
 

 1 東深沢小学校 PTA文化厚生委員会 

東深沢小学校 PTA 会長  渡邉 修 

文化厚生委員会委員長 藤原 未樹 

令和 2 年度 第 1 回家庭教育学級のご報告 

 

第 1 回家庭教育学級が下記の通りに開催されました。初めてのオンラインでの開催でしたが、94 名

と多くの方々にご参加いただくことができました。講演は、録画し、12 月 8 日から 1 か月の期間限定で

PTA 会員に向けて公開し、332 回視聴されました。 

 

日時  12 月 5 日（土）10:00～11:40 

テーマ  1 人 1 台タブレット配布 これからの学校はどうなるの？ 

講師   豊福晋平先生（国際大学 GLOCOM 准教授） 

開催方法 Zoom （後日期間限定で YouTube 配信） 

 

⚫ 講師紹介：豊福晋平先生 

国際大学グローバル・コミュニケーション・センター主幹研究員・准教授 

専門は学校教育心理学・教育工学・学校経営。一貫して教育情報化をテーマ

として取り組み、近年は、北欧諸国をモデルとした学習情報環境の構築に関

わる。主なプロジェクトとして、全日本小学校ホームページ大賞企画運営、

文部科学省・緊急スクールカウンセラー等派遣事業・東日本大震災被災地の

ための学校広報支援「ともしびプロジェクト」など。 

 

⚫ 講演内容 

◼ ２０３０年代の教育展望 

◼ 海外と日本の教育情報化 

◼ ICT の効果とは何か 

◼ 子供の日常・学びはどう変わるか 

❶学習者中心の文具 

❷学校日常のデジタル化 

❸情報ライフライン 

❹学習方法の多様化（分かる授業・学びの個別化・知的生

産活動） 

❺ネット・コミュニケーション 

◼ 学校/家庭が担うこと 
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⚫ 第 1 回家庭教育学級 アンケート集計結果 

 

事前登録者： 

 女性 男性 総計 

1年生 21 4 25 

2年生 25 2 27 

3年生 17 4 21 

4年生 17 4 21 

5年生 16  16 

6年生 19 1 20 

総計 115 15 130 

※複数子どもがいる場合は低学年で登録 

申込時期・方法： 

 人数 

オンライン前期申込 84 

オンライン後期申込 43 

紙 3 

総計 130 

 

当日 Zoom参加者： 

94名 

 

参加者アンケート集計結果（アンケート回答数：68、回答率：72%）
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個別のコメント（一部抜粋）： 

1． 講演の内容 

 保護者の心構えが出来る内容で良かったです。 

 大変勉強になりました。子供が海外現地校に在学経験があるため、豊福先生の日本の ICT活用や意識

の遅れについては大変同感しながら拝聴致しました。今回参加出来なかった保護者の皆様や先生方

にも是非とも動画でご覧いただき、学校全体が共通した認識で子供達の文具としての定着に向けて

頑張って行かねばと思いました。日本の子供達の未来を左右する大きな第一歩だと思いました。あり

がとうございました。 

 タイムリーな話題でとても勉強になる内容でした。せっかく配布されたタブレットを宝の持ち腐れ

とならないよう、積極的に使っていきたいと思いますが、講演でもお話のあった「やらかし期」につ

いて、学校と保護者で協力して子どもたちがうまく乗り切れることが重要だと思います。本日の講演

内容を校長先生だけでなく、是非、先生方や参加できなかった保護者の方にも、広く見ていただきた

いです。 

 まだまだ追いついていない日本の現状に学校だけでなく親も含め皆が IT リテラシーを高めていかな

ければならないと身近に感じ取ることができました。そのために学校ができること、親ができること

を考えるためにも、まずは 1 番子どもたちに近い親がアンテナをはり意識を高めていく必要がある

と感じました。とても勉強になりました。 

 

2． その他ご意見 

 お忙しい中、とても勉強になる講演会を開催していただきありがとうございました。関わってくださ

った皆様に感謝申し上げます。 

 アンケートの講演時間の問いに「短い」という選択肢がなかったのでここに書きますが、もっと先生

のお話を伺いたかったです。また、画像がカタカタしていたので慣れるまで気になりました。校内の

ネット環境の課題が見えた気がします。 

 チャットで質問を受け付ける方式は進行がスムーズで良いと思いました。工夫して運営いただきあ

りがとうございました 

 家庭教育学級担当の皆さん コロナ禍の中 開催ありがとうございます。タイムリーな講演 とても勉

強になりました。 

⚫ 文化厚生委員より 

 様々なバックグラウンドの保護者が、それぞれの特技を活かして連携しつつ家庭教育学級が無事開

催できて本当に良かったと思っております。 

 教育委員会からの委託事業で年間予算もきちんとついているにも関わらず、享受できる方が限られ

ていましたが、Zoom開催であれば好きな場所で参加でき、アーカイブも簡単に残せるという点は多

くの人に講演内容に触れていただく利点があります。リアルの良さもありますが、予算という視点で

も多くの人が参加できるように工夫していきたいです。 

 ハイブリットでの開催（対面＆Webの併用）の要望の声もありましたが、会場との接続、音声、高品

質な機材が必要等の問題点があり、徹底的な対応と事前準備が必要だと感じました。 

 



令和2年度家庭教育学級 動画配信視聴者アンケート集計結果 令和3年1月21日

配信期間：R2年12月8日～R3年1月8日　　視聴回数： 332回　　回答数: 37名

今回の講演動画は参考になりましたか？ 講演の長さは適当でしたか？
人数 割合 人数 割合

とても参考になった 19 51% ちょうど良い 10 27%

参考になった 14 38% 良い 6 16%

普通 3 8% 普通 8 22%

あまり参考にならなかった 0 0% やや長い 9 24%

参考にならなかった 1 3% 長い 4 11%

総計 37 100% 総計 37 100%

今回初めてYouTubeでの動画配信でしたが 今後も家庭教育学級開催の動画配信を
いかがでしたか？ 希望しますか？

人数 割合 人数 割合
とても良い 15 41% はい 34 92%

良い 17 46% いいえ 3 8%

普通 3 8% 総計 37 100%

やや悪い 1 3%

悪い 1 3% オンラインでの参加申込、アンケートは、
総計 37 100% いかがでしたか？

人数 割合
家庭教育学級開催当日にZoomで とても便利 18 49%

参加されましたか？ 便利 16 43%

人数 割合 普通 3 8%

はい 6 16% やや不便 0 0%

いいえ 31 84% 不便 0 0%

総計 37 100% 総計 37 100%

その他ご意見がある方はご記入ください。

飛ばし飛ばしで見れるので、録画配信をしてくださり、助かりました。
平日は仕事をしており、なかなか家庭学級に参加できないですが、今回は仕事の合間に視聴が叶いました。長め
の動画配信期間やリマインドのお知らせも助かりました。ありがとうございました。

家にいながら聞けるオンラインはとても便利です。ありがとうございました。
自宅で参加出来るのが大変ありがたかった。先生方をはじめ、役員の方々のご準備も大変かと思いますが、是非
来年度もzoom配信で家庭教育学級を開催して頂きたい。

当日は参加できなかったのですが、再配信していただき視聴することができました。ありがとうございます。ご
担当のみなさま、お疲れ様でした。

動画配信のおかげで学校に行かずとも情報を得ることができとても良かったです。
しかし東深沢小学校特有の内容ではなかったため、学校単位の開催ではなくもっと広く区、都、国などが開催す
れば良いのではないか、とも思いました。
動画配信をどうもありがとうございました。大変良かったです。ご担当くださった役員や委員の皆様は大変だっ
たと思います。本当にありがとうございました。

講演の内容について感想をお聞かせください。

「教員主導から学習者中心の自己調整学習へ」に関連する話をもう少し詳しく知りたかった。

これから大きく変化を遂げていく教育のあり方について知ることができた。親子で上手く付き合っていきたい。
とてもわかりやすかった。講師の講義を受けて、校長先生に世田谷区のケースや東深沢小学校のケースを話して
もらいたかった。

諸外国に比べて日本のICT教育が遅れていることがわかり、子どもたちの将来が大変心配になった。

保護者として、また一高校講師として大変勉強になるお話でした。教職員側の意識改革そして上手に取り入れて
いくための研修などが今後早急に必要になるかと思います。

有意義な講演を家庭で拝聴できて有り難かったです。家庭での具体的なサポートの仕方など、心構えができまし
た。進行も素晴らしく、役員の方々のご尽力に感謝しております。

講演していただきとても参考になりました。どんどん取り入れている地域や学校がある中で、世田谷区や東深沢
小学校がいかに取り入れていくつもりなのかが気になりました。

今回は貴重な講演会を開催してくださりありがとうございました。
これから課題は出てくるとは思いますが、デジタル先進国を参考にしながら国民性によっても課題も変わってき
そうな気もしますし、使ってみながら試行錯誤をしながら都度解決していくしかないのかなと思いました。

自分の育った時代の教育では考えられないオンライン教育になって来ていて、とても勉強になりました。
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