月から世界
では、85%以上の国々が、すべてもしくは一部の学校を対象に休校措置を取る
との方針を次々と発表した。4 月 7 日の国連（ユネスコ）の集計結果によると、
学校閉鎖を全土で行っている国・地域は 180 以上、世界の 91.3%に当たる約 15
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億 7600 万人の学生や子どもが学校に通えなくなっているのである。各国の教
育機関が応急対応として、対面授業をオンライン授業に切り替え、短期間でオ
ンラインによる遠隔授業を導入した。そのために、多くの学生や子どもが学校
で授業を受けられない事態をはじめて経験した。また全世界的規模で、学校に
オンライン授業を取り入れていることは、まさに前代未聞の出来事である。
オンライン授業の導入に関して、最初は使用方法の不慣れに戸惑っている学
生や教師が多かった。しかし、ネット環境の整備、教育コンテンツの開発など
の学習支援システムが改善されるにつれて、現在どの大学でも、オンライン授
業が当たり前に行われている。授業形態の転換が短期間でできるようになった
のは、EdTech の急速な発展によるところが大きいと言えるであろう。

Edtech とは、Education（教育）と Technology（テクノロジー）を組み合わせ
た造語で、テクノロジーの力で教育環境に革新をもたらすことを意味している。
中国では「教育情報技術化」という用語が使われている。EdTech はインター
ネットを基盤とした教育活動である。教育コンテンツをネット上で用いること
により、従来の教育形態とは異なる多様な教育活動を展開している。今まで多
くの人にとって無縁であった EdTech が、今回のオンライン授業の普及によっ
て、一挙に身近なものとなり、その教育的効果も認識されるようになっている。
本稿では、中国政府が推進しているオンライン教育の実態とその事例を紹介
する。それによって、EdTech が中国の大学教育にどのような変化と可能性を
もたらせるのかを検討する。そのためにまず、第 4 次産業革命と言われる今日
の時代の特徴を述べる。次に、オンライン授業を取り入れた中国の大学の教育
現場の実態を発信している研究と情報をまとめ、中国政府がオンライン教育に
対してどのような政策を実施しているのかを明らかにする。最後に、EdTech
の一つ形態として、中国の大学で実施が進んでいる MOOC を紹介し、新しい
時代に向けてのこれからの教育のあり方を考える。

1. 20 世紀以後におけるメディア革命の進行
メディア革命を論じた石田は、20 世紀の二つのメディア革命をあげている。
一つは、1900 年前後に写真・レコード・映画・電話等のアナログ・メディア革
命、もう一つは、1950 年前後を境とするコンピューターの開発に端を発するデ
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ジタル・メディア革命である。この二つの革命は、社会と生活の基盤に深くか
かわり、現在の人々の生活を決定的に規定しているという1 。

20 世紀にアナログ・メディアによって蓄積されてきたアナログ記号は、その
後、徐々にデジタル記号に書き換えられて、2000 年頃にはそれらのほとんどが
デジタルに取って代わってしまったのである。デジタル化にすることで、あら
ゆる情報は劣化することも消失することもなく、永遠に保存することができる。
また一度保存されたデータは、利用する人の嗜好によって、色や形、模様など
を自由自在に組み換え、編集することも可能となる。
デジタル技術を利用して、90 年代末からのインターネットなどの情報通信技
術によって、人々は物理的な時空間の制限を超えて、様々なことが遠隔操作で
できるようになった。インターネットは人と人、人と社会、そして人と世界を
つなぐ不可欠な手段となっているのである。
「産業革命」も情報技術と不可分な関係にある。2016 年スイスのダボスで
「第 46 回世界経済フォーラム」が開催されたが、その中心議題は、
「第 4 次産業
革命の理解」であった。大会では、第 4 次産業革命を「人間と機械の潜在力を
画期的に向上させるサイバー物理システム」2 であると定義づけた。つまり、物
理的な現実世界（モノの世界）とサイバー世界（インターネットの仮想空間）
とが一つのネットワークでつながり、データを分析することによって、産業の
自動制御が可能になることを目指しているというのである。成は、第 4 次産業
革命の特徴として、超連結性を挙げて、
「これはヒトとヒト、モノとモノ、そし
てこれらすべてがインターネットをつうじて相互につながる」3 と述べている。
人間と機械のコラボレーションは、これまで不可能であった産業形態を新しく
創出していく可能性を含んでいるというのである。

2016 年以後急速の第 4 次産業革命は、ICT や AI、ビックデータの解析など
の新技術により、物理的な現実空間とサイバー空間を高度に融合させ、生産方
式の飛躍的な変化をもたらすものと予測される。EdTeck は、こうした技術と教
育を結合させることである。この EdTech の活用は、これからの教育のあり方
1

石田英敬『大人のためのメディア論講義』ちくま新書、2016 年、114-117 頁。
成耆政「第 4 次産業革命と未来の教育システムの変革」
『教育総合研究 創刊号』
、2017 年、
73 頁。
3 同上、73 頁。
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にも革新をもたらすことになるに違いない。このような時代の変化に大学教育
はどのように対応すればよいか。さらに、この時代の要請に備えて、大学はこ
れまでどのように準備を進めてきているのか。その取り組みが問われている。
今回の感染症の影響で、否応なく一斉に取り入れたオンライン授業は、たしか
に新たな教育の実現に向けて大きな一歩を踏み出した。そして現在、今回のオ
ンラインによる教育成果を検証し、次の段階にいかに進むかを、考えるときが
来ているのである。

2. 中国の大学におけるオンライン授業の実態
2.1

オンライン授業に向けての体制整備

2020 年初頭、中国武漢市で新型コロナウイルス感染症が確認された。その
後、人々の移動によって、急速に各地へと拡散していった状況を鑑み、全国へ
の更なる蔓延を防ぐために、1 月 23 日午前 10 時に武漢市はロックダウンされ
た。それを受けて、中国教育部（日本の文部科学省に相当）は、旧正月休み中
の 1 月 27 日に全国の小、中、高、大学の授業開始の延期を通達し、その 2 日
後の 29 日には、「停课不停学」（休校しても学びは続ける）との基本方針を発
表した。さらに、2 月 4 日に「新型コロナウイルス感染防止期間中に高等教育
機関によるオンライン授業の実施・管理に関する指導意見」が出され、大学に
おけるオンライン授業の全面的実施およびその方法を具体的に提示した。
同意見は、MOOC（大規模公開オンライン講座、後述）や省または各高等
教育機関が推奨したオンラインの教育資源を活用し、教育プラットフォームと
校内の学修支援システムを有効に利用することによって、教育の質を保障する
ことを目的としている。そのため、教育部は、22 のオンライン教育プラット
フォームを選出し、国レベルで評価された 1291 の優良なオンライン教育コー
スおよび 401 の仮想実験室を全国の大学を対象に無償で公開した。2 月 2 日の
時点で、すでに 2 万 4 千のオンライン教育コースが提供され、これらは学士課
程の 12 の学科、高等専門職業教育の 18 の専攻をカバーできている。
他方、教育部は民間企業に独自のオンライン授業の開設およびネット環境整
備の支援を呼び掛けている。具体的には、民間教育機関が大学と連携し、教育
のニーズに見合った質の良いオンラインコースを無償で提供することを奨励し
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ている。教員によるオンラインの使用状況を把握するとともに、彼らへの技術
指導を行った。また、MOOC の教育資源を利用して、教員が自らのオンライン
講義を配信することに対する支援も求めた。実際、教育部がオンラインの実施
を決定した 2 月 4 日を前後して、複数の民間企業が教育資源の共有、動画配信
のプラットフォームや教育コンテンツの無償提供などを発表した。例えば、中
国の大手企業アリババは、管理用コンテンツ「Dingtalk」にオンライン授業機
能を追加し、102 人までオンラインビデオに参加できる機能や出欠管理などの
機能を新たに組み入れた。その結果、利便性が好評で、多くの教育機関に採用
されている。
このようにして、各大学は学外および学内の教育資源を活用し、オンライン
授業実施体制構築に向けて、迅速に準備を進めていった。
例えば、首都師範大学（北京）の場合、もともと大学には 2 種類の学習管理
システムがあった。1 つは普段授業に利用するいくつかの学内のシステム、も
う 1 つは民間企業が運営する学外のシステムである。2 月初めに大学は、教育
プラットフォームを開発し、教育の質を保障して、教員と学生への支援のため
に学内・学外の 2 つのシステムの水準を大幅に改善し、新学期開始前に学生の
学修環境を整備することができた。
プラットフォームの利用と教員に対する支援について、大学の従来からの学
習支援システムをそれまで積極的に活用する教員は多くなく、とりわけオンラ
イン会議のツールを用いて授業を行うという双方向型の授業は、ほとんどの教
員にとって初めての経験で、戸惑いも多くあった。オンライン授業のシステム
を使いこなすために、教員への研修講座を 2 月中に数多く開講した。大学のデ
ジタルキャンバスセンター（情報支援センター）は、全教員対象にオンライン
による指導を行い、24 時間体制で教員からの質問等に応じられるように教員支
援体制を整えた。加えて、各学院（学部）単位が、教員の習熟度に合わせて補足
的な個別指導も不定期的に行い、また、ICT に詳しい教員を中心に、教員同士
が互いに教え合う学習グループを作って、新たな協力体制も生まれてきた。こ
のように、オンライン授業に関する様々な工夫を重ねてきたことで、全教員が
中国の大学 MOOC、
「師星学堂」、「CCTalk」、
「Tencent Meeting」、
「Dingtalk」
などのプラットフォームを用いて、多様なオンライン教育を実施している。

160

第6章

コロナ禍の世界で何が起きているか

オンライン授業開始から 3 ヵ月が経った 5 月 14 日に、教育部は授業の実施状
況についての報道発表会を開催した。同会で提示されたデータによると、2020
年 5 月 8 日の時点で、全国 1454 の大学がオンライン授業を実施しており、103
万人の教員が工学、農学、医学、経済、哲学など 12 の学科科目（共通科目、専
門基礎科目、専門科目、理論科目、実験科目を含む）の 107 万のコース（従来
のものを入れると、合計 1226 万のコースになる）を開講し、合計 1775 万人が
受講している。また、授業形態に関して、ライブ配信、オンデマンド、MOOC、
遠隔指導など多岐にわたっており、仮想実験室や仮想体育などが臨場感に富み、
学生に好評であった。

2.2

オンライン授業による学習効果

2020 年 2 月から 7 月末までに行われた全国大学のオンライン授業は、どの
ような効果をあげ、また、どのような課題を抱えているのか。これまで公表さ
れた情報や研究をもとに、以下順次紹介していく。

5 月 14 日に行われた報道発表会では、教育部高等教育司司長・呉岩は、オン
ライン教育の成果として、以下の 4 点をあげている。

1. これまでの教員中心の教授法を大幅に変えたこと。
ICT を活用した教育を習得した結果、教員の教育のスキルアップにつな
がった。

2. 学生の学び方の変化。
1990 年代以後に生れたいわゆるデジタルネイティブ世代の学生は、オン
ライン授業に抵抗なく取り組み円滑な授業実施ができている。しかも双方
向型の授業により自主的に学ぶ姿勢が見られ、教員との意思疎通も図られ
た。通常の対面授業よりも満足度が高い面も往々見られた。

3. 学校をより効率的に管理できたこと。
ビックデータの収集により状況を詳細に分析でき、学校業務全般の処理効
率が上がった。

4. 教育形態を一変させたこと。
時空間の制限を超え、「どこでもいつでも誰でも学ぶことができる」とい
う新しい教育のあり方を推進している。
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オンラインによる学習効果には、もちろん賛否両論がある。劉潤民・陳顔紅
は、2500 名の学生に対して行ったアンケート調査から、以下の結果を得た。

59.2%の学生が積極的に授業に参加し、53.6%の学生が学習効果をあげたと答
えている。また、学習効力感、モチベーションと自己管理について、いずれも
女子学生が男子学生を上回っているというデータもみられた4 。南京市の 5 大
学の大学生 4905 名を対象にした陳功らの調査によると、オンラインの授業に、
とても満足または満足している学生が 61.18%おり、さらに自我管理能力と自主
的学習能力が向上したという学生は、それぞれ 50.50%、63.14%であった。た
だ学習効果については、31.86%の学生が満足しているものの、92.48%が対面
授業で改めて復習する時間を設ける必要があると回答している5 。樊秀麗の研究
チームは、WeChat プラットフォームを通じて首都師範大学の学部生 99 名に実
施したアンケートによれば、教員・学生間、または学生間において、双方向の
コミュニケーションが十分でないため、学習効果は高いとは言い難いと指摘し
ている6 。さらに SNS を通じて大学生のリアルな意見を収集した鮑威によれば、
わからないことは、事後に何度も再生できるため効率的な学習ができるという
肯定的意見がある一方、自己管理能力が低いため、学習に集中できず、学習効
率が比較的よくなく、効果も見えないという否定的な意見もあったという7 。
以上、オンライン授業を円滑に進め、学習効果を保障するためには、また多
くの課題が残されているが、その利便性や効率性、および教育への新たな可能
性も確かに認識されている。藤田は、中国の学校教育におけるオンライン授業
に期待できる効果として、最良の教育資源を共有することが可能であり、地域
間の格差の是正に役立つことと、ビックデータの収集、分析、処理を行うこと
で、一人一人に最適な教育方法を科学的に提供することができる、という 2 点
をあげている。受けたい講座を誰もが無償で受けられる学習環境の構築は、オ
4

劉潤民・陳顔紅「オンライン授業における大学生の学習現状およびその効果に関する研究」
『金華職業技術学院学報』Vol.20、No.4、2020 年、21-30 頁。
5 陳功・黄華興・孟殿懐「新型コロナウイルス期間中に南京市 5 つの大学における大学生のオ
ンライン授業に関するアンケート調査とその結果分析」『中国康復医学雑誌』第 35 巻第 9
期、2020 年、1095-1097 頁。
6 樊秀麗・張可 「新型コロナウイルスが教育に与える影響」
『日中社会学研究』第 28 号、2021
年、68-69 頁。
7 鮑威「新型コロナで広がる遠隔授業：中国の経験」
『現代の高等教育 IDE』第 8-9 号、2020
年、43-47 頁。
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ンライン授業によってこそ実現可能となるのである。
中国教育部は、これからの教育が目指す学習として「教育・知能・技術」の

3 項目の融合をあげている。この融合のために、EdTech による教育の変革が、
ますます注目されていくことになるであろう。

3. EdTech を推進するための取り組み
「中国インターネット情報センター」（China Internet Network Information

Center）は、中国政府が 1997 年に設立したインターネットサービスの提供・管
理の専門機関である。この CINIC が 2020 年 9 月に発表した「第 46 回中国イン
ターネット発展状況統計報告」によると、2020 年 6 月まで中国のインターネッ
ト利用者数は 9.4 億人となり、普及率は 67%に達している。そのうち、スマー
トフォンなどの携帯端末によるネット利用者は 9.32 億人で、インターネット
利用者全体の 99.2%を占めている。特に、大学生は日常生活から学習までパソ
コンやスマートフォンが欠かせない必需品となっているのである。そのため、
スマートフォンの保有率はほぼ 100%に達している。しかもオンライン教育プ
ラットフォームは、パソコン、スマートフォン、タブレットのいずれにも対応
する形で開発されているため、PC を持っていなくても、手元にある情報機器
で受講することができる。
今回の感染症に学校教育が迅速に対応できたのは、政府が今まで教育情報化
の推進に力を入れてきたためであると言える。たしかに、中国政府は 2000 年
以後、遠隔教育や教育の情報化を国家の経済発展の重要な柱と定め、一貫して

EdTech を促進する様々な政策を打ち出してきた。
政府の方針のもと、教育部は 2010 年に「国家中長期教育改革及び発展計画
綱要（2010-2020 年）
」を発表し、教育情報化を国家的な情報開発戦略に位置づ
け、その基盤作りと教育ネットワークの構築を目標としてきた。具体的には、
端末設備の普及、都市部と農村部のデジタルキャンバスの建設、オンラインコー
スの開発、教員の情報スキルの向上などがあげられる。また教育部は 2011 年
に教育情報化推進室を設置し、教育における情報技術の広範かつ効果的な応用
とその促進に努めてきた。2012 年から「3 つのリンクと 2 プラットフォーム」
（学校／教室／学生のインターネット環境の完備と教育資源・情報公共サービ
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スプラットフォームの構築）の計画を実施した。2015 年の時点で、全国小中学
校の 80.6%がインターネットを利用し、73%の学校でマルチメディア教室が完
備されている。さらに教育資源クラウドサービスプラットフォームの構築も加
速し、全国 50%の教育関係者が、このプラットフォームを通して情報を収集し
ている。アクセス数はすでに 10 億回近くに達しており、ユーザー数も 5400 万
人を超えている。

2016 年教育部は、「第 13 次 5 カ年計画」を発表し、2020 年までに「誰でも
どこでもいつでも学べる」教育情報化の実現を戦略目標とした。
「3 つのリンク
と 2 プラットフォーム」をより一層推進するとともに、無線 LAN の普及や優
秀な民間教育サービス企業の参入も促している。2018 年には「教育情報化 2.0
アクションプラン」を出して、
「インターネット＋教育」推進のための実施計画
を示した。すなわち、ビックデータ、AI、ロボットの情報技術を、教育に融合
させた EdTech イノベーションの創出を目指しているのである。
。併せて、国の
教育資源公共サービスプラットフォームの供給能力を向上させ、教育資源共有
の拡大によって、全国にみられる教育格差を縮小し、公平性と均衡ある発展に
貢献することが目標とした。そして、2022 年までに、すべての教師に「教育ア
プリケーション」を、すべての年齢の学生に「学習アプリケーション」を導入
する。さらに、すべての学校を対象とする「デジタルキャンパス」を構築する。
このように、教育ネットワークの形成と人材育成の新しい教育モデルの構築を
推進する計画が示されているのである。
こうした政策の下、オンライン教育の市場規模は年々拡大している。「2019
年中国オンライン教育データ報告」によると、2015 年以後、連続して 20%の
成長率を維持し続け、2019 年の市場規模は 3468 億元（約 5 兆以上）に達して
いる。また、2019 年のオンライン教育利用者数は 2 億 6900 万人、それが 2020
年 3 月には 4 億 2300 万人となり、81.9%という高い成長率を実現した。
今回の感染症を機に、今後も加速度的に拡大していくと予測される。

最後に、EdTech を代表するオンライン教育の一形態である MOOC の中国で
の活用状況を紹介する。MOOC（Massive Open Online Course）とは「大規模
公開オンライン講座」と呼ばれ、インターネットで公開された大学の講座を誰

第6章

164

コロナ禍の世界で何が起きているか

もが無料で利用できるプラットフォームのことである。このプラットフォーム
は、2012 年から主要先進国の著名な大学を中心に展開している。これは伝統的
な教育形式を覆す新たな教育・学習形態として注目されている。
中国では、2013 年に北京大学、清華大学、復旦大学と上海交通大学が独自の
システムを開発し、続々と MOOC を開設した。なかには、アメリカの Coursera
や edx へ公開する講座もあれば、当該校学生専用の講座もある。2014 年に重点
大学が中心となって、「中国大学 MOOC」が開設された。その後、多くの大学
も参入し、北京大学、南京大学等の重点大学はじめ、地方大学も含む 400 以上
の大学が無料講座を提供している。2018 年の「中国 MOOC アクション宣言」
の報告によると、現時点では、1 万 2 千のコースが開講され、2 億人が学んでい
るという。そのうち、6 千 5 百万人の学生が MOOC を受講し単位を取得して
いる。西部地域にある 83 の大学がクラウドプラットフォームを利用して、清
華大学が公開した MOOC を 120 万人以上の学生が受講している。
感染症の流行が依然として厳しい状況の中、
「一流の大学と一流の教師が、質
のすぐれた教育資源とサービス」を全世界に提供できるように、2020 年「品
質・開放・共有・責任と愛」をモットーにして、中国は独自の MOOC 国際プ
ラットフォームを新たに立ち上げた。清華大学の「XuetangX」と高等教育出版
社の「iCourse」が、自然科学、工学と技術、経済と発展等に関する 8 分野に及
ぶ 302 の英語講座を公開している。
このように、デジタル化した世界が、着実に実現されつつある。さらに、

EdTech の発展は 200 年以上続いてきた伝統的な教育のあり方を根本から変革
させ、教育のイノベーションに計り知れない可能性をもたらすことになるであ
ろう。いま、大学は新たな岐路に立っている。コロナパンデミックは、そのこ
とを一挙に私たちの目の前に突き付けてきたのである。
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The Singapore Education System and the
Challenges of COVID-19 Pandemic
Edmund Lim
The world has been significantly aﬀected by the COVID-19 pandemic. The
city-state of Singapore has also been impacted by this global pandemic. As part of
the nation, the schools and education system in Singapore had to respond swiftly
and successfully to this challenge to protect the well-being and lives of its citizens
and students. This chapter will examine the measures and responses taken by the
Singapore education system and schools.
In the face of this contagious and dangerous pandemic, the education system
had to respond thoughtfully and appropriately. Upon analysis of the measures and
eﬀort taken this year, it can be said that the approaches taken by the Ministry of
Education (MOE) in Singapore have been sound, supportive, swift, systematic
and scalable. This chapter will provide an overview of the measures and eﬀects
experienced in this Asian country that is also a global hub.
In January 2020, there were rising reports of the spread of Coronavirus in
China, arising from Wuhan in Hubei province, China. Singapore, being a global
business, travel and trading hub, monitored the situation very carefully. The Singapore government was concerned about the developments and took calibrated,
preventive and pre-emptive measures to ensure the safety and well-being of its
people.

1. Measures and eﬀorts in the first quarter of 2020
In January, MOE implemented various measures such as reminding students
and staﬀ to observe good personal hygiene habits and how to stay safe during this
period. They were required to declare their travel history. Those who travelled
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to China were advised to take their temperature regularly for 14 days upon their
return. In Singapore, there are a significant number of students and visitors from
China.
Students and their families were advised to monitor their health and practise good personal hygiene habits. Parents were urged to get immediate medical
attention for their children if unwell, and also allow their children recover fully at
home before returning to school for classes.
On 27 January 2020, MOE announced precautionary measures against Coronavirus infection. Students and staﬀ returning from mainland China were asked
to take Leave of Absence (LOA) for 14 days, starting from the day of arrival
in Singapore. This measure was applied to all schools, including MOE kindergartens, primary and secondary schools, Special Education (SPED) schools, Junior Colleges and Millennia Institute, polytechnics and the Institute of Technical
Education (ITE). For additional safety, this LOA applied to school students and
staﬀ from who returned from Mainland China on 15 January 2020 or later.
These LOA measures enabled MOE to address the potential risks posed
by travel, while enabling schools to continue with their usual learning and other
activities. Students on LOA were supported by a Home-Based Learning (HBL)
plan that allowed them to continue learning.
In addition, schools implemented daily temperature taking exercises from
Wednesday, 29 January 2020 after the Chinese New Year holidays to carefully
monitor staﬀ and students for any signs of flu-like symptoms. Throughout the
year, MOE worked closely with school leaders, teachers and staﬀ to keep them
informed about the latest medical developments and advice regarding the coronavirus infection. Clear and cogent communication, as well as timely advice and
prompt action, is important, especially in times of crisis.

2. Additional precautionary measures in February
On 4 February 2020, MOE, which oversees schools in Singapore and the
Ministry of Social and Family Development (MSF), which regulates preschool
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education, issued additional precautionary measures against the Coronavirus infection.
At primary and secondary schools, Special Education (SPED) schools, Junior Colleges and Millennia Institute, large group and communal activities such
as assemblies, excursions, camps and mass celebrations were suspended. Furthermore, the break times or recess times in schools were staggered so there would
be diﬀerent recess times for students of various levels to reduce mass gatherings.
In February, after school programmes and activities such as sports Co-Curricular
Activities (CCAs) were allowed to continue but in smaller groups.
The Early Childhood Development Agency (ECDA) applied similar precautionary measures in all preschools. Similar measures were implemented for social
services for vulnerable groups such as disability day-care activity centres. Temperature screening and health checks were conducted for all children, staﬀ and
visitors. The frequency of temperature taking for children and staﬀ increased.
These extra measures also reduced the risks of students gathering in large
numbers. While closely monitoring the health of students and staﬀ, preschools
and schools could continue with most of their usual learning and activities.
These sound measures were carefully implemented in schools and the reasons of these measures were explained to staﬀ, students and families. This helped
the people to understand the need for these measures and the importance of applying them correctly on a daily basis. In early February, the Ministry of Health
(MOH) increased their risk assessment to another higher level. On 7 February
2020, MOE swiftly announced the suspension of all external school activities and
inter-school activities for until the end of the March, so as to minimise mixing of
students across schools and reduce students

exposure of students to the public.

MOE was also open in its communication. It revealed that one of the new
confirmed cases of infection was a Victoria Junior College (VJC) teacher as she
tested positive for Coronavirus infection on 6 February. The details included
teacher developing symptoms on 2 February and she was last in school on 31
January.
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As a precautionary measure to reduce possible spreading, staﬀ and students
who came into contact with that teacher were issued with a 14-day Leave of Absence (LOA). CCAs in VJC were suspended for two weeks with immediate eﬀect.
Large group lectures were replaced with smaller tutorial size lessons. The school
premises were cleaned and disinfected thoroughly.
While taking care of the masses, there were focused eﬀorts to address specific cases of infections to help the patients and reduce spreading. Furthermore,
MOE created an educational package to educate students about the virus transmission and ways to prevent transmission. They were reminded to practise good
personal hygiene such as frequent hand-washing with soap and wearing a surgical
mask to prevent infecting others. Citizens and students were urged to see a doctor
if they were sick and to return to school or work, only after a full recovery.
In end February, there were additional cases of infection. For example, a
Year 1 student from Raﬄes Institution (RI) was infected by another family member. When he was diagnosed to be sick on Friday, 21 February, he was given
medical leave and did not go back to school. As a precautionary measure to protect its students and staﬀ and prevent the spread of COVID-19, the school lessons
were suspended on Friday, 28 February so as to conduct a thorough cleaning and
disinfecting of the school premise. Lessons resumed on Monday, 2 March 2020.
Staﬀ and students who were in recent contact with that infected student were
asked to go on a 14-day LOA. In Singapore, there was very active contact tracing
of the patients and the people that came into contact with them. These people
who could potentially be infected were asked to go on a 14-day LOA to carefully
monitor their health and to minimise the spreading.
Furthermore, CCA for Year 1 to 6 students in RI were suspended for two
weeks as an additional measure. However, regular classroom learning continued.
Similar measures were applied in schools or education centres that were aﬀected
by students or staﬀ who were infected. MOE believe in taking precautionary
measures and additional measures for aﬀected schools, while enabling learning
in schools to carry on safely. Eﬀective education and ongoing lifelong learning
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are vital to the success of Singapore.
In the first quarter of 2020, the Government set up a Ministerial Taskforce to
facilitate eﬀective communication, preparation and implementation of the various
measures and initiatives in the battle against coronavirus or COVID-19 infection.
In March, this Ministerial Taskforce announced new border restriction measures
to reduce the number of imported cases into Singapore.
MOE and the Institutes of Higher Learning (IHLs) suspended all oﬃcial
overseas placements, including all internships and exchange programmes. Students who were on such overseas placements were called to return back to Singapore. MOE constantly monitored the global situation and worked closely with
the IHLs to take suitable measures for the safety and well-being of students in
Singapore and Singaporean students overseas.

3. Caring for Singaporean students overseas
As the Coronavirus pandemic worsened globally in March, MOE issued an
advisory on 17 March 2020. Singaporean students studying overseas were encouraged to return home soon. The Government worked with various airlines
especially Singapore Airlines to facilitate flights to key cities to enable Singaporeans to return back to Singapore.
All overseas Singaporean students who had yet to return home were advised
to take all necessary precautions, apply good personal hygiene, check local developments and also follow the local authorities

advice. There were encouraged

to register online with the Ministry of Foreign Aﬀairs (MFA) so that MFA could
contact them if there was a need. Students were asked to visit the website of the
Ministry of Health (MOH) and MFA website for the latest measures implemented
by Singapore.
Overseas Singaporean students were advised to ensure that they have access
to medical facilities near to them and have adequate health insurance coverage.
They were asked to be prepared to source for alternative accommodation if their
hostels closed. They were advised to discuss with their overseas institutions on
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arrangements for them to continue their learning in Singapore. Meanwhile, if they
required additional assistance while overseas, they could contact their student
associations, the nearest Singapore Overseas Mission or the Singapore Global
Network or MOE for help and advice.

4. Increased measures in March
Before the one-week school holidays in March, all students, parents and
staﬀ were asked to avoid travelling overseas, according to the MOH travel advisories. On 18 March, MOH issued a 14-day Stay Home Notice (SHN) to returning Singapore Residents and visitors from all countries, with eﬀect from 20
March 2359hrs.
In order to have a safe environment, students and staﬀ who travelled overseas during the March school holidays were issued a 14-day Leave of Absence
(LOA). Aﬀected students and staﬀ had to stay away from school, preschool and
student care centres for the duration of their SHN or LOA. Students who could not
be in school were supported via home-based learning, so that they could continue
learning.
During the one-week March holidays, schools underwent very thorough
cleaning. When the second school term started in March, CCAs were suspended.
In the classrooms, there were fixed individual table seating for primary 3 students
and above. For primary 1 and 2, as well as MOE Kindergarten students, there was
fixed group cluster seating.
Furthermore, there were assigned play areas for students to play in reduced
group sizes. In the canteens during the recess and lunch time, there were assigned
seats for students. Students in school also engaged in daily cleaning activities
including wipe-down routines in classrooms and canteens.
Due to an increase in the imported cases from oversea visitors or Singaporeans returning from overseas to Singapore, MOE and MSF implemented the two
additional precautionary measures for preschool and primary school students, so
as to protect the younger students. Students who stayed in the same household as
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a person who had returned to Singapore from any country from Wednesday, 25
March 2020, 2359hr, were placed on 14-day Leave of Absence (LOA). Students
who stayed in the same household as a person who had returned to Singapore from
the UK, US or ASEAN countries on or after 14 March 2020, would be placed on
LOA. The LOA would start from the day the person in the household returned
to Singapore. Students and staﬀ who stayed with persons on LOA or Stay-Home
Notice were reminded to monitor their health, see a doctor if they are sick and
return to school only after a full recovery.
To safeguard the health and safety of preschool staﬀ and children, health
checks and more frequent temperature screening for all staﬀ and students were
conducted. The frequency was twice a day for kindergartens and three times a
day for childcare centres. Visitors to preschools were restricted. Parents had to
drop oﬀ and pick up their children outside the preschool. They also had to stand
further apart and maintain a safe distance away from one another.
Although preschool children s daily outdoor play and learning were allowed to continue, excursions and field trips were suspended to reduce the risk
of exposure to large crowds. When the children arrived in school, they were to
proceed directly to classrooms. Programmes and activities were implemented in
small groups. During meal times, children took their meals in their classrooms
or staggered their meal times. The staﬀ of child care centres and preschools were
advised not to move across centres to minimise possible risk of spreading. On
27 March 2020, after careful planning and preparation, schools were asked to implement one-day of Home-Based Learning (HBL) a week, in addition to the strict
precautionary measures to safeguard the well-being of our staﬀ and students. This
was also in response to the rising imported cases which required new measures to
support additional safe distancing.
Schools were given time, guidance and support to progressively move towards a blended learning model, with one day of HBL a week.

5. Introduction of Home-Based Learning (HBL) measures
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5. Introduction of Home-Based Learning (HBL) measures
In the first week of April 2020 in term 2, all schools conducted one day
of HBL a week. These measures were thoughtfully planned and implemented.
Primary schools had their HBL on Wednesday. Secondary schools had their HBL
on Thursday. The older students in the post-secondary institutions such as junior
colleges or centralised institute had their HBL on Friday. For the days when the
students were in school, the dismissal times were staggered for diﬀerent levels to
reduce the student movement and possible congestion.
HBL was done in an organised and systematic manner. Schools gave specific instructions to students and parents on ways to access HBL materials for
learning. Students who did not have digital devices were provided with laptops
and support, with the help of MOE headquarters. During this period, students also
continued to have access to the online Singapore Student Learning Space (SLS)
created by MOE and teachers. Students continued to receive support from their
teachers and school staﬀ.
To support a minority of the younger students whose parents were not able
to get alternative childcare arrangement, schools continued to remain open during
the HBL period. Some teachers were assigned to be in school to support and
guide these students, as well as help students at home who might need support or
have queries.
MOE recognised that HBL would not be able to replace the quality and
variety of learning in the physical classrooms. HBL would also aﬀect parents
and families, particularly those without strong home support. Therefore, MOE
progressively introduced HBL to enable students, families and staﬀ to be better
prepared, if there was a need for additional HBL days a week. Additional measures were implemented to assist students who need more support for HBL.
The one-day-of-HBL-a-week experience provided preparation for students,
parents and teachers to embark on a more extensive use of HBL. The coronavirus
cases in Singapore and the world continued to increase.
In the second week of April, from 8 April 2020, all primary, secondary, Pre-
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University and IHL students, as well as students from Special Education (SPED)
schools, were instructed to shift to full Home-Based Learning (HBL) till 4 May
2020.
During this period, all preschools, MOE Kindergartens and student care
centres, along with special student care centres, suspended their general services.
Private education institutions also shifted to HBL, or suspended their physical
classes. Classes were scheduled to resume on 5 May 2020, with MOE and MSF
closely monitoring the coronavirus developments.
For this full HBL phase, schools provided guidance and support for students
to get access to a variety of both hardcopy and online HBL resources, so that
learning could continue. In addition, schools assisted students who required internet access or digital devices. Teachers also provided sustained support for their
students, along with the school staﬀ who were scheduled to work from school or
home. Regular communication was maintained between school and students, as
well as their families.
The implementation of HBL also led to changes to the school-based assessments and examinations. All school-based Mid-Year Examinations were cancelled. National examinations continued as planned, with the necessary precautionary measures being implemented.
All preschools suspended their general services but remained open to serve
a small group of parents who could not find alternative care arrangements. This
group included parents working in essential services such as healthcare. Preschools
maintained contact with children and their families to monitor their well-being.
The shift to HBL was also in line with the national policy for all workplace
premises to implement mandatory telecommuting, from 7 April 2020. This onemonth period of HBL was part of the national

Circuit Breaker

measures to

counter the spread of coronavirus. Parents were urged to keep their children at
home during this period.

6. Financial support for preschools and families
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6. Financial support for preschools and families
Deputy Prime Minister Heng Swee Keat shared the news on 6 April 2020
that additional support would be given to workers, businesses and families to help
them during this one month of COVID-19 major circuit breaker measures. This
builds on the Government’s earlier support measures in the earlier 2 budgets in
2020- Unity Budget and Resilience Budget.
Under the Solidarity Budget, the Government enhanced the Jobs Support
Scheme by raising the wage subsidy for all firms to 75% of gross monthly wages,
for the first $ 4,600 of wages paid in April 2020, for each local employee, for
eight qualifying months. This was to support the companies including the private
preschools and companies employing Singaporeans.
The Early Childhood Development Agency (ECDA) then required all preschool
operators to provide parents oﬀsets for 50% of their nett fees for one month, for
Singaporean children who did not attend preschool for that one-month circuit
breaker period from 8 April 2020 until 4 May 2020. The oﬀset was applied in
the May 2020 invoice for parents. This arrangement also benefited the parents of
preschool children.
To help the citizens, the Government gave each adult Singaporean a onetime Solidarity Payment of $ 600 in cash. Eligible adult Singaporeans also received a remaining cash payout of $ 300 or $ 600. In addition, each Singaporean
parent received an additional $ 300.
Primary and secondary school students on the Ministry of Education’s (MOE)
Financial Assistance Scheme (FAS) who returned to school during the period of
full Home-Based Learning (HBL) continued to benefit from subsidies under the
School Meals Programme (SMP). Schools remained open during full HBL for a
limited number of students whose parents did not have alternative care arrangements and requested for help.
During this circuit breaker period, students were provided with meaningful
learning HBL, as well as support for those who were unable to learn from home.
Extra financial grants were given to all primary and secondary students on MOE
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FAS. They received additional meal subsidies regardless of whether they returned
to school during full HBL, from 8 April to 4 May 2020. They could buy food and
essential groceries at certain hawker centres, food courts, minimarts, convenience
stores and supermarkets. The extension of the meal subsidies to around 45,000
students amounted to about $ 4.5 million.

7. Refinements to the school calendar
On 21 April 2020, MOE announced a change to the mid-year school holidays and academic calendar for schools. The month-long June school holiday
period was shifted to May. Based on the ministerial taskforce s plan to extend
the Circuit Breaker (CB) period till 1 June 2020, MOE started the 4 weeks school
holidays on 5 May 2020. Though the HBL was conducted quite well, it was a
very busy period of hard eﬀort and adaptation for students, parents and teachers.
The adjusted school holidays in May provided some rest time for students and
school staﬀ at home.
On 2 June 2020, lessons would resumed, with a one-week mid-term break
from 20 to 26 July 2020, with lessons in term 3 from 27 July to 6 September. This
changed was implemented in MOE Kindergartens, primary, secondary and PreUniversity students. Due to the Circuit Breaker, the Singapore Examinations and
Assessment Board (SEAB) rescheduled the Mid-Year Mother Tongue Language
(MTL) Written Examinations by delaying by 17 days. SEAB also worked with
schools to implement precautionary measures to ensure the well-being of students
and staﬀ involved in examinations.
Furthermore, there was a reduction in some examination scope due to this
unforeseen situation. For certain subjects, a few final topics were not assessed
during the national examinations, though these were taught in schools.
The government also ensured that students and families were supported
through a variety of support measures put in place under the Unity, Resilience
and Solidarity budgets, to support Singaporeans who are aﬀected by the outbreak
of COVID-19 and the circuit breaker measures. When term 3 started on 2 Jun

8. Implementation of Safe Management Measures (SMM)
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2020, kindergarten children returned to school. Arrangements were made to have
primary school, secondary school and Pre-University student return to school in
two phases, with priority given to students from graduating cohorts and students
who need additional support.
Students from graduating cohorts (Primary 6, Secondary 4 and 5) attended
school from Mondays to Fridays. Students from other cohorts (Primary 1 to 5 and
Secondary 1 to 3) were rotated weekly between Home-Based Learning (HBL) and
returning to school for lessons, so as to lower the number of students in schools at
any one time for better physical distancing. In the Junior Colleges, half the cohort
would be attending lessons in schools and the other half would be having HBL.
This approach would be alternated every week. In the second phase, all students
returned to school from Mondays to Fridays.

8. Implementation of Safe Management Measures (SMM)
To keep students safe, all schools implemented Safe Management Measures
(SMM). There was daily temperature-taking with additional visual and question
screening for all students and staﬀ. Students and staﬀ who were unwell, or who
had adult household members on home quarantine / Stay Home Notice or had flulike symptoms such as fever and cough, were required to stay away from school.
Schools had frequent cleaning of high-touch surfaces and daily disinfection
of the premises. Staﬀ and students had to wear their masks or face shields. Students had frequent hand-washing sessions throughout the school day. They also
cleaned their tables and shared equipment after use.
To reduce the risk of infection, intermingling across classes and levels were
minimised. In the classrooms, there were fixed exam-style seating. In the canteens, there were spaced seating in canteens, with social distancing. Schools also
had staggered arrival, dismissal and recess timings to cut down on human traﬃc
and potential congestion. Special arrangements were also made for examinations.
Candidates had to wear masks or face shields during these examinations.
Keeping in mind the importance of an active and healthy lifestyle, schools
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resumed Physical Education (PE) lessons in school, while following the safe management measures. However, for PE lessons, students and PE teachers were not
be expected to wear masks during strenuous physical activities such as running
and intense workouts.
Schools did not have mass physical gatherings but they could consider alternative Co-Curricular Activities (CCA) such as e-CCAs that can be conducted by
coaches, instructors or CCA teachers using digital means. Class-Based Student
Development Programmes could also be conducted. Students remained in their
class groupings for these programmes.
Since 2 June 2020, the Government implemented extended surveillance
testing for COVID-19 for all school staﬀ and students above the age of 12, diagnosed with acute respiratory infection (ARI) when seeing a doctor. As a result,
there were five discovered cases of COVID-19 infections in the community. The
schools with confirmed cases have also been thoroughly cleaned and disinfected,
following confirmation of the COVID-19 cases.
Schools continued to implement precautionary measures to ensure the safety
of students and staﬀ, and reduce the transmission risk. Precautionary measures
include spaced seating to ensure safe distancing, the wearing of face masks, cohorting by class, and minimising intermingling across classes and levels.
Contact tracing and investigations were also carried out. 29 staﬀ and 100
students who were in contact with the confirmed cases in school were issued with
a 14-day Leave of Absence (LOA) by MOE or Home Quarantine Order (HQO)
by MOH. Those who were on HQO were swabbed for COVID-19 twice – once
before the start of HQO, and once at the end of HQO. Meanwhile, the other
unaﬀected students and staﬀ continued with the learning as planned.

9. Phase 2 of School Re-Opening
With the transit into Phase Two, from 29 Jun 2020, schools allowed more
activities to resume. For instance, group activities and small-sided games that
involved minimal physical contact, such as badminton, table-tennis, volleyball up
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to a limit of five per group were allowed to be conducted, with safe management
measures.
From the week of 27 July 2020, secondary schools, Junior Colleges and
Millennia Institute had the option to resume lower-risk Co-Curricular Activities
(CCAs) and other school activities, with appropriate SMMs in place. There were
would be a maximum of 20 students per activity. Within the activity, groups of
five or fewer students can interact more closely.
Sports involving high level of body contact such as Rugby scrum were not
allowed. CCAs with high exposure to aerosol and splatters, like playing of wind
instruments or choir, were also not allowed. Inter-mingling of students between
schools and activities held at external venues were suspended during this phase
too.
MOE recognised that CCA experiences and school activities are important
elements of students’ holistic development, providing more opportunities and
platforms for students to explore their passion, build friendships, and develop
character and resilience. However, the safety management measures remained in
place.
Due to the COVID-19 situation, large scale symposiums such as the 9th
Mother Tongue Languages Symposium (MTLS) were held online. There was a
virtual gallery with 35 exhibits, 18 sharing sessions and an Online Quest. A variety of curated MTL digital and non-digital learning resources were made available
for sale online. This online symposium was also open to the public who would
attend visit the website www.mtls.edu.sg and take part in the events.
Safe management measures (SMMs) continue to be implemented in schools,
as well as at examination venues for the safe conduct of national examinations.
All examination candidates had to undergo temperature taking and visual screening. Careful planning and meaningful measures were put in place to ensure the
safety of students and staﬀ.
When reporting to the examination venue, the candidates had to wear face
masks. They were allowed to replace their face masks with the more comfortable
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face shields at their examination desks if they preferred to do so. They were
still required to put on the face masks when they leave the examination venue
or visit to the toilet. They were seated 1.5 metres apart from one another, with a
maximum of 30 candidates in each classroom. School halls could have zones with
a maximum of 50 candidates in each zone, and up to 250 candidates per venue.
There were designated toilets or staggered toilet breaks for groups of candidates to
reduce crowding and intermingling between groups. Staggered dismissal timings
as well as segregated entry and exit routes were also planned and implemented
for this purpose.

10. COVID
There are 5 key factors that enabled Singapore to successfully counter the
Coronavirus pandemic. Throughout this year, ministries such as MOE worked
with schools and citizens to ensure that there was C- clear communication of
constructive measures against the Coronavirus. Feedback was also given to the
authorities to improve the measures.
Next, there was O- orderly observance of the safe management measures of
SMM at all schools, by staﬀ and students. The eﬀectiveness of the sound measures to counter COVID-19, depend on the observance and cooperation of the
people. There was very high observance of the measures by most citizens and
residents. Breaking of rules and guidelines would lead to penalties and disincentives.
Thirdly, there was V- vigilance at the airport or borders and in the country to
detect and treat cases of COVID-19 infections. Fourthly, there was I- integrated
implementation of measures by the various ministries and government agencies
ranging from the Ministry of Health and Ministry of Finance to Ministry of Education and Ministry of Social and Family Development to support and assist the
country and people. There was consistent coordination and cooperation among
the leaders and ministries, as well as organisations in the public and private sectors. This led to integrated and successful implementation of policies, plans and

11. Conclusion
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programmes.
Finally, there was D- dependable, dedicated leadership at the top and different levels of society. Prime Minister Lee and his cabinet provided reliable and
strong leadership to guide the country during this crisis. They responded capably and compassionately to help the people, including the foreign workers who
received proper medical treatment and salaries during these financially diﬃcult
times. There was trust between the leaders and citizens. Leaders in Singapore,
the ministries, schools and various organisations were dependable and dedicated
in their eﬀorts to support the people to overcome the challenges. The 5 factors can
be summed up by the acronym- COVID. The battle against COVID-19 continues.

11. Conclusion
The Singapore government has worked closely with the people and organisations in this fight against the COVID-19 pandemic. As can be seen in the eﬀorts
implemented in the education system, there were a series of sound and supportive
measures that were introduced swiftly and systematically, in a sustainable manner.
In Singapore, there have been about 58,242 cases of diagnosed COVID19 patients, with 29 deaths due to complications related to COVID-19 infection.
58,152 of them in Singapore have fully recovered. About 28 cases are in hospital,
with most in stable or improving conditions and none in the intensive care unit.
33 are cared for in community facilities. In addition to the multiple measures, the
excellent quality of medical care has kept the death rates low and the recovery
rates very high.
As of 4 Dec 2020, there are no new cases of locally transmitted COVID19 infection. There are 3 imported cases that have been placed on Stay-Home
Notice (SHN) or isolated upon arrival in Singapore. With ongoing vigilance, the
preventive measures such as mask wearing, along with proactive screening and
surveillance continue in Singapore.
The authorities have engaged in advanced planning, testing and implemen-
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tation, with ongoing refinements so as to safeguard the well-being of the community and country. MOE in Singapore strives to provide Singaporeans with
opportunities to achieve their fullest potential. Education is an eﬀective social
leveller and MOE seeks to give every child access to quality education, with various pathways throughout life to pursue their aspirations. In the face of challenges
posed by COVID-19, MOE increased its eﬀorts to ensure no child is left behind,
while protecting the well-being of staﬀ and students in schools. The local hope is
that the country and people will emerge from this crisis even stronger and more
united. There is also the shared hope that as a global community, we will be able
to overcome the challenges and progress on in the years to come. Majulah!1
Edmund Lim is a senior vice-president of an education company based in Singapore.
He has experience as a school teacher, vice principal, principal and managing director in Singapore, as well as a group academic director of an international school
group in Thailand. He taught in schools, the Gifted Education Programme and the
National Institute of Education, Nanyang Technological University. He also served as
a consultant to the World Bank and a district councillor in Singapore.

1

Majulah

means

onwards

or

progress

in Malay language. Majulah Singapura
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感染症下のオンライン教育の明日
子安

潤

1. 休校下の教育
ウイズ・コロナあるいはポスト・コロナと冠した書籍が並ぶ。だが、それ以
前との差違を鮮明に描いた論考は少ない。教育の分野では、GIGA スクール政
策と時期が重なったことも手伝って、教育のこれからを ICT 化で特徴付け区分
し、これを称揚する論調が目立つ。しかし、この政策は決まっていたことだ。
むしろ問題は、そのメリットが真にメリットかどうか。シンギュラリティ（技
術的特異点：人工知能の自己増幅が可能となる時点がくるという未来学的仮想）
が仮に訪れたとしても、教師と子どもによるリアルな授業に優るものとなるだ
ろうか。根拠の薄弱な未来よりは、学校の今を慎重に検討し、少し先の未来を
展望すべきだろう。まずは、何が起こっているのか特徴的な点を見ることから
はじめる。

2020 年 2 月末に休校が始まった。教育関係者の多大な努力にもかかわらず、
休校措置は、少なくとも三つの側面で教育をそこなった。一つは、授業を中心
とした教科教育を貧しいものにした。二つは、子どもの暮らしを屋内中心に閉
じ込めることで家族関係をストレスの高いものとし、会話を抑圧するなど友人
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関係・社会関係を貧しくした。三つは、給食に代表されるように学校が果たし
ていた福祉的保護機能を低下させた。これらの中には、感染症対策としてやむ
を得ない制約もあるが、教育政策や教育の方針・対応として改革・是正すべき
事柄が多々ある。特に、教科教育の領域で強く打ち出されている ICT 化と「個
別最適な学び」という動向の可能性と課題を示してみたい。
まず、学校に何が起こったのかを具体的に見ていく。文科省の調査結果があ
る1 。休校が決まるとただちにプリント学習がほぼ全ての学校で始まった。少
し遅れて各種の遠隔教育が何ほどか実施されることとなった。何もせずに放置
するよりは意味がたしかにあった。しかし、教育としてそれで十分ということ

表 7.1 学校が課した家庭における学習の内容
（設置者数）

教科書や紙の
教材の活用
テレビ放送の
活用

小学校

中学校

義務教
育学校

高等
学校

中等教
育学校

特別支
援学校

設置者 （参考）
単位
前回値

1,715

1,742

87

153

20

105

1,794

1,213

100%

100%

100%

99%

100%

95%

100%

100%

608

586

41

48

10

39

688

288

35%

34%

47%

31%

50%

35%

38%

24%

教育委員会等
が作成した学
習動画の活用

385

407

34

46

10

47

467

118

22%

23%

39%

30%

50%

43%

26%

10%

上記以外のデ
ジタル教材

591

627

46

79

15

47

721

353

34%

36%

53%

51%

75%

43%

40%

29%

同時双方向型
オンライン指
導

138

173

15

72

14

44

270

60

8%

10%

17%

47%

70%

40%

15%

5%

家庭でも安全
にできる運動

1,076

1,047

58

84

15

78

1,180

−

63%

60%

67%

55%

75%

71%

66%

−

30

22

2

2

0

11

49

145

2%

1%

2%

1%

0%

10%

3%

12%

その他

文部科学省調査は 2020 年 6 月 23 日時点、前回値は 4 月 16 日時点。
1

文部科学省「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公立学校における学習指導等に関する
状況について」2 頁。https://www.mext.go.jp/content/20200717-mxt kouhou01-000004520 1.
pdf （2020 年 12 月 6 日確認）

2. 再開後の学びの貧困化
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はまったくないだけでなく、困難を生み出した。
ほぼ全ての学校が実施した膨大なプリント学習も、徐々に始まった遠隔教育
も、子どもと向き合うリアルな教育活動、生きた授業とは大きく異なるもので
あった。多大な努力にもかかわらず課題の多い教育活動となった。
というのは、休校中のプリント学習や子どもの理解と無関係に進む動画等の
配信は、多くの子どもにとって苦しいものとなったからである。プリント学習
は、従来の復習ドリルではなく、未習の内容を一人で遂行しなければならず、
かなりな理解力と忍耐力が必要となった。長期に及ぶと、子どもの学習状況を
見る保護者にとっても負担とならざるを得なかった。
同様に、遠隔教育も後に詳しく見るように、オンデマンド型の場合は一方的
な話にならざるを得ず、子どもの理解に応答するものになりにくい弱点を抱え
ていた。同期型の場合も、いくらか応答は可能となるが、子どもに届く情報が
少なくなるなどオンラインの制約が学習活動を貧しいものにした。

2. 再開後の学びの貧困化
学校の再開を多くの子どもは喜びを持って迎えた。教師たちも子どもたちを
歓待した。だが、学校が休校によって失われた授業時数の回復を追求し出すと、
今度は回復措置自体が問題を生み出すことになった。多くの学校が 2 ヶ月あま
りの休校期間の未実施の教育課程を回復するための方策をすぐに取りはじめた。
教育課程の実施の枠組を決め、内容的な再編をどの学校もはじめた。文科省の
調査（2020 年 6 月 23 日時点）によれば、表 7.2 のような対策が取られた2 。
学校行事を削減し、夏休み・冬休みを短縮し、オンライン授業を実施し、1
時間の授業時間を短縮するといった対策をとった学校が多いことが表からわか
る。夏休みの短縮や標準授業時間を 5 分から 15 分短縮して一日の授業コマ数
を増やす方策は、子どもにとっては授業時間の増加を意味し、負担であった。
特に問題が大きかったのは、「授業における学習活動の重点化」であった。授
業時間の短縮と重なると、事実上、単元の要点を覚えさせる授業になりがちと
なった。文部科学省は、単年度で教育課程を全て終了しなくてもよいなどの通
2

文部科学省「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公立学校における学習指導等に関
する状況について」5 頁。
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表 7.2 学校再開後に行っている又は行う予定の工夫
小学校
中学校
高校
特別支援学校
計
学校行事の見直し
96%
95%
95%
94%
97%
長期休業期間の短縮
95%
94%
93%
89%
95%
ICT の活用
68%
68%
72%
72%
71%
授業における学習活動の重点化
68%
68%
57%
65%
70%
時間割編成の工夫
55%
55%
56%
51%
59%
補習の実施
21%
23%
48%
23%
27%
土曜日の活用
15%
17%
32%
12%
19%
次年度以降を見通した教育課程編成
12%
12%
11%
20%
14%
＊各学校設置者数を母数として実施割合の高い順に改変。解答設置者総数 1811。＊複数回答
あり。＊中等教育学校等を除外したが合計数にはカウントした。

知を発出したが3 、各地の学校は授業時間の確保に力を注いだ。その結果、ほと
んどの学校は、秋には一部を除いて例年と同じ進行に追いついたという。
しかしながら、学習の質は全国的に貧しくなったことが指摘されている。話
し合い活動や実物に触れたり探究したりといった学習活動が感染症対策を名目
に減少し、各単元の概要を覚えるさせる活動が多くなったからである。校長会
の全国組織である全国連合小学校長会の調査がそのことを証明している。「新
学習指導要領の趣旨に則った授業展開が難しい。（対話重視の学習に制限があ
る。授業において、対話的な学習であるペア活動やグループ活動が難しい）
」と
いった声がそこに並ぶ4 。学びの貧困化は一部の学校の現象ではなく、全国的な
傾向であることがわかる。教育課程の履行を眼目に追い込む構造が貧しい学習
をもたらした。知識を覚えるための孤立的・個別的な学習が広がった。「密を
さける」ことを理由としているものの、学校再開後この傾向は拡大した。休校
による学習の遅れを取り戻そうと焦るほど、皮肉なことに「主体的・対話的で
深い学び」という新学習指導要領の方針が崩れていった。
ここに感染症下の学校の第一の課題がある。休校中ならびに再開後の貧困な
学習を改善すること、そのためには教育課程の再構成の在り方を変える必要が
ある。学校再開後に後遺症のように学習が貧困化するのは避けなければならな
3

文 部 科 学 省 通 知 2 初 教 課 第 11 号 。https://www.mext.go.jp/content/20200717-mxt
kouhou01-000004520 3.pdf （2020 年 12 月 6 日確認）
4 全国連合小学校長会「全連小学校再開状況調査のまとめ」https://www2.schoolweb.ne.jp/
weblog/files/1350002/doc/174182/4416770.pdf （2020 年 12 月 6 日確認）
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い。その意味で、感染症対策を取りつつリアル授業を豊かな実質をもったもの
として回復する方策は実践的探究課題である。

3. 遠隔教育の形勢
従来のリアル授業の再開ではなくて、
「個別最適な学び」という言葉と共に広
がりつつある事態がオンライン授業やデジタルコンテンツの利活用を謳う動向
である。今はまだ新奇ではあってもリアル授業を越えるものとはなっていない
が、やがて凌駕するかのような広告や議論も流布しはじめている。以下では、
そこにある可能性と限界と課題を示し、これらの位置づけについて検討する。
まず、遠隔教育とは何か、分類や現状から見て行く。

GIGA スクール政策が、感染症禍の補充策となることを口実として教育の
ICT 化を加速させている。補正予算を投入して「一人一台のパソコン」が 2020
年度中に全国の学校に配付・整備されることとなった。例えば教育再生実行会
議は「ICT の活用や、対面と遠隔・オンラインのハイブリッド化による協働的
な学びの深化、個別最適な学びの実現」として、ICT 化を一挙に進める方針を
打ち出してこの政策を支援した5 。中教審も同様の答申を 2021 年早々に出す。
経産省も経団連共々に教育関連産業の参入の道を拡大させている。
ところで教師と子どもが教室に集って行う授業を「対面授業」と呼ぶことも
あるが、遠隔教育と対称的に使う場合は「リアル授業」と呼ぶことにする。
対となる遠隔教育・オンライン授業（学習）は、次のように分類できる。

1. 特定のテレビ番組、ネット上に公開されている既存のプログラム等を視聴
させるもの

2. 教科書の単元等に合わせてパッケージ化されたコンテンツを HP 等にアッ
プしたもの。オンデマンド型といい、好きな時間に視聴する

3. 教師と子どもが同じ時間にネット会議システムの類いを利用して実施する。
同時双方向型あるいは同期型などと呼ばれる
ネット環境が整備された学校を中心に実施されはじめた。休校期間中のオン
ライン授業は 5%程度だったが、内閣府の調査によれば6 、何らかのオンライン
5

教育再生実行会議 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei/dai47/siryou1.pdf（2020 年

12 月 6 日確認）
6

内閣府「新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査」
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教育を受けている小中学生は 45.1%に上る。学校の授業としてのそれは 10%あ
まりだが、教育産業・大手 ICT 企業によるオンライン学習用コンテンツの配信
は 30%を越える状況にあり、今後拡大すると推定される。
ソフト開発・利用が一つの軸だが、その中の一つが授業支援ソフトである。
例えば、ロイロノートやスクールタクトと呼ばれるものである。これらは、紙
のプリントに代わってデジタルファイルを子どものタブレット PC に送信し、
子どもはそこに直接書き込んだり、自分の意見を同じグループの子どもと共有
したり、一人の考えを全体に示す道具などとしてリアル授業でも利用されてい
る。自分の考えを他者と比較したり、コメントをつけ合う機能が、新学習指導
要領で強調されている協働学習や思考力の形成に寄与すると宣伝されている。
これらのソフトが有効なときは確実にある。これらソフトは子どもが何を書い
たかを学習ログとして掴む機能がついている。便利な反面、書き込みやコメン
トが漏れなく掴まれることは、すべてが評価・評定と直結していることを意識
させ、話し合いのゆるやかさを奪う側面も持っている。
もう一つ開発が急速に進んでいるのが、デジタル教科書と共に、教育産業や

ICT 関連企業による教科の内容に対応した学習プログラムの開発である。これ
らのパッケージ化されたデジタルコンテンツのうち、子どもの回答に応じて展
開を複数用意したタイプが増加しつつある。
それらのメリットとデメリットを判断する以前に、多くの学校は、これらを
どう利用するかの時点で困難に直面した。授業をするのは教師であることを考
えれば、その利用は教師の判断に委ねられるはずが、そうならないことがしば
しば生まれた。各種ソフトの利用に予算が連動し、教育委員会主導で進んでい
るため、子どもの実態や教師の判断を飛び越えて導入だけが進んだ。そのため
内容の良し悪しも分からず、学校や個々の教師の自律的判断がないがしろにさ
れたのである。教師の自律的判断をどう確保するかが第二の課題である。
ところで、AI（人工知能）を利用したデジタルコンテンツは、本当に「個別
最適な学び」を実現するだろうか？

原理的な考察をおこなってみよう。

https://www5.cao.go.jp/keizai2/manzoku/pdf/shiryo2.pdf （2020 年 12 月 6 日確認）
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4. デジタルコンテンツの可能性と AI の原理的弱点
学校や家庭に入り込みはじめているデジタルコンテンツについて検討する。
それらは、部分的に利用する限り、使えることが間違いなくある。例えば復習
ドリルの一部に位置づけることができるものなど使い方によっては学校でも役
立つだろう。しかし、AI を利用した学習が、文字通りの「個別最適な学び」を
実現するとまで断言するのは、過大な評価である。AI の原理的仕組みに即し
て、その可能性が少なくとも現在はまだないことを以下に論じる。
「個別最適な学び」の言葉は、Adaptive Learning という研究動向と関わり、
これが人工知能の研究で使われる言葉の用法と結びついて使用されだした。こ
の言葉の意味は、子ども個人に適した学習を支援するために、学習に関する
ビッグデータを解析し、子どもが授業内容のどこでつまずいているのかを特定
し、何を補充すればよいのかを支援しようとする考え方と技術のことである。
だが、ここにはそう簡単に越えられないハードルがある。というのは、AI の
現在の仕組みそのものが「最適」を示し得ないことによる。コンピュータが学
習を行う仕組みを「機械学習」と言う。コンピュータの機械学習の仕組みと蓄
積したデータをベースに、子どもが学習するソフトやコンテンツはつくられる。
機械学習には、大別すると三つのタイプがあるとされる7 。
一つは、正解をデータとしてコンピュータに記憶させて、入ってくる情報を
その基準で仕分けるタイプである。これを「教師あり学習」と呼ぶ。公認の正
解が与えられていることからそう呼ぶ。子どもの応答情報を記憶させた基準で
正誤を判断し、次の課題を出力する。今のところ教育用コンテンツは、このタ
イプが多い。正誤の仕分けは簡単だが、子どもの正誤の原因は特定できない。
人の誤謬要因は多様な上に、入力されていない要因は掴めないからである。
二つは、「教師なし学習」と呼ぶものである。正解が一義的に決まっていな
いデータを、定められた基準・規範で分類するタイプである。その特質は、正
解と関係があるのかないのかわからない情報が一定数あると考えて、解を確率
的に出力する点にある。解となった原因は特定できないが、確率的に推定する
（ベイズの推定と言う）。囲碁や将棋の一世代前のソフトがこれである。最新ソ
フトは次のタイプと組み合わせられている。
7

小高知宏『基礎から学ぶ人工知能の教科書』オーム社、2019 年、55 頁以下。
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三つは、「強化学習」と呼ばれるものである。不確定要素のある課題や未知
の事態に対応するために、情報に対応した出力が正解であった場合に、正解の
精度が向上したと評価し、機械がその時の情報を学習していくものである。一
般的にはケースが増えると精度が向上する。最新の AI はこのシステムの考え
方を採用していることが多いという。
それぞれのタイプに多様なプログラム計算式の AI が開発されつつある。だ
が高度なタイプも確率的に解を提出しているだけで、正解の原因はわからない。
「教師あり学習」は、プログラム作成側の枠組が間違っていれば子どもの応答
や呼びかけに対応することができない。「教師なし学習」と「強化学習」は確率
的な解の出力であって「最適」ではない。またこの仕組み自体は、人間の認知
の仕組みを表しているわけではない8 。抽象的な概念になると確率的な解の精
度はかなり落ちる。そもそも何が人にとっての最適であるかは確率では導き出
せない。確率的な解を最適解と呼び、子どもの学習にそのまま持ち込み「個別
最適な学び」というのは不適切である。少なくとも「個別最適」と断定できる
研究水準にまだない。
別の観点からも問題を指摘できる。デジタルコンテンツの多くは、ネット上
で学習が完結するように制作されたものが多い。しかし、そういう学習は、言
語記号を操作する学習に偏ることになる。生きた現実としての自然や社会、生
きた人間に働きかける中で得る豊かさを担保することができない。自然の中の
散歩と映像の中の散歩はまったく違う。
生きた教師は、AI より計算は遅いが、子どもが何を考えているかを慮り、社
会関係や育ちの経験を視野に、どんなわかり方をしているか、何に関心を持っ
ているかを想像し、意味あるストーリーを描いて授業をつくる。これができな
い AI とそのプログラムは、リアル授業の僕に位置づくしかないのである。

5. オンライン授業の可能性と課題
最後にもてはやされているオンライン授業について論じる。文科省筋もすべ
ての授業をオンライン化することを要求しているのではなく、最適な組み合わ
せをめざすとしている。
8

谷口忠大『越境する認知科学 5

心を知るための人工知能』共立出版、2020 年、245 頁。
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「一斉授業か個別学習か、履修主義か修得主義か、デジタルかアナログか、
遠隔・オンラインか対面・オフラインかといった。いわゆる「二項対立」の陥
穽に陥らないことに留意すべきである。どちらかだけを選ぶのではなく、教育
の質の向上のために、発達の段階や学習場面等により、どちらの良さも適切に
組み合わせて活かしていく、という考え方に立つべきである。
」と「令和の日本
型学校教育の構築を目指して」の『答申素案』に記している％9 。
しかしながら、そう簡単に事態は進まない。いいとこ取りの組み合わせとい
う発想には欠落がある。だれがそれを判断するか、主体が欠落している。判断
主体は、個々の自律した教師であるべきことを論じていく。
教育産業は、将来的には「スーパーティチャー」としての AI の制作を見通
している。教育政策は、オンラインも対面も大事とするが、予算はタブレット
や教育産業への支払いが先行し、教員の勤務条件は先進国中最下位のままであ
り、教科書の選択権限さえない地位におかれている。今は、リアルを創る教師
が軽んじられている。これを転換して、教育条件と教師の自律性の確保に舵を
切った中で ICT 化が進む場合にだけ幸福なハイブリットの教育が実現する。
現在のオンライン授業の主な問題は、四つある。一つは、教育の画一化をも
たらす。先に見たようにパッケージ化されたコンテンツに依存して実施すると
従来と比較にならないほどの画一化をもたらす。二つは、同期型授業に顕著だ
が、心身の拘束による疲労が挙げられる。見られる身体を演出し続ける緊張が
要因である。関連して三つは、視線が交わらず、互いの語りへの関心・賛否・
理解がわからない不安なコミュニケーションの問題がある。四つは、学習活動
の監視の仕組みが間違いを許さないケアする空間を狭くする問題である。
以上の問題に加えて原理的な不可能性を抱えている。オンライン授業は、情
報交換がねらいであれば使える媒体であり手段である。不可能性の一つは、音
声情報と映像情報に限られてしまう点である。それらの情報の一部を拡張・拡
大することがメリットになることがある。しかし聴覚に位置情報はなく、視覚
は画面という二次元情報に削減されてしまう。リアル授業ならば他の五感に
よって入ってくる刺激・情報が欠落する。二つは、人・モノへ働きかけること
9

中教審「令和の日本型学校教育」の構築を目指して答申素案 https://public-comment.e-gov.
go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000210394（2020 年 12 月 6 日確認）
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ができず、働きかけることで受け取る「経験」が原理的にできない。三つは、
同一画面に集っていながら不在なために、討論・話し合いを通じて知り合いに
はなるが共感的他者にはなりにくい。いわば知人にはなるが友人には遠いまま
となる。これらの不可能を可能にするのはリアル授業である。デジタルコンテ
ンツの利用もオンライン授業の利用も、リアル授業の一部分に配置された場合
にのみ有用となる。逆ではない。「未来の教室」を、学習行動全てを学習ログ
として記録し評価する場所にするのではなく、「教室は間違う場所」として安
心の空間にする必要がある。
従って、現在のオンラインのシステムとコンテンツは、教師によって再配置
されねばならない。教師にはその権限と時間的余裕が不可欠である。未来の教
室は AI の解も本当かと疑い、問い返す教室として自然や社会や人にこそ接続
されている必要がある。そのためには個々の教師の自律性を高めることと、子
どももシステムや内容そのものに異議や意見を述べる権限が保障されていなけ
ればならない。こうしたことを保障するオンライン教育となってようやく ICT
に意味が生まれる。学校に持ち込まれるシステムとコンテンツの教師による自
律的仕分けが貧困な学びの克服と並ぶ二つの課題なのである10 。
（中部大学現代教育学部

10

教授）

本稿は「未来の教室の設計を変える」
『教育』No.896、旬報社、2020 年、
「ICT の不可能性と
リアル授業の可能性」
『生活指導』No.753、高文研、2020 年、の一部を元に大幅に改稿した。
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武藤

久枝

1. はじめに
筆者の専門領域は障害者心理であり、20 年近く保育士・幼稚園教諭の養成課
程において、発達心理学、臨床心理学、カウンセリンング、障害児保育関連の
科目を担当している。並行して、臨床心理士として乳幼児と家族への発達相談、
小・中学生と保護者に対する教育相談等にあたってきた。

2020 年 2 月から始まった新型コロナウイルス感染症は日本だけでなく世界
中の様々な分野で大きな影響を与えた。今後の見通しについては日本人の生活
や生き方に関する特集（文春ムック、2020）
、世界的観点からのパンデミック終
焉後の経済や社会生活に関する出版（ジャレッド・ダイアモンド他、2020）な
どがある。このような状況のもとで、パンデミック終焉後に学校教育がどのよ
うになっていくか、といった学校像について心理学の立場から論じるのが筆者
に与えられたテーマである。今回のコロナ禍を教育や学校が変わる良い機会に
するためには学校の機能の中で、何を変えて、何を残すべきか、という視点に
立って、心理学を専門とする教員と臨床心理士としての立場から日頃感じてい
ることを述べてみたい。なお、学校というと小学校以上を想定しがちであるが
筆者の専門から幼児教育・保育現場として幼稚園・保育所等を含めて述べる。
学校の機能として、とくに小学校以上では授業をするところと、まず、思い
浮かぶ。授業で知識を伝えるという点では、われわれはこの 1 年でオンライン
教育によってかなりの部分が出来ることを知った。また、オンライン教育のい
つでも、どこでも学習できるという利便性や当初予想しなかった効果にも気が
ついた。教員側も今までの自らの教育を検討して教材をオンライン用に作成し
なおし、授業の課題をフィードバックする等を行ってきた。この一連の作業は
自らの教育を問い直して点検する点で、教員は FD 活動そのものに各自取り組
んできたわけである（佐藤、2020）
。
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新型コロナウイルス感染症が国民の生活に及ぼす影響に関する意識調査とし
て、内閣府（2020）は、性別と 5 歳区分の年齢階級、就業、世帯、属性、地域
別にサンプリングした 10128 名を対象としたインターネット調査（2020 年 5〜

6 月）を行った。それによれば、小中学生のオンライン教育の受講率の全国平
均は 45.1%であり、地域によって大きく異なると報告されている。この調査で
は、高校生・大学生・専門学校生 1035 名を対象に教育・学習に関する意識の
変化も聞いているが、それらの設問に対する回答（複数回答）は上位から、
「教
育・学習環境の重要性を意識するようになった（75.6%）」
「教育・学習自体の
重要性を意識するようになった（64.3%）」「教育・学習における主体性・能動
性を意識するようになった（55.5%）
」の順であった。この状況から、今後、オ
ンライン教育は何らかの形で残るであろうし、現在問題となっているオンライ
ン教育の課題（IT の機器不備、教員や学生の不慣れ等）は、次第に改善されて
いくと考えられる。
本題に戻って、知識の伝達以外に学校が備える機能、学校に残すべき機能に
ついて、第 2 節では少人数教育による対話型教育の実現について私見を簡単に
述べる。第 3 節では学校に備えるべき機能として人格形成の 1 つの場の提供で
あることを、第 4 節では学校に備えるべき機能として、毎日通う場があること
を、最後に第 5 節では学校の今後という本題には直接関係しないが、新型コロ
ナウイルス感染症がもたらした生活の変化が乳幼児の発達に及ぼす影響の可能
性をそれぞれ述べる。

2. 少人数教育による対話型教育の実現
結論としては、少人数教育による対話型教育の実現である。そこでは、人と
してのあり方を考えさせる教育、人格形成の教育が望ましい。パンデミック終
焉後における学校では大学も含めて人格形成を目的とした対話型教育に重点を
置くことが望まれる。また、教員養成カリキュラムにおいても人格形成にふさ
わしいカリキュラムや教育の機会をどのように構築していくかを検討するべき
である。これらは従来の教育を見直す良い機会になるのではなかろうか。この
結論に関する筆者の見解は幼児教育分野に偏ったものであるが、以下に述べて
おきたい。

2. 少人数教育による対話型教育の実現

2.1
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少人数教育

従来から少人数教育の必要は小中学校教員の長時間労働と共に指摘されてい
た課題である。大豆生田（2020）は、子ども環境学会インターネット調査結果
をもとに新型コロナウイルス感染症を保育の質の向上の機会としてとらえてい
る。子ども環境学会では新型コロナウイルス感染症による保育所・幼稚園・認
定子ども園への影響についてインターネット調査（2020 年 7〜8 月）を実施し
ている。回答のあった 273 園の結果によれば、「コロナ対策で保育者は疲弊し
ていると思う（70.7%）」が高く、また、保育者が困っていること（複数回答）
の上位は「対応に追われて負担増（57.9%）」
「マスクや消毒液などの備品の確
保に支障（34.1%）
「保護者対応（24.5%）
」の順であった（子ども環境学会 HP、

2020）。教員や保育者の配置基準は法律によって定められているが、これをもっ
と少人数集団での保育を行うように改正すると、教員の加重労働の解決も併せ
て実現できる機会となるのではなかろうか。

2.2

対話型教育

対話型教育に切り変えるのが望ましいと考える。マニュアル的対応や知識伝
授に偏った教育の弊害が叫ばれて久しい。それらを打破するために 1 番必要な
のは、自分の頭で考えることができることであろう。自分の頭で考えるにはそ
の根拠として正しい知識が必要であるが、そのもととなる情報の正誤、真贋を
見極める力も備えたい。マニュアル的な対応ができるよりも臨機応変に対応で
きる方が望ましく、また、災害等の不測の事態に対応できることも必要である。
このような人材養成を実現するためには、教師との対話によって思考を重ねる
教育が必要であろう。また、対話型教育は新型コロナウイルス感染症の影響で
少人数で行うことになるが、対話型教育は人としてのあり方を教える良い機会
である。カウンセリングの授業を保育の 4 年学生に筆者がオンライン教育を実
施して感じたのは、文字情報だけで伝える難しさである。講義内容は概論に具
体例を混ぜながら解説していく。これを文字情報だけで伝えようとすると、ク
ライエントがこういう返事をしたときはこういう風に理解したと考えよ、ああ
いう質問があった場合はこのようにしよう、などといくつもの「if」が重なっ
ていき膨大な説明量になっていく。カウンセリングには臨機応変の瞬時の対応
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の必要な面があるが、今までわれわれは何気ない会話のやりとりにおいて相手
の意図や要旨を瞬時に察してどのような返事をするか判断していたのである。
会話から瞬時に判断する必要のある事はカウンセリングに限らず日常生活で
沢山あるが、とりわけ保育に限らず実践や臨床に関わる人材養成には対話によ
る教育が必要であることを痛感する。対話型教育は人としてのあり方を教える
良い機会にもなる。

3. 人格形成の場としての学校
新型コロナウイルス感染症の影響によって登校の形式が、分散登校やオンラ
インの形式をとっていても、また、今後とるにしても、パンデミック終焉後の
学校において残す機能、備えるべき機能として、挙げたいのが人格形成の 1 つ
の場を提供している機能である。これには 2 つある。1 つは子どもと教師のコ
ミュニケーションによる人格形成の場であり、もう 1 つは子ども同士のコミュ
ニケーションによる人格形成の場である。両者ともに、人格形成は言葉や知識
だけで学べるものではなくその場の雰囲気や前後の文脈を理解しながらその流
れの中で醸し出され、形成されるものだからである。ただし、人格形成の大部
分を学校が担うという趣旨ではない。

3.1

教師と子どもとのコミュニケーションによる人格形成：道徳的判断と向社
会的行動

教師と子どもとのコミュニケーションによる人格形成では、学習場面だけで
なくそれ以外の場面での教師の言動がその人格形成や価値観の形成に大きく影
響した事は誰しも経験することである。人格形成の時期としては初等教育とし
ての幼児期から児童期が大切であろう。乳幼児や小学生が家族以外に接する身
近な大人は保育者や教師である。成長に伴って行動範囲は広がり、子どもが家
族以外の大人と接する事は多くなる。そこから受ける影響は幅広くなり人格形
成の機会は多岐に渡るため、相対的に家族や教師の影響は低くなっていく。教
育心理学の分野における人格形成に関連する内容として、行動の善悪を考える
道徳的判断があげられる。道徳的判断の基準の形成は幼児期から始まり、児童
期の中頃には出来るようになるとされている。筆者が小学生の時は道徳の授業
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になると、テキストをもとに講話があったことを覚えているが、その内容は残
念ながら覚えていない。教えられたことよりも、経験したことは覚えている例
として筆者の経験を 2 点述べてみる。
筆者は地方都市で小学校から高校までを過ごした。1 つ目の経験は昭和 30 年
代であり、筆者が小学校低学年の頃であった。遠足が雨天で中止になった。雨
天時は給食がないので弁当を持ってくることが事前の連絡事項であったが、忘
れた子がいた。担任がクラスの皆に 1 つずつおかずをあげようと呼びかけた。
給食室から借りてきた食器に山盛りになったおかずがその子の前に置かれた。
困った隣人にどのように対処するか、自分の持っているものを少しずつ分ける
という、支援の原型を教えられたように思う。2 つ目の経験は小学校高学年で
あった。交通事故のために松葉杖で登校した子がいた。物珍しさから子ども達
は皆、近寄ってきて、松葉杖に触ったり、お手伝いをしようとした。危険な事
や子どもが出来る事、しても良い事、してはいけない事等の協力の仕方を教師
は教えてくれた。この 2 つの例のような人を助ける行動を心理学では向社会的
行動と呼んでいる。向社会的行動は相手からの報酬等を期待せずに自発的に相
手のためになる行動であり、幼児期から児童期になって示されるようになる。
筆者のクラスメートの例では、担任教師から促されているので完全な自発行動
ではないかもしれないが、仲間を助ける初歩的段階としての基本的なことを教
えられたように思う。現在、養成教育ではどのように教えているのか、教える
側の立場を述べると、向社会的行動は幼児期から教え始めている。例えば、肢
体不自由のある子どもに対する支援について、障害児保育のテキストでは、肢
体不自由のある子どもがクラスに在籍している時には安全のために、担任がや
ること（排泄介助、食事介助等）と他の子ども達がやれること（食器を運ぶ等）
を区別してクラスの子ども達に教えるようにとの記述がある。当時、担任は大
人による支援と子どもによるクラスメートとしての支援の違いを教えたかった
事に気が付いた。何十年たっても具体的な事例に沿ったことはよく覚えている
ものである。
以上、筆者の 2 例はどこにでもある小さな経験であるが、クラス内の実体験
に基づいた経験の機会が新型コロナウイルス感染症の影響で減ることを懸念す
る。人格形成の観点から、学級活動等の機会を増やす必要があると考える。
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子ども同士のコミュニケーションによる人格形成―観察学習―

子ども同士のコミュニケーションによる人格形成について取り上げる。学
校・保育所等は同年齢の集団の中で子どもがお互いにどのようにコミュニケー
ションをとっていくか、という経験の出来る場所としての特質をもっている。
そこでは他者を理解し、社会とのつながりを学ぶ場でもある。この貴重な経験
の場は新型コロナウイルス感染症の影響を受けていても、維持される必要があ
るのではないだろうか。
保育・幼児教育において心理学の授業で必ず取り上げるのが観察学習である。
観察学習はモデリングとも呼ばれているが、周囲の人がどのように行動してい
るかをみて、それを自分の行動に取り入れることである。とくに、幼児では他
の子どもや大人の行動をモデルとしてその行動を見ることによってモデルの行
動や特性を身に着けていく。子どもがある集団に入る時には、その集団で行わ
れている行動を真似することによってその集団にスムーズに入っていくのであ
る。このことは初等教育に限らず、高校生・大学生の部活の場において、新入
生はその部活の 2 年生が上級生である 3 年生にどのような敬語を使いどのよ
うに振舞うかを観察しながら、時に注意されながらもその部活の成員にふさわ
しい行動を身に付けていく、ことにもみられる。また、社会人であっても同様
に会社、あるいは外部の会合等の新しい集団に入る場合には、その集団の習わ
しを観察しながら挨拶や行動のあり方を真似し学習していく。観察学習以外で
も、幼児は集団の中でのけんかやいざこざ、そして、支援の必要な子どもへの
対処行動を通して、集団内の他者を理解していく。
新型コロナウイルス感染症の影響によって保育所や幼稚園等で子ども達が集
団で集まる活動が少なくなると、観察学習等の機会が減るのではなかろうか。こ
れに関しては、先に紹介した子ども環境学会の中間報告（2020）によれば「保育
者と子どもとのスキンシップは減少していない」との回答が半数以上（61.5%）
を占め、また、
「子ども同士のスキンシップは減少していない（74.7%）
」
「外遊
びは減少していない（79.5%）」「社会性の遅れは思わない（67.4%）」
「園児の
人とのかかわり方の遅れを感じている（35.5%）
」である。この調査結果を読む
限りでは、今回の新型コロナウイルス感染症が子どもの発達に及ぼす影響は部
分的と考えられるかもしれないし、あるいは、この時点では保育者の相当の努
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力と配慮によって最小限に食い止められた結果とみるのが妥当かもしれない。
しかし、現在、新型コロナウイルス感染症が長期的な視野に立った子どもの成
長、発達に及ぼす影響、中でも対人関係や社会性の発達に及ぼす影響に関する
検討はいまだ、検証できない段階である。今後、この点に関する研究の取り組
みは重要な課題となるのではなかろうか。

4. 学校に通う効用―支援の必要な子どもへの臨床心理士として
の立場から―
新型コロナウイルス感染症によって子ども達の通学や部活の機会が減ってい
るようであるがその影響について考えてみたい。毎日、学校に通う事は、学習
をする事の他に学習以外の部活等の集団に入る機会があることを意味する。毎
日、学校に通学することは当たり前の事のようであるが、その効用について臨
床心理士の立場から改めて取り上げたい。勿論、集団参加が苦手な子どももい
るので、集団参加が一律に良いという立場にたった話ではない。

4.1

障害のある子どもと家族に対する支援から

筆者は長年にわたって特別支援教育の必要な子ども達たちとその家族を対象
として乳児期から小学校卒業までの長期のフォローアップ研究を行った。臨床
心理士として、個別面接しながら知能検査や心理テストを一通り終えると、そ
の結果に基づき支援を行う。数百例以上の実践例には 10 年以上、その成長発
達に関わった子ども達もいる。10 年以上継続した場合、当然、母親からの相談
内容も成長と共に変化する。乳幼児期では躾や友達ができない等の集団適応、
就学に関する相談内容であったのが小学校低学年になると学習の仕方に関する
相談内容が加わってくる。当初は筆者も未熟であったため教材開発等を目指し
て工夫を重ねていた。ところが、ある時期、別の仕事として取り組んでいた知
的障害のある成人の支援をきっかけにして、筆者自身の今までの見方を変える
ような本（水田、1982）に出合った。そこには、障害のある子どもにとって社
会で毎日働けるようになるためにはまず、毎日学校に通える体力や生きる力を
身に付けることが大切である、という趣旨の記述があった。通学することには
色々な意味が含まれていることと、教育を受けている期間よりもその後の人生
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の方が長いので、長期的視点に立つ必要があることとに気付かされた。筆者は
それをきっかけにして、社会参加と自立という長期展望を念頭にした生活目標
を幼児期後期の母親に勧め始めた。毎日休まず学校に行くこと、通学できる体
力と自力で行けるための生活習慣（一定時間の起床、身支度）や社会生活（自
力でのバスや電車の利用、買物等）、簡単な家事を小学生のうちから少しずつ
練習して身に付けること、などである。

4.2

不登校の子どもに対する支援から

障害のない中学生の不登校の教育相談においても筆者は毎日同じ時間に起き
ることと家事をすることを勧めるようになった。それが体力になり、将来、毎
日通勤して、仕事ができる力になるのである。不登校の場合は、夜更かしをす
る生活が多く、生活時間が家族とずれ込んで、家人が留守の昼頃に起床して夕
方か夜、時々、外出するパターンが多い。自室・自宅にこもっていると、痩せ
て不健康になり、体力がなくなり、悪循環で意欲が減退する例も見てきた。こ
れらを防止するためには、不登校で学校に行けなくても、毎朝起きて一定時間
体を動かすこと、家事等の自分の身の回りのことが出来るようにしておくこと
が必要である。これらは何でもない事のようであるが、生きていくうえの基本
的な力として大切である。不登校の状態が回復すると、買物やアルバイト等で
外出して社会と接触できるようになっていくが、家事や一定時間の起床はその
最初のステップである。不登校でもうちの子は勉強ができるから、あるいは勉
強は 1 人で家でもできるので、学校に行かなくても差し支えないと考えている
事が、本人や家族の中にはある。しかし、同年齢の集団に入ることによって学
ぶ経験や行動は大人になってから社会の一員になる時の土台になっていくもの
であり、その経験をしないままに成長していくことに懸念を感じる。
不登校の場合、学校だけでなく適応指導教室等、色々な形の通学や集団参加
があり、本人の居場所作り等がなされている。居場所作りは勿論、必要である
がそれ以前の通うこと自体にも効用があることを筆者は改めて指摘したい。そ
の機会が新型コロナウイルス感染症によって減らないような方策が大切である。
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5. 子どもの発達、コミュニケーションの形成への影響―透明な
マスクを―
最後になったが、発達心理学の立場から筆者の所感を述べてみたい。街でよ
く見かけるのが、大人はマスクをしていて、子どもがマスクをしていない姿で
ある。母親や家族がマスクをして育児をすると子どもが大人の表情を読み取る
機会が少なくなり、それが子どものコミュニケーション能力の獲得に影響する
のではないか、特に年齢の低い乳児には影響があるのではないかと懸念する。
マスクが透明ならば、また、フェイスシールドならばその影響は少なくなるか
もしれない、などとも感じる。関連した知見を以下にかいつまんで述べる。

5.1

子どもが周囲の人物の表情を読み取る

新生児は母親との同調行動（エントレインメント）をすることが知られてい
る。生後数日目における母親からの語りかけに対する子どもとのやりとりをビ
デオに撮ってコンピューター解析すると、母親が子どもに「あら · · · · · ·、起き
たの」などと話しかけると、それに対して子どもは表情を変えたり、肩を少し
上げる、足を動かす等の四肢の動きで応え、それに対して母親はまた、
「いい子
ね · · · · · ·」などと話しかけることが無意識のうちに続けられている。こうした
母子のやりとりはやがて会話の礎となっていく。つまり、成人の会話における
コミュニケーション形態はすでに新生児期から始まっている（高橋、1997）
。
子どもが言葉を話せるようになることを発達心理学では言語獲得という。話
し言葉は初語と呼ばれる「マンマ」等の初めての有意味語に始まるとされてい
る。しかし、急に初語を話始めるわけではなく、それ以前に発声・喃語等の前
言語と呼ばれる段階がある。また、他者と会話が出来るようになるには、単に
有意味語を発するのではなく意味をもたない発声であってもタイミングよく意
思表示に近いうなずき等をしていくスキルが必要である。これについて、成人
であるわれわれでは、他者と会話する場合、自分が話してから、少し区切り、
間合いをおき、時に相手の表情を見て、そして、会話の途切れ目に相手からの
返事や応答がある、とのやりとりをしている。この一連の流れはターン・テー
キング（turn–taking）
、会話の順番取得などと呼ばれている。母子間の会話に限
らず、いないいないばあやボール遊びのようなやりとりのある場合も同様で、
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第7章

結章

ポスト・コロナ時代の学校像

周囲から働きかけられている時には自分の働きかけを控えて応じることに専
念し、周囲からの働きかけが終わったら自分が応じることを繰り返す（今林、

2004）。働きかけられることと待っていることとをタイミングよく交互に見計
らってくり返している。また、子どもは初めて見る玩具や新しい事態に出合っ
た時にどのようにしたら良いか不安そうに親の顔を伺って安全を確かめるが、
これは社会的参照と呼ばれている。母親の表情が変わらなければ子どもはその
対象に進んでいき、母親の表情が硬かったりやめさせようとすると、子どもは
接近をやめる。乳児は他者の表情や声を手掛かりにして自分の行動を決めてい
くのである。
同調行動、ターン・テーキング、社会的参照等の知見から考えると、周囲の
大人がマスクをしているとコミュニケーションスキルの形成途中の乳幼児では
周囲の人物の表情を読み取ることが難しくなって、コミュニケーションスキル
の習得や言語獲得に影響する可能性があるのではなかろうか。

5.2

乳児は人の顔を見るのが好き

新生児の視力は約 0.01 と近視の状態であり、目の前の約 20〜30 cm の距離
にあるものは見えるが、それ以外の遠いものはぼんやりとしか見えない。母親
（または、誰か）が新生児を腕に抱くと、母親の顔と新生児の目との距離は約

30 cm なので新生児は母親の顔だけはよく見えるのである。生後 5 日の新生児
を対象とした有名なファンツの実験では単純な模様よりも人の顔に対して最も
よく視線を向けることが知られている（城谷、1997）。とりわけ、人の顔の中
でも目とその周辺をよく見ている。つまり、乳児は人の顔、とりわけ、接触の
多い母親の顔と目の周辺をよくみているのである。
母親がマスクをしている場合、口元がおおわれ目はマスクから出ているので
乳児が母親の表情を読み取るのが難しくなる影響は前出の同調行動等ほど大き
くないかもしれないが、乳児にとって母親の表情全体がわかりくく、その影響
が懸念される。
以上、いくつかの知見を紹介した。新生児期から、子どもはターン・テーキ
ングや母親の顔や目をみることで、母親や周囲との対人関係を成立させていく。
コミュニケーションスキルの形成途中の乳児が母親の表情を読み取る時、母親

5. 子どもの発達、コミュニケーションの形成への影響
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や父親、家族が家庭内や屋外でマスクをした状態で乳児とコミュニケーション
をとっていると乳児が表情を読み取りにくくなって、乳児のコミュニケーショ
ンスキルの形成に影響を及ぼす可能性が考えられる。マスクをした母親の表情
を読み取るスキルを乳児がボディランゲージで補填しながら獲得したとしても、
その子にはパンデミック終焉後の将来はマスクのない状態での表情を読み取る
コミュニケーション形成が必要である。このテーマを意味あるものとして取り
組む研究に期待したい。また、ここ数年からパンデミック終焉後までの状況下
で成長した世代の数年後、数十年後の発達、とりわけ社会性への影響が懸念さ
れるのではなかろうか。
付記： この原稿提出後の 2020 年 12 月 17 日、文部科学省は公立小学校の 1 学級
の児童数の上限を現行の 40 人から 35 人に引き下げることを発表した（朝
日新聞、2020 年 12 月 18 日朝刊）。少人数学級の実現が一歩進んだ。
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おわりに
今回の緊急出版企画に関して、多くの現代教育学研究所に関わる教育専門家
の皆様のご賛同を得て、玉稿を賜りました。
京都産業大学特別教授、心游舎総裁であらせられる彬子女王殿下におかれま
しては、ご多忙の中、当研究所のために貴重な心游舎における取組に関する玉
稿をご執筆いただきました。研究所として大変名誉なことでございます。
私自身、当事者として心游舎のウェビナーに参加させていただき、皇室にお
いて最初のオンラインセミナーの開催者としてご活躍の女王殿下のご様子を近
くで拝見させていただき、是非ご寄稿をいただきたいと思っておりました故、
喜びもひとしおであります。ありがとうございました。
東北大学大学院情報科学研究科教授、中央教育審議会委員の堀田龍也先生に
おかれましては、我が国の教育改革の中心において、ご多忙、ご多用の中、ご
寄稿をたまわりましたことを大変にありがたく存じております。堀田先生のご
寄稿により、本書を出版することの意義を再確認することができました。厚く
御礼申し上げます。ありがとうございました。
名古屋大学大学院教育発達科学研究科准教授内田良先生におかれましては、
昨年度、現代教育学研究所セミナーの講師をお引き受けいただき、大好評で
あったことから、是非ご寄稿いただきたいと思っておりました。このコロナ禍
において、学校リスクマネジメント研究の第一人者である内田先生のお感じに
なったこと、お考えを本書に掲載できることを大変うれしく思っております。
大阪市立大国小学校校長岡田治美先生におかれましては、ご校務ご多忙のと
ころではありますが、大阪の小学校教育をリードする校長先生である岡田先生
にご執筆いただけたことに対して感謝申し上げます。岡田先生に本緊急企画に
ご賛同いただき、ご寄稿いただいたことで、小学校現場の奮闘ぶりを本書に掲
載できること、幸甚に思っております。ありがとうございました。
春日井市立高森台中学校校長水谷年孝先生におかれましては、ご校務ご多忙
のところ、貴重なお原稿をたまわりまして、誠にありがとうございました。愛

おわりに
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知県における ICT 教育の旗手としてご活躍の水谷校長先生に地元春日井市の中
学校におけるご実践をご報告いただけたことをありがたく思っております。ご
承知のように、中部大学は春日井市との連携を大切にしております。コロナ禍
における春日井市立中学校の奮闘の様子をご寄稿いただけたことは本企画にお
いて重要な意味を持ちます。本当にありがとうございました。
最後に、Edmund W Lim 先生におかれましては、ご多忙の中、貴重なシンガ
ポールにおけるコロナ禍での学校教育が直面した諸課題につきましてご報告い
ただきました。新型コロナウイルス感染症の世界的大流行は、世界の学校教育
に大きな影響を与えました。Edmund 先生からのご寄稿により、教育先進国と
言われるシンガポールの取組を知ることができ、現代の教育が直面する課題に
挑んでいる私たち研究所所員に大きな示唆を与えることとなりました。厚く御
礼申し上げます。ありがとうございました。
その他にも、貴重なお原稿を寄稿してくださいました先生方、研究所所員の
皆様には、厳しい執筆スケジュールの中、素晴らしいお原稿をたまわりました
ことを深く感謝しております。ありがとうございました。
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