
 新年度に向けて ICT環境整備も進む中、朝霧小学校で、3月 1日～3月 5日の 5日間、全

学級で Zoom Week（Zoom配信テスト）が行われました。 

先生方は、コロナ禍の中で保護者の皆さまには音楽会をはじめ、お子さんの教室に足を

運んでいただける機会もなく、1年が終わろうとしていることが気になっておられました。   

そうしたコロナ禍の中で、地域の方との Zoom 研修会、50 周年記念行事での柿の木プロ

ジェクトや放課後の校内消毒等を通して、先生方はこれまでよりも地域の方とのかかわり

を感じることが多くなったようです。コミスクでの Zoom研修会で、まち協さんのポケット

Wi-Fi と学校配備タブレットを活用してのブックトークやオンライン授業体験をしたこと

もあり、Wi-Fiの工事も終わり、教師用の iPadが届いたこともあり、これらを活用して教

室の様子を保護者の皆様に見てもらう機会が持てないかと考えられたようです。そうして

企画されたのが Zoom Weekです。 

Zoom Week を開催するにあたり、教室からの授業動画の配信に使い方等先生方の不安も

大きかったようですが、若い先生方を中心に Zoom

の会議室の設定だけでなく、リハーサルを重ねる中

で先生方が持っておられる不安をつぶしていかれ

たようです。こうした準備自体が学びの場であり、

先生方自身が Zoom Weekを実施する中でこれから求

められる「主体的、対話的な深い学び」を体験され

たのではと思います。 

具体的には Zoomは無料版なので最大 100名 40分

という制限もあり、学級ごとに会議室を設定し、1

クラス 10分という時間設定で時間割を作り、管理職と空き時間の先生が交代でカメラマン

として動く、限られた人数でのオンライン中継を具体化させました。 

今回はあくまでも接続訓練として、決められた時間割の中で 10分間という短い時間での

実施でもあり、またお仕事中の保護者もおられる中でしたがどのクラスも 20名前後の保護

者の方が接続されたようです。保護者の方からのアンケートの回答はまだですが、大きな

不具合もなく、スムーズに

接続できたようです。今回

こうした形で学校としてオ

ンラインでの配信を経験で

きたことで、次の活用方法

を考える一歩が踏み出せた

のではと思います。 

 朝霧小学校で ZoomWeek（Zoom配信テスト）がおこなわれました 
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3月1日 ID パスコード 担当 ID パスコード 担当

2校時10:00～10:10 1年1組 983 **** **** asa11 管理職 1年2組 915  **** **** asa12 治田

3校時11:00～11:10 1年3組 926 **** **** asa13 管理職 1年4組 960  **** **** asa14 田岡

5校時14:00～14:10 1年5組 938  **** **** asa15 管理職

3月2日 ID パスコード 担当 ID パスコード 担当

2校時10:00～10:10 2年２組925  **** **** asa22 木下 なかよし978  **** **** asana 管理職

3校時11:00～11:10 2年１組973  **** **** asa21 小西 2年3組 975  **** **** asa23 池内

5校時14:00～14:10 2年4組 968  **** **** asa24 管理職

3月3日 ID パスコード 担当 ID パスコード 担当

2校時10:00～10:10 3年2組 917  **** **** asa32 管理職 3年3組 926  **** **** asa33 小南

3校時11:00～11:10 3年4組 995  **** **** asa34 山本 3年5組 928  **** **** asa35 寺本

5校時14:00～14:10 3年1組 993  **** **** asa31 須崎

3月4日 ID パスコード 担当 ID パスコード 担当

2校時10:00～10:10 4年1組 982  **** **** asa41 平田 4年2組 995  **** **** asa42 管理職

3校時11:00～11:10 4年3組 956  **** **** asa43 山本 4年4組 977  **** **** asa44 管理職

5校時14:00～14:10 5年1組 974  **** **** asa51 須崎 5年2組 971  **** **** asa52 渡辺

3月5日 ID パスコード 担当 ID パスコード 担当

2校時10:00～10:10 5年3組 990  **** **** asa53 管理職 5年4組 989  **** **** asa54 小南

3校時11:00～11:10 6年1組 944  **** **** asa61 治田 6年2組 995  **** **** asa62 山本

5校時14:00～14:10 6年3組 943  **** **** asa63 小西 6年4組 949  **** **** asa64 管理職

教室から配信中 モニタリング中 



朝霧小 Zoom物語（Zoom Weekまでの道のり） 

【大人の探究活動？】 

 こうやって朝霧小の Zoomを使っての活動を振り返ってみると、コミュニティ・スクール

の取組として Zoom体験がスタートでした。地域の人が参加する中に、先生方も体験してみ

ようとこの指とまれ方式で参加され、それではとオンライン授業にチャレンジ。そして授

業の感想をオンラインの中で地域や保護者の皆さまからいただきました。それではもっと

多くの先生にもオンラインでの授業を体験してもらおうとブックトークへと。こうやって

振り返ってみると、これがこれからの学習のあり方ではと思ったりします。ブックトーク

や Zoom Weekがゴールとして設定されていたのではなく、やりながら次々とチャレンジ課

題が生まれてきました。このように活動しながら活動をコーディネートしていく力がこれ

から先生方には必要になるのではと思いました。次はどんな課題が生まれてくるか？これ

が新たな研修・研究のあり方かも？               （文責：北本） 

地域の方との Zoom研修会 

どうするの～～ 

では、授業に挑戦！！コミセンで、教室で、図書室で参観 

ブックトークに 

挑戦！！ 

コミセン、教室、図書室、無事につながりました 


