
日本教育工学会・教育の情報化SIG (2020.5.31発行） 

学校と家庭をつなぐ 
オンライン学習 
実践ガイド 

version1.1 
 

  



 

- 1 - 

 はじめに  

 

 新型コロナウイルス（COVID-19）の猛威が世界中に広がる中、令和２年2月27日に日本

政府から「臨時休校」の要請が発表されました。このことによる様々な懸念の中の１つに

「子どもたちの学力保障」があります。学校現場の先生方は、家庭訪問や学童保育施設への

訪問などの子どもたちに対する対面でのサポートに加え、学校と家庭をつなぐオンライン学

習の取り組みが一部で行われています。小学校・中学校・高等学校・特別支援学校において

も同様の可能性が考えられますが、実践事例や留意点は整理されておらず、大まかな指針も

存在しないのが実状です。 

 そこで、日本教育工学会のSIG（Special Interest Group）の１つである「教育の情報化SI

G」を中心とする有志のメンバーが集まり、「学校と家庭をつなぐオンライン学習実践ガイ

ド」を作成しました。このガイドのねらいは、まだオンライン学習の経験が浅い学校現場の

先生に対して、学校と家庭をつなぐオンライン学習を実施する際に役立つ情報や気を付ける

べき留意点などの概要を周知することです。具体的な内容は、「学校と家庭をリアルタイム

でつなぐオンライン学習の方法」「学校と家庭の間で時間を合わせずにやりとりするオンラ

イン学習の方法」「オンライン学習の効果的な事例」「オンライン学習を行う上での留意

点」の４つの章に分け、それぞれにおいてポイントを簡潔に紹介します。そして、このガイ

ドライン に示されている内容をより詳細に知りたい方のために、外部のWebサイトへのリ

ンクも準備しています。 

 学校現場の先生方からの情報・知見をお寄せいただき、「オンライン学習ってやってみた

いけどどうしたら良いの？」という先生たちを応援できるガイドになればと思います。 
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 第１章 リアルタイムで学校と家庭をつなぐオンライン学習 

 

 学校と家庭の間で行うインターネット回線をとおしたリアルタイムのオンライン学習で

す。テレビ会議専用システムなどの特別な機器を使わずに、パソコンやタブレット端末に接

続されている（接続した）カメラやマイク・スピーカーで実施できます。 

 

 

■先生と家庭をリアルタイムでつないだ授業実践（子どもたち全員が家庭にいる場合） 

 

 今回のCOVID-19に限らずインフルエンザなどの流行性感冒などにより学級閉鎖・学校閉

鎖になったケースを想定したオンライン学習です。子どもたちはそれぞれ家庭にいてインタ

ーネットに接続し、先生は教室等からネット経由で授業をします。教室でいつも通り黒板等

を使った授業をZoomやSkype、google Hangouts meetなどのウェブ会議サービスで配信する

方法と、ロイロノートやSchool Takt等の授業支援ツールを使ってコンピュータの画面を配

信する方法があります。 

 

（参考１）自由参加型オンライン補習 

 https://drive.google.com/file/d/12DvydF-1ZyD-PG7hgQXB6xYkfqcJ08oP/view 

（参考２）NPO「カタリバ」 女川向学館の取り組み 

 https://www.asahi.com/articles/ASN3K6S6CN3FUNHB007.html 

（参考３）講師ー学習者接続型の遠隔教育（遠隔教育システム活用ガイドブック第１版より） 

 https://www.mext.go.jp/content/1404424_1_1.pdf 

（参考４）オンライン授業を実現するポイントとは？ 

 https://edtechzine.jp/article/detail/3444 

 

https://drive.google.com/file/d/12DvydF-1ZyD-PG7hgQXB6xYkfqcJ08oP/view
https://www.asahi.com/articles/ASN3K6S6CN3FUNHB007.html
https://www.mext.go.jp/content/1404424_1_1.pdf
https://edtechzine.jp/article/detail/3444
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リアルタイムで学校と家庭をつなぐオンライン学習のイメージ（その１） 

（ビデオカメラ等を使って教室での授業の様子を各家庭へリアルタイムで配信する学習） 

 

 

 
リアルタイムで学校と家庭をつなぐオンライン学習のイメージ（その２） 

（授業支援ツールを使って児童生徒側から提出されたノートを評価・アドバイス 

などして、各家庭へリアルタイムで配信する場面） 
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■教室と家庭をリアルタイムでつないだ授業実践（特定の子どもが家庭にいる場合） 

 

 学校で授業が通常に行われているけれども、特定の子どもが何らかの理由で学校へ登校で

きないケースを想定したオンライン学習です。この場合は、基本的には教室で行われている

授業を家庭（病院の場合もあります）にリアルタイムで配信することになります。子どもた

ちがペアやグループで議論する場合は、通信用端末をペアやグループの側に移動させて活動

に参加させます。 

 

 （参考１）病弱教育におけるICTを活用した学校・家庭間 を結ぶ遠隔学習の実証研究 

http://www.pef.or.jp/activity/download/2008_66.pdf 

 （参考２）「Web会議システム」モデル（遠隔学習導入ガイドブック第３版 p.34 より） 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/1364592.htm 

 （参考３）入院している児童生徒への学習支援ガイド（青森県教育委員会） 

  https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kyoiku/e-gakyo/files/nyuuingaido_syukusyou

bann.pdf 

 

 

■朝の会での健康観察 

  

 学級閉鎖・学校閉鎖になった際に、担任の先生がクラスの子どもたちの様子や健康状態を

把握するためにウェブ会議や授業支援ツールなどのオンラインサービスを使用することもで

きます。臨時休校が長期に渡った結果、子どもの健康状態やメンタル面の状態を把握するた

めに、電話や家庭訪問などが実施されています。オンラインでの朝の会を行うことで、先生

が子どもの状況を一度に確認することができます。子どもたちどうしのコミュニケーション

の機会にしたり、時間を決めておくことで生活リズムを整えることにもつながります。タブ

レット端末やスマートフォン経由でも、子どもの表情を確認できると先生方も安心できます

ね。 

 

 （参考１） “オンライン授業”よりまずは、5分の朝の会を。専門家が考える、休校中に学

校がすべきこと 

  https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_5eb36e65c5b6526942a196d5 

 （参考２）学校法人朝日学園 朝日塾小学校の取り組み 

  https://www.asahijuku.ac.jp/primary/blog/detail.php?id=2044 

 （参考３）「Zoom」と「schoolTakt」を使った“遠隔ホームルーム 

  https://kids.gakken.co.jp/parents/learning/news-20200406-3/ 

http://www.pef.or.jp/activity/download/2008_66.pdf
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/1364592.htm
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kyoiku/e-gakyo/files/nyuuingaido_syukusyoubann.pdf
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kyoiku/e-gakyo/files/nyuuingaido_syukusyoubann.pdf
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_5eb36e65c5b6526942a196d5
https://www.asahijuku.ac.jp/primary/blog/detail.php?id=2044
https://kids.gakken.co.jp/parents/learning/news-20200406-3/
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■学校行事の配信 

 

 卒業式・入学式などの学校行事に参加できない方のために映像をライブ配信するケースで

す。基本的には一方向の配信となるため、双方向のやりとりができる環境をつくる必要はあ

りません。配信用のURLと行事の開始時間を事前に学校便りやメール等で周知します。Yout

ube等の配信サービスは広く公開することもできますが、URLを知っている人だけが視聴で

きる「限定公開」にしておくと良いでしょう。 

 

 （参考１）立命館小学校、Microsoft Teamsで卒業式をライブ配信 

  https://ict-enews.net/2020/03/23microsoft-3/ 

 （参考２）【学校の先生向け】スマホからでも卒業式をライブ配信する方法 

  https://qiita.com/Seiga/items/e63f9bd58d0c23e14e14 

 

 

 

 

 

  

https://ict-enews.net/2020/03/23microsoft-3/
https://qiita.com/Seiga/items/e63f9bd58d0c23e14e14
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 第２章  時間を合わせずに学校と家庭の間でやりとりするオンライン学習 

 

 学校と家庭の間をリアルタイムに接続するのではなく、時間や場所に関係なく学ぶことを

想定したオンライン学習です。いわゆる「eラーニング」と呼ばれるものです。先生も子ど

もたちも一度に同じことをする必要がない分、個に応じた学習支援にも活用できます。 

 

 

■授業動画の配信 

 

 授業の講義場面を録画したビデオを視聴して学習します。YouTubeのような動画配信サー

ビスのほか、Google Driveなどのオンラインストレージを用いることもできます。例えば、

以下のようなファイルへのリンク（URL）を含めたメッセージを保護者のメールアドレス宛

に配信して、ビデオファイルを共有できます。 

例） …ビデオファイルが閲覧できるURLを送りますので，お子様に視聴させていただ

けますと幸いです． 

   https://drive.google.com/open?id=1ogfdizzMi0fd2dKOsFic3xI069i_mB6b 

 塾など民間企業が学習用のビデオを作成して配信している例もあります。また，反転授業

のように、授業動画を家庭で事前視聴し、教室でその補充学習や発展学習をするといった学

校と家庭の学習を組み合わせた指導法もあります。授業動画のURLを紹介し、関連する課題

をオンラインで提出させたり、いくつかのサイトを紹介して、子どもの興味関心や得意・苦

手に応じた動画を視聴させたりしてもよいでしょう。先生方が自作される場合、黒板等を使

った授業を録画するだけでなく、小さなホワイトボードを使って説明する様子を録画した

り、スクリーンキャスト（タブレット端末画面の教師の手元を撮影できる機能）を使って画

面を録画したりする方法があります。動画の撮影が難しい方は、お手持ちのスマートフォン

を使って授業ラジオとして音声を作成して、それを共有する方法も可能です。 

 

 （参考１）にわかに注目、オンライン学習 新型コロナで突然の休校… 企業も支援 

  https://www.nishinippon.co.jp/item/n/592277/ 

 （参考２）反転授業の研究–思索と実践の記録 

  http://flipped-class.net/wp/?p=1437 

 （参考３）奈良市 臨時休校延長 オンライン学習行う 

  https://this.kiji.is/622361709648200801?c=476913576246887521 

 （参考４）ビデオによる教育の再発明 

  https://www.ted.com/talks/sal_khan_let_s_use_video_to_reinvent_education?language=ja 

https://drive.google.com/open?id=1ogfdizzMi0fd2dKOsFic3xI069i_mB6b
https://www.nishinippon.co.jp/item/n/592277/
http://flipped-class.net/wp/?p=1437
https://this.kiji.is/622361709648200801?c=476913576246887521
https://www.ted.com/talks/sal_khan_let_s_use_video_to_reinvent_education?language=ja
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授業動画の配信によるオンライン学習のイメージ 

（オンラインで共有した授業のビデオファイルを使って自分の好きな時間に学習をする様子） 

 

 

■ドリル形式のアプリケーションによる演習課題と進捗状況の把握 

 

 子どもたちが学習に使えるドリル形式のアプリを活用したオンライン学習です。タブレッ

ト端末やスマートフォンで動くドリル形式のアプリケーションは数多くあります。最近では

AI（人工知能）技術を用いて、つまずきに応じて自動的にアドバイスするサービスも登場し

ています。子どもたちの学習履歴を先生が確認できるものがあります。学習進度やつまずい

ている内容などを把握し、個別に指導・アドバイスするとよいでしょう。 

 

 （参考１）Qubena 

  https://qubena.com 

 （参考２）インタラクティブスタディ 

  https://www.study.gr.jp/product/istudy/index.html 

 （参考３）やるkey 

  https://www.toppan.co.jp/solution/service/yarukey.html 

 （参考４）Libry 

  https://libry.jp 

 （参考５）休校が続く全ての県立高校などに「オンライン学習」を導入へ 愛知県 

  https://hicbc.com/news/article/?id=0004DD0D 

https://qubena.com/
https://www.study.gr.jp/product/istudy/index.html
https://www.toppan.co.jp/solution/service/yarukey.html
https://libry.jp/
https://hicbc.com/news/article/?id=0004DD0D
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ドリル形式のアプリケーションによる演習課題とオンラインをとおした進捗状況の把握 

（子どもたちがドリル形式のアプリケーションで学習し，先生が子どもたちの学習状況を把 

握する様子） 

 

 

■オンライン上での共同制作や成果物の交流 

 

 子どもたちが一緒に何かを作る共同制作をオンラインで実現することもできます。教室で

模造紙や新聞にまとめていたことをデジタルで取り組みます。オンライン上で複数人同時に

１つのファイルにアクセスしながら共同制作することも可能です。編集しながらチャット形

式でコメントなどを送り合う機能もあります。リアルタイムでもそうでなくても編集できる

ため、提出期限を明確にし、グループで相談するタイミングを設定するとよいでしょう。 

 個別に取り組んだ学習成果物（自主学習の記録など）をオンラインで提出させておき、友

だちどうしで紹介しあうこともできます。学校ではみられなかったら家庭での学習ならでは

のこだわりが見られるかもしれません。 

 

 （参考１）G-suite for education 

  https://edu.google.com/intl/ja/products/gsuite-for-education/?modal_active=none 

 （参考２）Pages、Numbers、Keynote の共同制作について 

  https://support.apple.com/ja-jp/HT206181 

 （参考３）千葉大学教育学部附属小学校の取り組み(Teams) 

  https://www.watch.impress.co.jp/kodomo_it/news/1240972.html 

 （参考４）自宅学習をオンラインでサポート グーグルの無料ツール活用 宮城・多賀城高 

  https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200517-00000003-khks-soci 

https://edu.google.com/intl/ja/products/gsuite-for-education/?modal_active=none
https://support.apple.com/ja-jp/HT206181
https://www.watch.impress.co.jp/kodomo_it/news/1240972.html
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200517-00000003-khks-soci
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オンライン上で共同制作を行うオンライン学習のイメージ 

（オンライン上で共有されたファイルを子どもたちが一緒に編集している様子） 

 

 

■既存のオンラインサービスの紹介 

 

 多くの企業などがオンラインで教材・学習コンテンツを配信しています。先生方がゼロか

ら教材を用意する必要はありません。とはいえ、配信されている教材はあまりに多いので、

子どもたちが何のアドバイスもなく適切な学習コンテンツを自身で選択できるとは限りませ

ん。先生方がおすすめを紹介することで、オンライン教材で学ぶきっかけづくりにもなりま

す。学校での学習進度に合わせたもの、教科書の教材に関連するもの、苦手克服になるも

の、興味関心を広げるものなど、様々な視点でチョイスしてみましょう。学習計画を立て

る、どんな教材で何を学んだのかノートにまとめさせオンラインで提出させたり、登校日に

チェックしたりするなど、学校再開後の学びにつながるように活用を工夫してみましょう。 

 

 （参考１）子供の学び応援サイト 

  https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/index_00001.htm 

 （参考２）学びを止めない未来の教室 

  https://www.learning-innovation.go.jp/covid_19/ 

 （参考３）おうちで学ぼう NHK for School 

  https://www.nhk.or.jp/school/ouchi/ 

 

 

https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/index_00001.htm
https://www.learning-innovation.go.jp/covid_19/
https://www.nhk.or.jp/school/ouchi/
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 第３章 オンライン学習を効果的に行う工夫 

 

 オンライン学習を効果的に行った事例を紹介します。全国の先生方が様々に工夫した実践

事例が報告されています。学校の状況に合わせてうまく組み合わせれば、対面だけの授業よ

りも面白いことができるかもしれません。 

 

 

■①授業内容の説明の様子を動画共有サイトで共有し、配信した事例 

 ※時間を合わせずにやりとりする事例 

 

（概要） 

 授業内容の解説動画を動画共有サイトにアップロードし共有します。教科書の内容につい

て５分程度の動画で解説し、その後、教科書の課題をもとに学習をフォローアップします。 

 

（必要な機材等） 

・教員側：撮影、編集用パソコン、動画共有サイトの公開用アカウント 

・学習者側：動画視聴用パソコンやタブレットなど 

 

（オンライン学習までの手順） 

・教師が内容を説明している様子を動画で撮影し、動画共有サイトにアップロードします。 

・限定公開のURLを児童や生徒に共有します 

・学習のフォローアップを行います 

 ※既存のワークシートやドリルを用いて学習のフォローアップを行います。 

学習者側がアカウントを持っていればオンラインのシステムを用いて、課題を提出する 

等でフォローアップすることも可能です。 

 

（メリットや注意点） 

・講義形式の授業形態であれば、授業のやり方を変更せずにオンライン化することが可能です。 

・学習者側は自分の理解度に合わせて動画を繰り返し見ることができるので、対面式の授業 

よりも理解が深まる可能性があります。 

・時間を合わせずにやりとりするため、誰が見ているかを把握できません。よって、学習の 

フォローアップが重要です。 

・教科書等を活用する際には著作権等に注意が必要です。（詳しくは４章を参照してください） 
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■②調べたことを共有させる授業 

 ※時間を合わせずにやりとりする活動とリアルタイムでやりとりする活動を組み合わせた 

事例 

 

（概要） 

 学習者それぞれに課題をだし、それぞれ時間を合わせずに調べ学習を行います。そして、

テレビ会議システムを利用して、学習成果を発表し、議論を行います。 

 

（必要な機材等） 

・教員側：テレビ会議参加用パソコン等、テレビ会議システムアカウント 

・学習者側：動画視聴用パソコンやタブレットなど 

 

（オンライン学習までの手順） 

・教科内容等についての探究的な課題を与えます。 

・学習者はそれについて自宅等で探究学習を行います。 

 ※LMS等を用いて、教師が進度を把握し、適宜アドバイスを行うことも可能です。 

・教師がテレビ会議システムのアカウントを用いて授業用のテレビ会議を設定します。 

・学習者は自らのパソコンやタブレット、スマートフォンなどで授業に参加し、必要に応じ 

てプレゼン資料などを提示しながら探究の結果を報告します。 

・報告を受けて、議論を行います。 

 

（メリットや注意点） 

・発表の形式が決まっていれば、授業の形態を変えることなく実施できます。 

・時間を合わせずにやりとりする活動とリアルタイムでやりとりする活動を組み合わせるこ

とで、効果的に無理なく授業を進めることができます。 

・探究学習を学習者自身でコントロールする必要があるため、教師の支援やそれまでの指導 

が必要です。 

・発表等をオンラインで行うためには、ICTの操作に慣れが必要です。 
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■③テレビ会議システムとオンライン共同作業を併用した事例 

 ※リアルタイムでやりとりする活動を組み合わせた事例 

 

（概要） 

 テレビ会議システムを利用し、リアルタイムで授業を行います。授業中のやりとりなども

実現しながら授業を進めることができます。また，テレビ会議と並行して、オンライン共同

作業を行うことで、グループワーク等も実現できます。 

 

 

（必要な機材等） 

・教員側：テレビ会議参加用パソコン等、共同作業用タブレット、テレビ会議システムアカ 

ウント 

・学習者側：テレビ会議参加用パソコン等、共同作業用タブレット 

 

（オンライン学習までの手順） 

・教師がテレビ会議システムのアカウントを用いて授業用のテレビ会議を設定します。 

・学習者は自らのパソコンやタブレット、スマートフォンなどで授業に参加します。 

・必要に応じて教師と学習者のやりとりや、学習者の考えを発表させながら授業を行いま

す。 

・さらに２台目のパソコンやタブレットでオンライン共同作業システムを用いてグループワ 

ークを行います。 

・教員はグループワークの様子を見ながら、適宜代表者に意見を発表させるなどして授業を 

進めます。 

 

（メリットや注意点） 

・普段の授業の形態を大きく崩すことなくオンライン学習を行うことができます。 

・グループワークを行うこともできるので、アクティブ・ラーニング型の授業も可能です。 

・グループワークを行うためにはパソコンやタブレットが２台必要になります。 

・学習者に求めることが多くなる（テレビ会議への参加、テレビ会議での発言、グループワ 

ーク等）ため、普段からそれらの作業に慣れていることが前提となります。 
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 第４章 オンライン学習を行う上での留意点 

 

＜心理面＞ 

 さまざまな不安・ストレスを抱えている子どもたちと向かい合う機会です。前向きなフィ

ードバックが望まれます。オンライン学習を特別なイベントにするのではなく、あくまで日

常に戻るまでの１ステップに位置付けます。雑談を行う時間や場を設けるなど、リアルなコ

ミュニケーションで当たり前のように行ってきたことをオンライン学習にも取り入れること

で、安心してやりとりや学習ができる環境をつくります。 

 

 

＜コスト面＞ 

 家庭から利用できる端末があるかどうかと通信費用の問題があります。多くのサービスが

スマートフォンからスマホからもアクセスできますがデータ量が大きくなるため、継続的な

使用は困難です。すべてオンラインにしないで、プリントの配布や学校図書館の本の貸し出

しなど、従来の手法とオンラインのバランスを学校、家庭のICT環境の現状に応じて組み合

わせるとよいでしょう。 

 オンライン学習を取り入れる場合、家庭にWiFi（無線LAN）環境があるかどうか、パソ

コンやタブレット等の端末を所持しているかどうかを確認します。モバイルルーター、LTE

（スマートフォン等の回線）に対応した端末を貸し出すなどして公平性を担保します。「GI

GAスクール構想」として、小中学生全員に一人一台の端末の整備が目指されていますが、

今後はこうした災害時の運用も考慮して整備を進めるとよいでしょう。 

 

 （参考）GIGAスクール構想の実現について 

  https://www.mext.go.jp/a_menu/other/index_00001.htm 

 

 

＜健康面＞ 

 長時間にならないように留意する必要があります。または，体を動かす機会にする工夫も

考えられます。 

 照明の暗いところもしくは極端に明るいところで視聴すると、児童生徒の目の疲労を早め

てしまいます。教室内の明るさを均一にすることが必要です。 

 オンライン授業の長く集中してドライアイとは見続けると、まばたきの回数が減り、涙が

目の表面を十分 に覆うことができなくなり、ドライアイになりやすくなります。ドライア

https://www.mext.go.jp/a_menu/other/index_00001.htm
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イになると、目がしょぼしょぼするだけでなく、充血、疲れ目など、さまざまな目のトラブ

ルを引き起こしやすくなります。 

 オンライン授業を創る場合、色のバリアフリーについて考える必要があります。詳しくは

下記のＵＲＬを参考にしてください。 

 

 （参考） 色のバリアフリーを理解するためのQ&A  

  http://www.gakkohoken.jp//modules/pico/index.php?content_id=7 

 

 睡眠前のICT機器の利用は、その画面の明るさから寝つきが悪くなる可能性があります。

オンライン授業の視聴時間はもちろん、睡眠前の強い光を発するICT機器の利用を控えるよ

うにしてください。 

 オンライン授業でヘッドフォンをつなげて音を聞く場合は、児童生徒の健康面に影響が生

じることは少なくありません。利用時間の長さや大音量での使用などによっては騒音性難聴

を発病する可能性があります。騒音性難聴になると、聴力は回復しませんので、その点注意

をしてください。 

 

オンライン授業の１つの特徴は、「いつでもどこでも学習できる」です。逆に言えば、その学習か

ら「逃げられない」ということにつながり、システムで管理される状況にストレスを感じる場合が

あります。教材の数やスケジュール等工夫して、子どもたちのストレス軽減などを考慮して作成し

てください。 

 

 

＜著作権＞ 

 教科書や問題集にも教科書会社や出版社、ならびにその中で使われているいろいろな資料

や作品には著作権があり、著作者はその利用料で収益を得て生活しています。とくにオンラ

イン学習を実践する上では、著作物の著作権について十分配慮して取り扱う必要がありま

す。たとえば、教科書や問題集等を取り扱う場合，例えば以下のようなことに留意する必要

があります。また、今般の新型コロナウイルス感染症に伴う遠隔授業等のニーズに対応する

ため，平成30年の著作権法改正で創設された「授業目的公衆送信補償金制度」について，当

初の予定を早め，令和2年4月28日から施行することとなりました。詳しくは参考に示します

文化庁（参考1）および一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会（SARTRAS サー

トラス）（参考４）のWebサイトをご確認ください。 

 

http://www.gakkohoken.jp/modules/pico/index.php?content_id=7
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学校の授業の過程における資料のインターネット送信については，従来は個別に権利者の

許諾を得る必要がありましたが，授業目的公衆送信補償金制度の施行により，個別の許諾を

要することなく，様々な著作物をより円滑に利用できることとなります。その際には、上記

SARTRASへの登録が必要になります。 

 

● 分散登校などの場合に、子どもがいる教室で教員が授業をする際、別の場所で授業を受

ける子どもに対して同時中継する場合に、教材等をインターネットを介して配信するこ

と（歌唱や朗読・パフォーマンス等の実演も含む）は、授業時間中に限り可能です。 

● しかし，教師が子どものいない教室で一人で授業を行う場合は、このような配信を、著

作者や権利者団体等の許諾なしに行うことはできませんでした。しかし、今般の状況か

ら文部科学省の要請により、このような形態の配信も今年度中は可能となりました。 

● その場合、たとえば以下のような方法で、著作者の権利を侵害しない方法で授業をする

ことができます。 

○ 教科書を子どもが持っている場合、その資料を（ページ数などを）口頭で指示し

て手元で閲覧させながら、その内容を教員が説明する方法は、問題ありません。 

○ 授業において朗読等を行う場合、日本文藝家協会(http://www.bungeika.or.jp)に

登録されている作家の作品の利用については、新型コロナウイルス感染症対策の

目的においては、上記の同時中継場面ではなくとも、相談をすれば、利用許諾し

ていただける可能性があります。あらかじめ問い合わせをしておくとよいです。 

○ なお，「ごんぎつね」の原文のような著作権の保護期間が満了している作品にお

いては、出典（著者名・作品名・出版社名等）を示す限りにおいては、どのよう

な場面で利用しても差し支えありません。絵本や教科書の挿絵は別途許諾が必要

となります。 

○ 黒板等に教科書の一部を、必要最小限度の範囲で「引用」する場合は、黒板に教

科書の著者や監修者名、教科書名、出版社名、ページ数や問題番号を示し、教師

が解説を丁寧に行うことで可能です。 

○ また，教科書ではなく、Web上にある資料等をリンクやURLを示して子どもに閲

覧させながら授業することは著作権法上まったく差し支えありません（たとえ

ば、NHK for school上の資料の一部を指示して視聴させ、授業の中で解説するな

ど）ので、そのような方法で資料をうまく子どもに見せるようにしてください。 

○ 公衆送信のうち、ケーブルテレビや受信先を特定しない方法での送信は、著作者

の許諾が必要となりますのでご注意ください。 

 

 著作権の取り扱いは、新型コロナウイルス感染症対策を通じて、様々な対応の変化が起こ

っています。以下のものなど確認しながら、上記の留意点以外においてもオンライン授業を

検討する場合にご注意ください。 

 

http://www.bungeika.or.jp/
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 （参考１）文化庁：学校における教育活動と著作権 

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/pdf/gakko_chosakuke

n.pdf 

 （参考２）文化庁：平成30年の著作権法改正による「授業目的公衆送信補償金制度」 

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h30_hokaisei/pdf/r1406693

_14.pdf 

 （参考３）文化庁：新型コロナウィルス感染症対策に伴う学校教育におけるICTを活用し 

た著作物の円滑な利用について 

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/92080101.html 

 （参考４）一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会（SARTRAS）に参加する著

作権管理事業者及び関係団体による声明 

https://sartras.or.jp 

https://sartras.or.jp/wp-content/uploads/200305_seimei.pdf 

 （参考５）一般社団法人日本音楽著作権協会（JASRAC）の声明 

https://www.jasrac.or.jp/news/20/200305_2.html 

 （参考６）臨時休業中における教科書等の著作物のご利用について（光村図書FAQ） 

https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/faq/index.html 

 

 

＜個人情報＞ 

 クラウドを利用する際の児童生徒の名前や顔が出る場合の扱いに留意する必要がありま

す。学校を想定した情報セキュリティポリシーを策定したり改訂したりするときには、まず

は、自身が所属する組織が公立学校の場合、次のどのパターンにあてはまるのかを確認する

必要があります。 

 

A. 自治体の情報セキュリティポリシーが条例化されているケース 

B. 自治体の情報セキュリティポリシーの適用対象に教育委員会（教育用ネットワーク

も含む）を対象にしているケース 

C. 自治体の情報セキュリティポリシーの適用対象に学校を含めておらず、教育委員会

が情報セキュリティポリシーを策定しているケース 

D. 自治体の情報セキュリティポリシーの適用対象に学校を含めておらず、教育委員会

が情報セキュリティ ポリシーを策定していないケース 

 

 それぞれの状況に応じて、適切に対応する必要があります。 

 自治体が定めている情報セキュリティの対策基準が学校を想定したものとなっているかど

うかを確認し、改訂の必要の有無について判断する必要があります。改訂が必要な場合は、

どの部署でどのような手続きを行う必要があるかを確認しなければなりません。 

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/pdf/gakko_chosakuken.pdf
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/pdf/gakko_chosakuken.pdf
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h30_hokaisei/pdf/r1406693_14.pdf
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h30_hokaisei/pdf/r1406693_14.pdf
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/92080101.html
https://sartras.or.jp/
https://sartras.or.jp/wp-content/uploads/200305_seimei.pdf
https://www.jasrac.or.jp/news/20/200305_2.html
https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/faq/index.html


 

- 17 - 

 個人情報保護に関する法令は、学校の設立母体によって、適用される法令が異なるため、

次のどれに該当するかを確認し、適用される法令の条文を読む必要があります。 

 なお、個人情報保護に関する法令は、学校の設立母体によって、適用される法令が異なり

ます。 

 

  公立学校・・・自治体の個人情報保護条例（都道府県立高校は都道府県の条例、 

         市町村立学校は市町村の条例が適用される） 

  国立学校・・・独立行政法人個人情報保護法 

  私立学校・・・個人情報保護法 

 

 

＜その他＞ 

 学校で公式に契約したサービスを利用することが重要です。公的に契約したサービスの場

合は内部のシステムとして扱われますが、教師が個人的に契約したものである場合、児童生

徒の個人情報や個人データを外部に保管することになってしまうので注意が必要です。 

 著作権法第35条では、教育機関等における特例が定められています。一方、個人情報保護

に関する法令や情報セキュリティポリシーには、教育機関等における特例はありません。そ

のようなことに注意して、法令やルールに基づいた取り扱いが必要です。 

 複雑な事情を抱える家庭の子供もいることを考慮し、外部に個人を識別できる情報の提供

の可否について、拒否する権利を保障することは重要です。また、拒否した児童生徒は、遠

隔交流学習の際に、カメラの死角に座らせたり、発表時には発表内容を書いた紙を顔の前で

持たせたりするなど、学習活動に参加できる状況を確保する配慮が必要です。よって，子ど

もたちに対して，特定のやり方によるオンライン学習への参加を拒否する権利を保障し、さ

らに、拒否した児童生徒の学習権を侵害しない配慮をする必要があります。 
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 おわりに 

 

 情報教育において、しばしば「インターネットの光と影」という言葉が出てきます。これ

は、インターネットを活用した活動は非常に便利で革新的な活動を可能にするけれども、逆

にリスキーな面も存在するという意味です。つまり、学校と家庭をつなぐオンライン学習

は、テクノロジーの力で教育にイノベーションを起こすEdTech（EducationとTechnologyを

組み合わせた造語）を可能にする革新的な方法であると同時に、これまでの従来の学びでは

出てこなかった新たな危険性や留意点が隠れているという「諸刃の剣」であると言えます。

新たな危険性や留意点があるということで学校と家庭をつなぐオンライン学習を躊躇する先

生方も多くいらっしゃると思います。実際、これまでにやってこなかった新しい指導を行う

際には非常に大きなパワーが必要です。しかし、新型コロナウイルスの猛威により学校へ登

校できない子どもたちの学びを止めないためにも、オンライン学習の可能性を模索しながら

具体的な実践につなげていただきたいと我々は考えております。 

全ての指導方法を急に変えるのは大変ですので、本ガイドで紹介している方法をご参考に

していただき、できることから実践してもらえたら嬉しく思います。日本教育工学会の教育

の情報化SIGは、新しい時代を生き抜く子どもたちの成長や学校現場の先生方のご活躍の後

押しができるように、また、学校現場の先生たちと一緒に学んで行けるように様々なことに

取り組んでいきます。 

 

日本教育工学会 教育の情報化SIGコアメンバー 一同 

 

※SIG04メンバー：豊田 充崇,今野 貴之,佐藤 喜信,倉田 伸,藤川 大祐,稲垣 忠,後藤 康志, 

寺嶋 浩介,森下 耕治,下郡 啓夫,泰山 裕,小池 翔太 

 

 

※当冊子作成にあたっては、SIGメンバー以外に、望月俊男氏・長谷川元洋氏にご協力をい

ただきました。 
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SIG04「教育の情報化」は、教育の情報化に関わる今日的課題に焦点化した実践研究の推進を目

的として設立いたしました。主に初等中等教育における「教科指導におけるICT活用」および「情

報教育」にかかわる研究を主軸に行なっています。例えば、学校現場を巻き込んだイベントや他機

関と連携した研究プロジェクトを実施するなど、“最も教育現場に近いSIG”として活動していま

す。具体的な活動内容としては、NHK for Schoolとの連携企画である「ICT研修ファシリテーター

養成講座」の継続的な実践をはじめ、教育の情報化に関する教員研修などを行いたい学校現場やIC

T活用・情報教育に関する研究団体とタイアップしたワークショップやセミナーなどを開催してい

ます。その他、教育の情報化に関する冊子・書籍媒体の作成やSNSによる情報発信・共有などを通

して、学校現場・企業・研究者のコラボレーションを幅広く支援しています。 

 

 
 

・日本教育工学会 教育の情報化SIG Webサイト：https://www.jset.gr.jp/sig/sig04.html 

・お問い合わせ（Facebook）：https://www.facebook.com/groups/jsetsig04/ 

 

 

https://www.jset.gr.jp/sig/sig04.html
https://www.facebook.com/groups/jsetsig04/

