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○司会 定刻となりましたので、これより令和２年度第２回教育推進会議及び総合教育会

議を開催いたします。 

 私は、本日の進行を担当いたします、教育総務部教育総務課長の會田です。よろしくお

願いいたします。 

 開催に先立ちまして、保坂区長より御挨拶申し上げます。区長、よろしくお願いしま

す。 

○保坂区長 皆さん、こんにちは。今日は、新型コロナ感染拡大防止ということで、実

際、ここにリアルにお集まりの皆様と、配信画像で見ていらっしゃる方も数多く参加をさ

れていると聞いております。これから世田谷教育推進会議及び世田谷区総合教育会議を始

めたいと思います。 

 なぜこんな２つの名前があるんだろうと疑問を持たれる方もいらっしゃるかもしれない

んですが、まず、２番目の総合教育会議というのは、法に基づいて自治体の首長が招集し

て教育委員の皆さんと意見交換をすると、これを公開の場でやりましょうという趣旨のも

のでございます。世田谷区では、これを区民会館などを使って、多くの保護者、教員、ま

た教育に関心のある多くの方に参加をいただきまして開催、ただ、時間が少し限られてい

るものですから、教育委員会で以前からやってこられた教育推進会議、こちらのほうをい

わばドッキングしまして、一連の流れとして、教育に対する議論を深めていこうと、こう

いった趣旨でございます。 

 今日は、「これまでの学び、これからの学び～保護者や教員・子どもから捉えたＩＣＴ

による新しい学び～」という、これも大変長いタイトルになってございますが、簡単に言

えば、やはり新型コロナの猛威が今年の３月半ばくらいから、この世田谷区も含めて全

国、そして世界中を現在も吹き荒れていると言っていいと思います。こういった中で、予

想だにしなかった３月からの学校長期休業、３、４、５月と学校の授業が行われない、登

校もしないという状態が続きました。保護者の方からは、ネット配信を早くやってほしい

といった声が高まりまして、必ずしも学校の体制がネット配信をすぐ明日からやりましょ

うということにならなかったものです。数々の関門を教育長をはじめ、教育委員会に乗り

越えていただいて、各学校の現場に協力をしていただきながら、ようやく５月半ばくらい

にはネット配信、そして相互の、お互いのやり取りができるような教材ソフトも使いなが

らの教育ができるようになったと。 

 現在、国のほうでＧＩＧＡスクール構想といって、パソコンやタブレットを１人１台と
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いう構想が進んでおりまして、世田谷区はいち早く手を挙げてございまして、11月から

順々に、４万9000人いる児童生徒に１人１台が届くように、実は先生にも必要だという声

もありまして、こちらのほうも取り急ぎ準備をしたいというふうに思っております。 

 今日は、そういう意味では、教育を巡る議論が、ある種全体を見渡した御講演を聞くと

か、あるいはそういう話ではなくて、全部現場からの話というところがこの教育推進会議

の特徴かなと思います。初めての試みだと思います。親の立場から、また教員から、そし

て何より子どもからということで意見を聞いて、第２部のほうでは、教育委員の皆さんが

どういうふうにこのお話を聞いたのか、そういうお話からこのテーマを掘り下げていきた

いと思います。 

 長い時間になります。途中、休憩がありますので、４時まで、世田谷の教育がこれから

どう動いていくのか、ぜひ御覧いただきたい、参加いただきたいと思います。 

 それでは、総合教育会議の前に、まず教育推進会議の皆様、よろしくお願いします。 

○司会 ありがとうございました。 

 それでは、ここで第１部の教育推進会議の委員を紹介させていただきます。 

 小学校ＰＴＡ連合協議会の大塚委員です。 

 中学校ＰＴＡ連合協議会の栗花落委員です。 

 小学校学校運営委員会の加藤委員です。 

 中学校の学校運営委員会の直田委員です。 

 社会教育委員代表の村上委員です。 

 幼稚園長の平間委員です。 

 小学校長の薄井委員です。 

 中学校長の桝田委員です。 

 委員の皆様には、後ほど意見交換のところでお話を伺いたいと思います。 

 それでは、本日の教育推進会議の流れについて簡単に説明いたします。本日は、「これ

までの学び、これからの学び～保護者や教員・子どもから捉えたＩＣＴによる新しい学び

～」をテーマといたします。初めに、教育長からＧＩＧＡスクール構想における学習支援

について説明いたします。その後、保護者の方や地域の方の声、また子どもや教員の現場

からの声を聞かせていただきまして、進めてまいります。その後、教育推進会議の委員か

ら発言をいただき、最後に学識経験者の鈴木先生から全体の講評をいただくという予定と

しております。 
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 なお、本日はコロナ禍の状況を考慮し、オンライン会議、動画配信アプリを活用したウ

ェビナー会議という形で進めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 ではまず、ＧＩＧＡスクール構想における学習支援について、渡部教育長から説明いた

します。教育長、お願いします。 

（スクリーン使用） 

○渡部教育長 皆さん、こんにちは。教育長の渡部でございます。これからＧＩＧＡスク

ール構想を踏まえた新しい学びについてお話をさせていただきます。 

 それでは、１枚目のスライドを御覧ください。これは文部科学省のスライドです。そこ

に、上のほうに書いてありますが、ちょっと分かりにくいんですが、ＧＩＧＡスクール構

想の目的です。これを分かりやすくちょっと言ってみます。Society5.0という新たな時代

を生きる子どもたちに、誰一人取り残すことのない個別最適化学習を提供する。そのため

に、それにふさわしい環境を整備するということになると考えています。 

 この左側の図のところに書いてあります、児童生徒の端末整備支援と書いてあるところ

です。左側の緑色の枠の一番上です。これが１人１台の端末の整備です。子どもたちに１

人１台ずつタブレットが行き渡るというところがそこに書かれています。 

 その下です。学校ネットワーク環境の全校整備というところです。それが各学校のネッ

トワークの環境を整備していきます。世田谷区では学校はまだできていないので、同時に

多数のタブレットを学校の中ではまだ動かすことができません。それを今年度の３月まで

には整備されていきます。 

 次のスライドをお願いします。これが世田谷区のＧＩＧＡスクール構想を図で表したも

のです。どのように教育が変わるかというところをその図で表しています。 

 右側が学び方の変化についてです。子どもたちが課題を見つけて、解決に向けて協働的

に学ぶ探究型学習が推進されます。キーワードとしては、子どもたちが主体的に学ぶとい

うところです。 

 左側が期待される学びです。一斉の学習がより分かりやすく、多くの子どもの意見が反

映される授業となります。また、子どもの進度に合わせた教育が行われ、個別最適化され

た学習が推進されていきます。一番下が家庭での学びです。私は、学校での学びと家庭の

学びは一体化されるべきであると考えています。このように、学びが広がっていくという

図を表しています。 

 次のスライドをお願いします。これが、まず世田谷区の全ての学校で始めることを１枚
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のスライドで表してみました。これは第１段階なので、適宜更新されていきます。まず一

番初めの段階を表しています。これを見ていただくと、どの学習でもタブレットをツール

として使うことができるようにするということが表れています。 

 下のほうの３つ、青い枠で書かれているところが家庭で行うことです。見ていただくと

分かるんですが、今やっていただいている健康観察表の提出をタブレットでやるようにし

ます。それから、持ち帰ったタブレットで家庭学習を行う、宿題になっていくということ

です。11月から順次配り始めますが、そういった形で家庭学習を始めていきます。それか

ら、右側です。不登校児童というところですが、不登校の児童や何らかの事情で学校へま

だ来ていない子どもたちを支援していくということができるようになります。 

 次のスライドをお願いします。これがステップ２として目標を表しています。例えばこ

の一番左側ですが、環境問題です。環境問題は子どもにとっても、それから世界全体の問

題です。そこを見ていただくと、他国とつながりというふうに書いてあります。これから

タブレットを使うと、ほかの国ともつながることができます。こうやって自分事として捉

えて環境問題を考えていくというのも、子どもたちの学びの中でやっていくことができる

ようになります。 

 それから左から２つ目です。災害の問題です。いつ起こるか分からない災害に対して

も、子ども自身が自分の身を守るためにも考えていくということが必要になってきます。

これからの時代を担う子どもたちに必要な力だと私は考えています。 

 それから１つ飛ばして、一番右側です。スポーツのところです。もうスポーツ界では取

り入れられていることですが、これは中学生なら中学生なりにぜひ科学的にスポーツを考

えて、ぜひパフォーマンスを向上させていってほしいなというふうに思っています。 

 これがステップの２として目標のところです。 

 今まで説明してきましたが、このように世田谷の教育が変わっていきます。今日は皆さ

んのお声をたくさんお聞きして、これからの学びの推進に生かしていきたいと考えていま

す。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

○司会 ありがとうございました。 

 それでは、ここから保護者の方や地域の方の声を、実際の声を聞いてまいりたいと思い

ます。 

 最初に、京西小学校の保護者である渡部さんに登場いただきます。渡部さん、御準備よ

ろしいでしょうか。 
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○渡部氏 はい。 

○司会 よろしくお願いします。 

○渡部氏 初めまして、こんにちは。京西小の保護者の渡部と申します。よろしくお願い

します。今日は貴重なお時間をありがとうございます。 

 私が今日どういう立場でお話をさせていただくかということなんですけれども、京西小

で２人ほど子どもがおりまして、ＰＴＡの副会長を２年ほどやらせていただいたという親

の立場と、あと職業で外資のＩＴ企業に20年勤めております。ですので、デジタルとか、

ＩＣＴといった観点から、今、社会の世の中がこのデジタルということに対して、どうい

った課題があるかといったところから、この教育に、それぞれに子どもたちにどういった

ふうになってほしいかというのを、保護者の身もあるんですが、職業柄の身からというこ

とでもお話をさせていただきたいというふうに思っております。 

 もう皆さん、御存じのとおり、ＩＣＴとか、デジタルとかというのは、もう世の中、日

本だけじゃなくて、世界中で使われていて、特にこのコロナで、家にいても仕事ができた

り、教育、今ありましたように、授業が受けられたり、また皆さんもふだんの生活で食べ

物を直接オーダー、食べに行かなくても届いたりだとか、ビデオ屋さんに借りに行かなく

ても映像が見えたりとか、ぽちっと押すと本が届いたりとか、こういう世界になっている

というのは、皆さん、体感していることかなというふうに思います。 

 コロナ禍で、こういった教育のところで、ＩＣＴが議論されるというのは非常にいいこ

とだなというふうに思っております。私自身も、実は４月の緊急事態宣言から会社にほと

んど行っていません。我が社の会社は今、出社率0.3％ぐらいなので、そういった中で、

ほぼほぼ全く問題なく仕事ができている状況です。世間では、私立ではもう既にオンライ

ン授業があったりだとか、オンライン診断みたいなところまでも進んでいるということ

で、非常にこのコロナ禍、裏を返すと、デジタルの活用という意味では、すごくコロナの

患者が増えたのかなというふうに、仕事的にも個人的にも思っております。 

 その中で、私が考えるＩＣＴのこれからどんどんどんどん使っていくというところに関

して、仕事でのすごく感じている課題と、それに対して、子どもにこういうふうになって

いただきたいみたいな、個人的なところにも含みますけれども、お話しさせていただく

と、今、御説明があったように、デバイスを配ったりとか、ネットワークをつなげれば、

実は使えるものはもう使える状態になっています。何か技術が足りなくてＩＣＴが使えな

いということは、それは全くないです。もう技術は結構かなり進んでいます。ただ、問題
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なのは、それを使いこなせるかどうかというところだと思っています。ＩＣＴを考えると

きに、やはり違いのルールとか、完全に世の中が変わって、技術も変わっているので、今

までのルールで、例えばデバイスをつなぎましたとか、デバイスを配りましたというだけ

では、なかなかそれを使うということにはならないのかな、これは企業でも起きていま

す。皆さんに新しいツールを配って、なかなか使わないんですね。この間も給付金の申

請、携帯からマイナンバーを使ってできるんですけれども、使った人って、多分ほぼほぼ

二、三割の人で、皆さん使えなくて、保健所とか、市役所に並んだということが記憶に新

しいと思うんですけれども、やはりこういったものを使っていくに当たって、ルールと

か、そういったものを受け入れるというカルチャーの側面というのは、変えていくという

ことが非常に大事だなというふうに思っています。 

 例えば個人情報を出す、出さないとか、今回マイナンバーもうまく使えなかった、給付

金で使えなかったのは、銀行口座とやっぱりつながっていないというところがあるので、

そういったところを許容していくとか、ルールを変えていく。あと教育で使っていくとき

にも、そういったことが新しいルールをつくったりとか、夜中に見ていたらどうする、ｉ

Ｐａｄを見ていたらどうするんだ、そういったものも実は許容しなきゃいけないかもしれ

ない。そういったことが必要なんじゃないかなというふうに思っています。 

 特にシニアな人、社会的に役員クラスの人も、僕はＩＴ苦手なんだよねと新入社員の前

で言っちゃうこともあるんですけれども、ぜひそういった心の部分というか、使う側の気

持ちのところが非常に大事かなというふうに思っています。 

 そんな中で、子どもにこういったものを新しい技術を使ってどういった社会人という

か、これから活躍していく人材になってほしいかなというところで、やはり技術の変化が

非常に激しいわけなんですけれども、こういった中で、やはりどういったことをやりたい

のかという、何をやりたいかというビジョン、目的を持ってもらうというのは、これは前

から言われていることだと思う、非常に大事な論点になっているかなというふうに思って

います。我々は手段ではなく、ＨОＷではなく、ＷＨＡＴ、ＷＨＹとよく言うんですけれ

ども、手段というのは、例えばデジタル庁をつくりましたというのも、あれは手段で、じ

ゃ、何のためにやるのかとか、いい学校に行くというのも私は手段だと思っていますし、

何のためにやるのか、そういったところを強く持つことで、こういった技術をうまく生か

せる風土になるんじゃないかなというふうに思っています。 

 ですので、そういったものを持つために、いろんな体験ですとか、海外とこのＩＣＴで
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つないだりだとか、隣の学校の生徒と授業を受けてみるとか、そういったことがＩＣＴを

使うと自分の枠を超えるというのができるんじゃないかなということを期待していきま

す。 

 もう一つは、やっぱりこういった技術がどんどんどんどん変化していくので、新しいこ

とにチャレンジをする。実はチャレンジして、うまくいかないことも当然あります。海外

のグーグルとか、そういった企業もそういうのをどんどんどんどんトライ・アンド・エラ

ーでやってきてここまで成長してきたわけなんですけれども、エラーを受け入れるという

風土をぜひ社会でも築いていくべきなのかなというふうに思って、失敗を楽しく受け入れ

て、次のステップに生かす、そういったことができると、今度、こういった新しい取組だ

とか、技術だとか、そういったものをどんどんどんどん活用していけるんじゃないかなと

いうふうに期待をして考えています。 

 というところで、ちょっと子どもという感じじゃなかったんですけれども、私がデジタ

ル、ＩＣＴをふだん仕事でも扱っている立場から、今後、どういったところに取り組んで

いってほしいかなというところをお話しさせていただきました。ありがとうございます。 

○司会 渡部さん、ありがとうございました。御自身のお仕事の経験から、学校教育にも

生かせるようなお話が幾つもあったかと思います。社会人として何をやりたいかとか、個

人情報の新しい考え方、また情報セキュリティーについてもいろいろなことを考えていか

なくちゃいけないのかなというところでいろんなお話をいただきました。ありがとうござ

いました。 

○渡部氏 ありがとうございます。 

○司会 では、続きまして、地域の方の声として、おやまちプロジェクト代表の高野さん

から多様な子どもに対応するＩＣＴ活用などについてお話を伺いたいと思います。 

 高野さんは、尾山台付近の住民、学校、商店、大学など様々な人々が集まって地域で活

動しているおやまちプロジェクトの代表です。高野さん、よろしいでしょうか。よろしく

お願いいたします。 

○高野氏 よろしくお願いします。では、画面共有をさせていただきます。 

 それでは、よろしくお願いします。初めまして、高野雄太と申します。プロフィール、

いろいろ町の中でいろんなことをやらせていただいております。渡部教育長が尾山台小学

校にいらっしゃったときに、尾山台小学校のＰＴＡ会長も２年間やらせていただいており

ました。 



8 

 今日は２つの立場でお話をさせていただきます。１つは、私も保護者ですので、保護者

としての立場と、今御紹介いただいたように、一般社団法人おやまちプロジェクトの代表

理事としての立場の２点でお話をします。 

 私の子どもは男の子が３人います。今日の話の中心は、小学校６年生の三男のお話をさ

せていただきます。ここに書いてあるとおりに、入学当初から教室にあまりいたくなく

て、４年生の頃には一時期不登校になったこともありました。今はスクールカウンセラー

さんですとか、本当にありとあらゆる先生方にお世話になっているんですけれども、１日

１時間だけ保健室に行って、そこが彼のオアシスになっているというような感じです。す

まいるルームも週に１回２時間行かせていただいています。 

 ４年生の不登校になった頃に彼がこんなことを言いました。教室にいると周りの子がす

ごく気になってしまう。いろいろ検査をした結果、やっぱりそういう神経、感覚が過敏な

子であるということは確かで、周りにやっぱり30人のお友達がいると全く集中できない、

気になってそわそわしてしまうという子です。でも、学校が大好きなんです。友達がたく

さんいて、学校で約束してきて、うちに６年生たちがわんさか集まって、デジタルゲーム

をやっているわけなんですけれども、ただ、学校へ行くのは好きなんだけれども、教室に

いるのがつらいという感じです。あとはそもそも勉強がちょっと苦手だということもあり

ますけれども、とにかく学校は行きたい、でも、教室にはいたくないという子です。 

 あと一方で、現代の子なので、いろんなＰＣですとか、スマホですとか、そういった各

種の端末は使い慣れています。なので、僕が思うのは、家からもちろん授業を受けると

か、いろんな方法はあると思うんですけれども、そういう子どもの親として思うのは、学

校にいながら、別の教室で少ない人数で、教室で行われている授業が受けられるとか、そ

ういうこともできたら、親としては、家から学校の授業に入るとなると、どうしても親が

つきっきりにならなきゃいけないので、あと家は誘惑がたくさんあってなかなか勉強に集

中できない環境だと思うんですよね。なので、学校の別教室で授業を受けられたりしたら

いいなというのは、今回このお話をいただいていろいろ考えた中でちょっと思ったことで

す。 

 大学の話ですけれども、大学では、リアルとオンライン、対面とＺｏｏｍの併用で授業

が行われているというようなことも聞いています。技術的には可能だと思います。 

 親としては、学校というのはとっても必要な場所だと思っています。さっき言ったよう

に、友達がたくさんいますし、集団で何かをするという社会生活をやっぱり身につける場
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所なので、学校には行ってほしいし、本人も行きたいということを願っています。ただ、

教室で授業を受けることはつらい。なので、このＩＣＴをうまく活用していただいて、教

室や授業というものを苦しいものから、苦しくないものにして、最終的には楽しいものに

昇華させていくようになったらいいなというふうに、ＩＣＴはあくまでツールですので、

こういうことを達成するためのツールとして活用できるんじゃないかというふうに、保護

者としては考え、切に願うところです。 

 もう一つがおやまちプロジェクトの代表理事としてという話ですけれども、これは１つ

参考事例というか、ＩＣＴ、ＩＴを活用してこういう活動をしていますということを御紹

介しますが、簡単にどんなことをやっているチームなのかということをまずは説明しま

す。 

 尾山台での暮らしをより楽しく、よりおもしろく、より豊かにしたいよねというチーム

です。その根幹にあるのはつながりと学びです。とにかく人と人とが集まる、出会う、つ

ながる場所をつくって、そこで起きる偶然をきちんと大切にして、そこからいろんなこと

を学んでいくということをやっています。なので、コロナ前は、こういうワークショップ

をやったりとか、大人が集まる機会をつくるとか、子ども食堂のようなことをやったりと

か、こうやって人が新しく出会う場所をたくさんつくっていました。コロナが来て、人と

人とがリアルに出会っちゃならんというふうに言われてしまったんですけれども、Ｚｏｏ

ｍも利用して居場所づくりというのができるんじゃないかということでチャレンジをしま

した。今年の４月20日から６月30日まで、日曜日以外、週６日、朝11時から夜７時までと

にかくＺｏｏｍを開け続けるということをやりました。そうしたら、やっぱりみんな学校

に行けないので、１人で家にいても、やっぱりふさぎ込んだりとか、おもしろくないとい

うことで、小学生、中学生、大学生、お父さん、お母さん、いろんな方々がＺｏｏｍの中

に集まって、みんなで自分たちの居場所をつくったり、ここで新しい出会い、つながりと

いうのをつくるということをやっていました。オンラインでも出会ってつながることがで

きるということが分かったということです。 

 あと今、１つおやまちプロジェクトで取り組んでいることがありまして、おやまち部と

いう取組です。これもＩＴを一部活用させていただいております。これは東急株式会社さ

んの助成を受けている取組です。これがおやまち部の部活動の様子なんですけれども、今

はプロトタイプですので、中学生２名が部員としてやっています。 

 どういうことやっているかといいますと、まずは、最終的には町の中で自己表現をでき
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たりとか、町の課題解決なんかを通して、町のいろんな大人たちと出会って、自己肯定

感、自己有用感を高めていけるような取組にしたいと思っているんですが、まずは町のこ

とを知らないといけないねということで、まず町歩きをしました。これは取り組み始めた

のが今月に入って、10月からですので、まずは町を知るということをしています。町歩き

をして、これも最終的にそこで見つけた自分たちの気になる町のポイントとかすてきな場

所というのをインスタグラム、ＳＮＳに投稿していくということをしています。流れとし

てはこういう感じで、大人からの呼びかけがあったんですけれども、中学生なので、自分

たちでそれをよりよい活動にしていくためのアイデアを出してくれて、やっぱり10代の若

者ですので、スマホの扱いも慣れているし、ＳＮＳの扱いも慣れていて、自分たちの思う

町のすてきなところをＳＮＳに投稿していって、町の人たちに自分たちの町のことをもっ

と好きになってもらいたいということを今やっています。 

 これがおやまち部です。コロナなので、大人数にしないということもありますし、プロ

トタイプということでやっています。４月以降本格稼働していく取組です。 

 最後、まとめなんですけれども、先ほども言ったように、ＩＣＴというのはあくまでツ

ールなので、ＩＣＴ教育をすることが目的ではないと思います。それは皆さん、釈迦に説

法だと思いますけれども、共通している認識だと思います。やっぱり今、多様な人がたく

さんいますので、もう子どもも大人も多様な居場所があるべきではないか、それは学校の

中に違う教室をつくるという発言をしたこともそうですし、Ｚｏｏｍが居場所になるとい

う事例を紹介したこともそうです。 

 子どもたちにとっては、やっぱり安心できる場所があれば、いろんなことにチャレンジ

できる、そういう安心できる場所とチャレンジできる環境を用意するのが我々大人の役目

だと思うので、それにこのＩＣＴがツールとしてとても有効なのではないかなというふう

に考えています。 

 ちょうど10分になりますので、これで終わりたいと思います。ありがとうございまし

た。 

○司会 高野さん、ありがとうございました。新型コロナウイルス感染症による学校臨時

休業等でオンラインということが非常に話題になりましたが、ＩＣＴはあくまでツールと

して、教室にいなくても授業を受けられる環境であったり、地域がつなぐことができるい

ろんな環境として、様々生かしていけるということで事例を紹介していただいたかと思い

ます。どうもありがとうございました。 
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○高野氏 ありがとうございました。 

○司会 それでは、続きまして、桜丘中学校の保護者である平床さんから、保護者の目線

から家庭におけるＩＣＴの活用などについてお話を伺えればと思います。平床さん、よろ

しいでしょうか。 

○平床 はい。 

○司会 よろしくお願いします。 

○平床氏 初めまして、平床麻子と申します。私は子どもが４人いまして、一番上は中学

１年生の長女で、小学校５年生の男の子と１年生の女の子と２歳の男の子がいて、私自身

は世田谷の学校保護者２期７年なんですけれども、全然今まではＰＴＡとかもやったこと

がないし、こんなところで発言するのも恐縮なぐらいなんですけれども、実際にコロナで

学校が休校になって、学校とやり取りが取れないとなったときに、私の周りの保護者たち

で世田谷公教育ＩＣＴ利活用を考える会という活動が始まって、そこに参加させていただ

いたのがきっかけで、今日こちらにも呼んでいただきました。その活動では、実際に休校

中に、ＩＣＴを使った教育というものをどう捉えているかという保護者アンケートを実施

したり、その声、リアルな声を吸い上げて、教育委員会にお届けし、そこから教育長の渡

部さんと、あと教育委員会の會田さんと、井元さんと一緒にウェビナー、オンラインセミ

ナーなども開催しました。なので、今日は保護者としてと、その会を通じて見えてきたこ

となんかをお話しできたらいいなと思っています。 

 休校になって、うちの長女、桜丘中は、結構いち早くロイロノートが始まりました。１

年生だったので、やっぱり休校で学校生活が始まらないことにすごく不安だったんですけ

れども、ある日娘が、ママ、学校の担任の先生とすごく気が合いそうなのと言って、うれ

しそうに話してきてくれたことがあって、それってどういうことと言って聞いたら、ロイ

ロノートで担任の先生と自己紹介をし合ったと。彼女が好きな食べ物を聞かれたから、チ

ョコレートが大好きですって答えたら、先生も私もチョコレート大好きだよって答えてく

れたのがすごくうれしかったみたいで、まだほとんど会ったこともない担任の先生のこと

をすごく親近感が湧いて、うれしそうにしている姿が、当時、私自身がすごく不安でいっ

ぱいだったんですけれども、何かすごく心強く思えた出来事でした。 

 あとユーチューブの配信の授業も早くから始めてくださっていて、ユーチューバーみた

いな先生がいるといって娘が楽しそうに教えてくれたので、私も一緒に見たんですけれど

も、本当に楽しい授業で、学校に行かなくてもこんなに楽しい授業が家にいてもできるん
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だなというのをすごく可能性を感じる出来事でした。その先生に実際にオンラインセミナ

ーのときにもゲストで登場していただいたんですけれども、先生もやっぱり対面のよさと

あとオンライン授業のよさ、両方をこれからも使っていきたいなとおっしゃっていた言葉

もすごく印象的でした。 

 ちなみに今も桜丘中ではロイロノートをすごく使用しているんですけれども、小学校の

ほうは余り進んでいないなという感じで、５年生の長男は、ロイロノートのＩＤはプリン

トで来たんですけれども、その後余り動きはなさそうで、何かがあると、やっぱり今のと

ころは、前と変わらず、電話で先生とお話しする感じなので、ここはちょっと保護者の中

でもやっぱり早くメールにしてほしいという声もすごくよく聞くので、そこが現実的にな

るといいなと思っています。 

 コロナで休校になって、ＩＣＴがすごく注目されるようになったんですけれども、そこ

から根本的にＩＣＴって何を目的にしたものなのかと考えたときに、子どもたちの個性だ

ったり、個々に寄り添うという部分をすごく大切にしている。学校に行けない子だった

り、行くことが難しい子だったりにしても、みんなに平等に学ぶ環境を与えられるという

ところが根本にあると思っているんですけれども、実際に教育長の渡部さんからも一緒に

オンラインセミナーをしたときに、世田谷の教育は誰一人子どもたちを置き去りにしな

い、個々に寄り添った教育を目指したいという言葉をいただいて、すごく保護者として心

強い言葉だったんです。 

 ただ、実際にその言葉が現場にもちゃんと下りてきているのかというところでちょっと

感じた出来事があったんです。それが、桜丘中はすごく校則が自由な学校なので、この

間、初めて運動会で学校に行ったんですけれども、いろんな髪型の子がいて、うちの子も

髪の毛を下のほうを染めたりとかして、すごく自由に通っているんですけれども、実際に

行ったら、本当に茶髪ロン毛とか、いろんな髪の個性的な子がいたんですけれども、で

も、運動会でみんな自分の出番になったら一生懸命走って、見た目ではないというか、自

分たちの世代だと、ちょっとチャラチャラしているんじゃないのと思うような子もすごく

活発に運動会に参加している姿勢が見えて、もう見た目とかじゃないんだなと思った矢先

に、違う中学校に娘さんを通わせているママから夜連絡をもらったんです。その子が生活

指導の先生にツーブロックを指導されたと。そのママはすごくショックを受けていて、桜

丘中はすごく自由と聞いたけれども、うちの学校は全然そうじゃないんだという話を聞い

て、私自身も、公立の中学校の中でそんなに差があるというのを余り認識していなかった
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ので、すごくショックではあったので、ＩＣＴが個々のいろんな子に寄り添った教育とい

うところを根本に進んでいるのに、何だかほかの面でいうと、まだまだそこの子どもたち

に寄り添えていない部分が見えてきたというか、そこは学校によってもその差もすごくや

っぱり課題だなと思ったので、もっと子どもたちが主役、主体の学びというところを、例

えば校則だったり、そういう違った視点でもこれから考えていけたらいいんじゃないかな

と思いました。 

 あと、それから、こういう保護者と学校と教育委員会がつながる、こういう場を設けて

くださることにすごく希望を感じるので、また今後もこういう機会をぜひつくっていただ

けたらなと思います。 

 以上です。ありがとうございました。 

○司会 平床さん、ありがとうございました。休校中の保護者の立場から、授業支援ソフ

トであるロイロノートスクールについての対面のよさとオンラインのよさ、また個々に寄

り添う教育というところでは課題というようなこともいただいたかと思います。どうもあ

りがとうございました。 

○平床氏 ありがとうございました。 

○司会 ここまで３人の保護者や地域の方に登場いただき、お話を伺いました。今後とも

教育現場や家庭でのＩＣＴの活用を進めていくに当たっては、保護者の声や地域の方の声

も聞きながら進めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、続きまして、区内の小中学校のＩＣＴ教育の現状について、授業や学校行事

の風景、また児童・生徒にインタビュー等も行っておりまして、これは事前に録画してお

りますので、こちらのほうを皆様に御覧いただきたいと思います。時間は15分弱でござい

ます。よろしくお願いします。 

  

（ビデオ上映） 

○司会 池之上小学校と三宿中学校のビデオについては以上となります。子どもたち、や

っぱり中学生とかはより積極的な取組をしているのかなと、そういう意見が多かったのか

なというような印象があったかと思います。 

 では、先に進みたいと思います。ここから教育推進会議の委員による意見交換のほうに

移ってまいりたいと思います。 

 ここまで保護者、地域の方の声を聞き、また学校の授業風景や子どものインタビューを
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見てきました。保護者の立場からお話を伺いたいと思います。どなたか御発言のほう、ご

ざいますでしょうか。 

 では、村上委員から手が挙がりましたので、社会教育委員の村上委員、よろしくお願い

します。 

○村上委員 教育に関わるＩＣＴの活動や現状の話を聞くことができて、とても勉強にな

りました。 

 私は、社会教育委員として本日参加をしております。社会教育委員の役割というのは、

町に住む様々な人たちが一緒に何かをすることでつながって、町や社会で暮らすことの楽

しさを感じて、社会で生き抜く力を育むことです。これは今の学校や家庭教育だけでは身

につけることは難しいと思っています。その中で、今回の高野さんが活動されているおや

まちプロジェクトは、様々にまさにそれを実践されている先導的なモデルだと思ってお聞

きしました。 

 その活動において、Ｚｏｏｍを利用した居場所や出会いの場所をつくったり、またおや

まち部のように、ＩＣＴがツールとして活用されているということはとても参考になり、

勉強になりました。 

 私が現在代表している世田谷はぐくみプロジェクトは、子どもたちと一緒に食事を作っ

て食べるという世田谷ユースキッチンｉｎ松沢という活動なんですけれども、これがコロ

ナの中で本来の活動が難しくなっています。なので、今回のお話を聞いて、地域の様々な

方々のお力を借りながら、ＩＣＴをツールとして活用しながら、子どもたちと生きる力を

育んでいきたいなというふうに思って聞かせていただきました。 

○司会 ありがとうございました。 

 そのほか、御意見ある方、挙手をいただければと思います。また、先ほどのパネリスト

の方の中でも、何か御意見をという方がいらっしゃいましたら、お願いしたいと思いま

す。いかがでしょうか。 

 それでは、本日は、保護者からのお話をちょっと中心にと考えているところもございま

すので、ＰＴＡというところで、小学校ＰＴＡ連合会協議会の大塚様、何かございました

ら、お願いいたします。 

○大塚委員 ありがとうございます。小学校のほうでは、まだ11月から配付ということな

んですが、６年生が優先ということを聞いていて、私は小学校にいる娘はまだ５年生なの

で、そんなにクラスでも、担任の先生からもお話というのはまだ出ていないそうなんで
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す。でも、１人１台配付が始まるということは子どもたちはみんな聞いていて、すごく楽

しみにしているというのはよく話してくれます。どんなことをしたいのというふうに聞く

と、やっぱりプログラミングを使って、みんなでゲームをつくって、それで遊んでみたい

とか、例えばなかなか学校に来れない子がいたりしたときにでも、お話ができたりとか、

そういうことがあったらやってみたいというのは話していました。 

 親の間で話が出ているのは、やっぱり学校になかなか電話をかけづらい状況というのが

あったりするので、そういうときに、例えば学校の先生方と連絡が取りやすくなるのでは

ないかというふうにすごく期待を寄せています。 

 これから先はやっぱりコロナだけじゃなくて、インフルエンザもはやってきたときに、

学級閉鎖とかになったときに、そういうオンラインツールがあると、子どもだけでなく、

親もとても安心につながるので、ぜひ手元に届いたら活用していきたいなというふうにみ

んなで話しています。 

○司会 ありがとうございました。１人１台端末、これから入ってまいりますので、それ

に伴った家庭での活用というところで、その期待ということをいただいたかと思います。 

○大塚委員 個人が管理するというふうにちょっと聞いてはいるんですが、それは持ち帰

った場合、子どもが持ち帰ることへの不安の声というのが周りで少し上がっているんです

けれども、それはどんな感じになるかというのがもし分かればいいなと思ったんですが。 

○司会 これからではございますけれども、１人１台端末については、学校でも家庭でも

ということで、家庭のほうに持ち帰っていただいて利用していただくということも考えて

おります。安心して使っていただけるようなまたルールづくり等、また具体的なマニュア

ル等も示しながら、不安のない形、あるいはその運用サポートをどうしていくかというと

ころも含めて、これから進めてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○大塚委員 ありがとうございました。 

○司会 では、いかがでしょうか。もしよろしければ、中学校ＰＴＡ連合協議会の栗花落

委員からいただけますでしょうか。 

○栗花落委員 私たち中学校ＰＴＡ連合協議会は、ここもう10年近く教育委員会のほう

に、教育条件整備要望書という形でＩＣＴ教育の推進を要望してまいりました。それがこ

のコロナ禍というちょっと特殊な環境の中で推進されていくことに戸惑いは感じますが、

今までさせていただいた要望が通ってきていることにまずは感謝を申し上げます。本当に



16 

ありがとうございます。なかなか実現しないであろうと思いながら要望してきた１人１台

配付というような、とても大きな決断をしていただきまして、これからどんどん進んでい

くんであろうという思いの中で、ＩＣＴ、今も映像が途切れ、途切れになったり、なかな

か見れなくなったりとか、たくさんの問題点を抱えているところがあると思います。 

 ただ、ＩＣＴを活用することによって、教育が皆さん全て、子どもたちに行き渡るよう

になるのであれば、本当にこれは推進していっていただきたいものでありますし、最初Ｉ

ＣＴ教育をスタートさせるときは、不登校児であったりとか、学習に遅れを感じる子ども

たちのカバーアップとしてＩＣＴを導入していってはどうかというようなお話がかなり強

かったことを記憶しております。もちろんそういう面においても今後必要になってくると

思いますし、ただ、難しい問題をたくさん抱えていると思います。今大塚さんのおっしゃ

ったいわゆる保障の問題です。子どもたちは家に持ち帰って一体どういう扱いをするの

か、いろいろあると思います。 

 授業で使われることが一番だと思うんです。教科書、ノート、いわゆるこういうタブレ

ットという形になるのが一番だとは思うんですが、学校に持っていって、ネットワーク環

境が果たして、全校生徒が使った段階でネットワークがきちんと機能してくれるのか、そ

こでネットワークを使わないながらのタブレットを使って、そのまま先にしていけること

ができるのかという先生方のいわゆる教育にもなってくると思うんです。先生方が使えな

かったら結局は使えなかったりとか、さきの三宿中学校のダンスの授業なんかはすごくい

いことだと思うんです。プロフェッショナルの方に直接、子どもたちがタブレットを通し

て指導していただけるというようなことがあったので、今後どのように活用していくのか

というのを見極めていただいて、どんどんどんどん推進していっていただけたらなと思い

ます。 

○司会 ありがとうございました。これから１人１台端末、今年度ということで、前倒し

で進めてまいります。まず同時に、ネットワーク、今のネットワーク環境、学校のネット

ワーク環境が十分でないというところも大幅に改善してまいりますが、また教員のスキル

の問題等いろいろお話をいただいたかと思います。 

 もう１人ぐらいということで、よろしければ、加藤委員から一言いただけますでしょう

か。 

○加藤委員 今日はありがとうございます。様々なお立場の方のお話を聞けて、大変勉強

になりました。 
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 まず、区立小中学校の全児童と生徒に１人１台の端末が整備されるということは大変よ

かったと思っています。コロナ禍で、子どもたちは様々なことを奪われてきました。学ぶ

権利もその一つだったと思います。休校中の家庭での学習に差が生じて、学校が始まって

からのほうが不安だという保護者の方の話も耳にしたことがあります。やはり教育は、ど

の子どもの学びも止めない環境の整備が大前提であるなと改めて感じたところです。 

 そして、これからはＩＣＴをうまく活用して、今までの対面の学習をさらに掘り下げた

り、発展したりして、自分のものにしていく学習になっていってほしいと思っています。

私は学校運営委員会の代表の立場として今日は出ていますが、学校運営委員会でも、校長

先生より世田谷区の施策や学校の取組などをよくお伺いしながら、必要なときは、保護者

や地域からの声もお伝えして、学校と保護者と双方で進めていけるよう、お手伝いできれ

ばいいなと思っています。そしてＩＣＴを地域の活動の中でも活用していくことで、子ど

もたちの学校以外での学びにも大きく活用できるのではないかなというところに大きな期

待を寄せています。 

 以上です。ありがとうございます。 

○司会 ありがとうございました。小学校学校運営委員会の代表という立場からお話をい

ただきました。新しい学校以外の地域の活動等にも生かせたらというような御意見をいた

だきました。 

 では、いかがでしょう。そのほかに何かございましたら、挙手していただければと思い

ますが、よろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。教育推進会議の委員から御意見をいただきました。ＩＣＴの

活用による新しい学び、これからの学びについて御意見をいただきました。いただきまし

た貴重な御意見を踏まえまして、子どもを取り巻く教育の環境や課題について、引き続

き、学校、家庭、地域と教育委員会が共に考え、引き続き取り組んでまいりたいと思いま

す。 

 それでは、この第１部のまとめとして、東京学芸大学附属小金井小学校の鈴木先生から

講評ということでいただければと思います。先生、準備のほうはよろしいでしょうか。 

○鈴木氏 はい。 

○司会、 では、よろしくお願いいたします。 

○鈴木氏 東京学芸大学附属小金井小学校の鈴木でございます。私、もう今日は本当に光

栄でありまして、といいますのは、私、世田谷区民になってから今年で54年目でございま
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す。つまり、生まれてからずっと世田谷区に住んでいたんですけれども、卒業は世田谷区

立千歳小学校でございました。教育実習をさせていただいたのも千歳小学校でしたので、

私が今小学校教諭としてあるのはもう世田谷区のおかげでございます。その世田谷区の教

育推進会議に呼んでいただけたのは本当に光栄なことだと思っております。どれほどのこ

とがお話しできるか分かりませんが、ちょっと本日の感想をお話しさせていただければと

思っております。画面を共有させていただきますので、少々お待ちください。 

 本日、３つほどお話しさせていただければと思っております。東京学芸大学附属小金井

小学校がコロナ禍で一体どういうふうなことをしていたかということと、それから、これ

からのＧＩＧＡスクール構想においては覚悟が必要ですよという話、それから最後にＩＣ

Ｔで学びを救うというところをお話しできればと思っております。 

 まず、本校の状況なんですが、これは後で、もしよろしければ、アーカイブを読んでい

ただければと思いますけれども、３、４、５月と休校して、だんだんとＩＣＴ活用が進ん

でいって、６月から学校に子どもたちが戻り始めてから、さらにＩＣＴの活用を進めてい

るというところがございます。１人１台整備はまだこれからなんですけれども、一部先行

してやっている学年もありますので、徐々に成果が上がっているところです。 

 そこから学んだのは、これまで我々はフェース・ツー・フェースの教育をすごく大事に

してきました。教室で教師が生徒と向かい合ってやる教育、あるいは画面の中に子どもた

ちに来てもらってやるようなことも休校中はやっていたわけですけれども、それだけでは

不十分であろうと。やはり子どもたち一人一人に寄り添うようなことをしていかないと駄

目だねということに、休校中、オンラインで様々な学習支援を行いながら、我々は気づい

てきたところです。 

 と思っていたら、今日のお話の中で、中学校の保護者の平床さんのお話の中で、担任の

先生と子どもが自己紹介し合ったらすごく気が合いそうだったというふうなエピソードを

伺いました。ＩＣＴは個々に寄り添うためのものだと考えていますというのをおっしゃっ

られていて、全くそのとおりですということを考えておりました。これからは学びのサイ

ド・バイ・サイドに寄り添っていくということが大事ではないかなということが１つござ

います。 

 それから、それらのことについては、本校は毎月一遍オンラインセミナーを開催してお

りまして、それをユーチューブのほうにアーカイブを載せておりますので、例えばもし小

学校の先生方で、一体ＩＣＴを使って国語をどうするんだ、算数は何をやればいいんだと
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いうようなことがありましたら、各教科ごとにいろんな発表がありますので、もしよろし

ければ御覧いただければと思っております。 

 さて、ここは今日の本題かなと思うんですが、死の谷を越える覚悟というふうに書きま

した。ＩＣＴ活用をこれから進めていくわけですけれども、バラ色のことばかりではあり

ません。いろいろ難しいこともありますよ。でも、そこを越える覚悟してくださいねとい

うお話です。 

 先ほど渡部教育長からステップ１、ステップ２というお話がありました。こういうふう

にだんだんと活用が進んでいくということを想定されているのだと思いますけれども、そ

の方向性はもちろん間違っていないんですが、そう簡単にはいきませんよということをお

話ししなければなりません。これは１人１台やってきた、私は１人１台でやって、合計で

３年ぐらいになるんでしょうか。その中でやはり考えてきたことなんですけれども、皆さ

んこういうふうに考えていらっしゃるんじゃないかなと思うんです。活用率がどんどん上

がっていけば、効果もそれに比例してぐんぐん上がっていくというふうに考えていらっし

ゃるんじゃないかなと思うんですが、実はやってみると現実はこんな感じです。最初は、

活用をいくらやっても全然効果が上がらないと、これだったら紙でやったほうがいいじゃ

ないかというふうな時期が使い始めは必ずあります。ところが、これが、うまく活用して

いけば、徐々に、想定していたよりももっと高い効果を上げるようになっていきます。 

 では、その分水嶺はどこかということなんですけれども、私はこう考えています。ここ

を死の谷と言っているわけですけれども、活用を進めても進めても効果が上がらないとい

うところですが、その死の谷にいるのは、言われたことだけ子どもたちがやっているとい

うふうな状況のときには、どうしても効果はそれほど上がりません。ただ、これも必要な

ステップなんです。最初は使い方が分かりませんから、まずは先生にこうやってごらんと

言われたことをやってみないと仕方ないんですけれども、そこだけで押さえていると、死

の谷は越えられないんです。死の谷を越えるために必要なのは、自発的に活用するように

なるということが大事なんです。子どもたちが自分でＩＣＴを使っていろんなことに活用

していこうというふうになっていったときに、初めて我々が想定した以上の効果が生まれ

るということになります。 

 その自発的に活用するというのはどういうことかというと、子どもにタブレットを使う

自由を与えるということなんです。これは聞こえはいいんですけれども、学校現場におい

ては実は結構大変なことです。これは私のクラスの例ですけれども、クラスで動物を飼い
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たいというんです。ハムスターがいいか、ウーパールーパーがいいかということになった

んです。そうしたら、生き物係の子たちが、自分たちでオンラインフォームをつくって、

Ｔｅａｍｓというグループで共有するアプリがあるんですが、それにＵＲＬを送って、み

んなにこれに答えてくれと、その集計結果でもってどっちにするか決めたいというふうな

ことを言ったことがあります。我々が想定していなかったような、子どもが自分でオンラ

インフォームをつくって、みんなに呼びかけて物事を決定していく、そんなことを子ども

が自分でやるようになっていくんですけれども、そのためには、子どもにタブレットを使

う自由を与えるということがやはり重要なんです。 

 それはどんな自由かというと、まずは授業等で習ったいろんなアプリとかがあると思う

わけですけれども、それを使える自由を与えなければいけません。授業だけじゃなくて、

いろんな場面で使っていいよという自由です。それから、いつでも使える自由が必要で

す。タブレットは授業のときしか使えませんというのでは活用は進みません。休み時間で

も使っていいよ、放課後でも使えるよ、朝学習でも使えるよ、いろんなときに使えるとい

うふうな時間を、自由を与えることが必要になります。そしてどこでも使える自由、教室

の自分の席ででしか使えませんというのでは活用は進みません。御家庭で使うことも考え

られているということでちょっと安心しましたけれども、学校だけでなく、いろんな場面

で、もしかしたら、町に出て社会の調べ学習をするなんていうこともあるかもしれませ

ん。タブレットで写真を撮ってきてまとめるとかということもあるかもしれません。どこ

でも使える自由というものも大事です。それを乗り越えていくことで死の谷を越える高い

活用効果が生まれるというふうに私は考えているわけです。 

 こういうお話をすると、どこかから聞こえてくるのは、いや、そんなことを言っても、

何か問題が起こったらどうするんだというふうに言われることはあるんですというふうな

お話をいろんなところの学校の先生から伺いますが、何か問題が起こったらどうするんだ

ということでストップをかけ、子どもたちにいろんな制限をかけてタブレットを使う自由

を奪うと、待っているのは死の谷に埋没して、タブレットが死蔵されるという現実です。

何か問題が起こったらどうするんだというふうに言うのは、大抵立場が上の人が言うわけ

ですけれども、ぜひ先生方にお勧めしたいのは、何か問題が起こったらどうするんだ、誰

が責任を取るんだと言われたら、いや、あなたですというふうに言えばいいんじゃないか

なと私は思っていますけれども、逆に何かを統括する立場にある方が、何か問題が起こっ

たらどうするんだ、それを受け止めるような許容力が非常に必要になってくるんじゃない
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かなと思います。 

 戻りますけれども、やはり皆さんで確認したいのは、何か問題が起こったらどうするん

だというふうな発想は、やっぱり学校というものを分かっていないと私は思います。学校

というのは、失敗しないように手順や道筋が明確に示されている場じゃないんです。ここ

を通れば、こういうふうにやれば失敗しないよということを教えるのが学校ではありませ

ん。学校は、身体的、精神的に深い傷を負うことなく安全に失敗できる場なんです。安全

に失敗できるということが大事なんです。学校はそういう場であるべきなんですよ。です

から、何かあったらどうするんだじゃなくて、何かあったときにどうしようかというふう

に考えられるようでないと、学校というのはうまくいかないんですね。 

 タブレットが１人１台配られた中にあっても、トラブルが起きないように利用を制限す

るんじゃなくて、トラブルが起こったら子どもと一緒に解決していく、そういう覚悟を学

校も家庭も持たないといけません。ということをお話ししなくちゃなと思っていたんです

けれども、この話は必要なかったかもなと思ったのは、今日の最初のほうで、小学校保護

者の渡部さんからこんな御発言がありました。ＩＣＴが活用が進んで１人１台になった

ら、もう既存のルールに縛られていちゃ駄目なんだと、カルチャーを変えていくことが大

切ですよと、それは使う側の気持ちの部分が大切で、一番最後がすごく大事だと思うんで

すが、エラーを受け入れる風土が生まれないと駄目なんですということを渡部さんはおっ

しゃっていました。保護者の方からこういうふうな発言が出てきて、それが教育推進会議

で出されるわけですから、もうこれは安心だなというふうに思ったんですけれども、こう

いうところが非常に大事になっていくんじゃないかなと思います。 

 それから、ビデオの中で興味深いなと思ったのは、児童の発言だったんですけれども、

先生にしかメッセージを送れないんだけれども、友達同士でもメッセージを送りたいとい

うふうに言っている子がいましたね。これはどこの学校でも結構課題になるところなんで

す。いわゆる子どもたち同士のチャットをオーケーにするかどうかみたいなところはすご

くもめるところです。もめるところで、実はそれを一体どうするかと考えるところが、学

校が一歩先へ進むための材料になるんですけれども、こういう声に一体学校はどう応えて

いくのか、家庭はどう応えていくのか、地域が一体どう支えていくのか、我々は今大きな

宿題を突きつけられているところにいるんじゃないかなというふうに思います。 

 そういうことを越えて、ぜひ死の谷を越えて、自発的に活用して高い効果を生むという

ところに行っていただければなというふうに思っております。 
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 さて、最後に、ＩＣＴで学びを救うということなんですが、私、後でもちょっとお話し

しますけれども、ＩＣＴを活用して、インクルーシブ教育を実現するということを、ほぼ

ライフワークのような形で研究しているんですけれども、やはり学びに困難を抱える子ど

もたちというのが学校の中に一定数います。どこの学校にもいます。私の学校にもいます

し、世田谷区のどの学校にも必ずいると思います。そういう子たちに対して、ＩＣＴで救

いの手を差し伸べる、ＩＣＴで学びを救うということができればすてきだなと思って、そ

れをぜひ皆さんに訴えようと思っていたんですが、これも今日先に言われてしまいまし

た。おやまちプロジェクトの高野さんが、ＩＣＴを利用して教室や授業を、苦しいところ

ではなくて、苦しくないように持っていって、そして楽しいというところまで持っていく

のがいいというふうにおっしゃっていて、もう本当にそのとおりですというふうに思いま

した。やっぱり学校を支える皆さん、あるいは学校で働いている皆さん、悲しくないです

か、子どもたちが教室や授業を苦しいと感じていたら。やっぱりそれは何とかしてあげた

いというふうに思うわけです。 

 例えばほんの一例です。ほんの一例ですけれども、ちょっとこれを見ていただければと

思うのですが、ＩＣＴで学びを救うという文字を４種類出してみました。これは要するに

フォントが違うわけなんですけれども、何ていうフォントかというと、こんなフォントた

ちです。多分、皆さんが一番使うのは上から２番目の明朝体なんじゃないかなと思いま

す。多くの公文書で明朝体が使われているんじゃないかなと、あるいはゴシック体、その

下のものが使われているんじゃないかなと思います。 

 教科書ではどんな文字が使われているかというと、一番下の教科書体というのです。た

だ、これは実は教科書会社によって教科書体は違うんですよね。いろんなフォントを使っ

ているので、このとおりではないんですけれども、非常に美しい字形のものを使っている

ことが多いんですが、実はこれが読みづらいという子たちは無視できない数いると私は思

っています。いわゆるディスレクシアと言われる子たちばかりではなく、顕在化していな

いけれども、ちょっとこういう細いのは読みづらいんだよなとか、明朝体の文字の場所に

よって細かったり太かったりするのってすっごい読みづらいんだよなというふうに思って

いる子たちは、恐らく一定数います。そういう子たちでも読みやすいようにというふうに

考えられたのが、一番上のＵＤデジタル教科書体というものです。Windowsであれば標準

で入っているフォントですけれども、お気づきになられた方はいらっしゃるかもしれませ

んが、私、ここまでのプレゼンテーションで、このスライド以外では全てＵＤデジタル教
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科書体を使っていました。 

 例えば子どもたちに何か資料を展示するというときに、これを使うというだけでも学び

を救う１つになります。あるいは子どもたちが１人１台タブレットを手にする、自分のタ

ブレットを手にするというときに、カスタマイズすることを許していただきたいなと思い

ます。私のクラスでいえば、物すごく画面を暗くする子がいます。タブレットの画面が物

すごく明るいのがつらいという子がいます。あるいは背景をちょっと黄色っぽいのにする

というふうな子もいます。下敷きみたいなものを画面の前に置く子もいます。いろんな工

夫をして自分の見やすい環境をつくらせているんですけれども、そうしたい子っていっぱ

いいると思うんです。１人１台タブレットが配られたら、そういうことも学校では配慮す

る必要があるし、そういう配慮を進めていく中から、ＩＣＴで学びを救うって一体どうい

うことだろうということを気づく場合も多いと思うんです。ぜひそこに取り組んでいただ

ければなというふうに思っています。 

 ちょっと宣伝になるんですけれども、このＩＣＴで学びを救うことの研究を我々はやっ

ておりまして、そのセミナーを毎年行っているんですが、今年初めてオンラインで行いま

す。「ＩＣＴに学びを救われる子はあなたのそばにいる」というタイトルでやっているん

ですけれども、３回目になるんですが、１週間後、来週の土曜日の午後に開催いたしま

す。下の段が本校の教員なんですけれども、その実践発表をするとともに、上の段の豪華

なゲストの方々のお話やパネルディスカッション等々を交えて行うセミナーになります。

「ＩＣＴに学びを救われる子はあなたのそばにいる」とか、「小金井小 インクルーシ

ブ」とかで検索をかけると出てくると思いますので、もしよろしければこちらも御覧いた

だければなというふうに思っております。 

 ＩＣＴで学びを救うってどんなことだろうかと、具体的に一体どんなことをすればいい

のか、私は国語の実践発表をするんですけれども、国語を教えるときに、ＩＣＴで学びを

救うことを考えながら国語を教えるって一体どういうことなんだろうみたいなことのヒン

トを提供できればなというふうに思っております。 

 時間になりましたけれども、最後にまとめさせていただきますが、今日の推進会議、非

常に実のあるもので、私も大変勉強になりました。最初に教育長が示されたステップ１、

ステップ２を着実に進めていって、活用効果を高めていっていただきたいなと思います

が、そこで非常に大切になるのが、学校、保護者、そして地域がどう協力していくかとい

うところです。学校の先生方はＩＣＴに強い方ばかりではありません。そこに保護者や地
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域が協力を寄せる余地はあるんじゃないでしょうか。そういったことをうまく進めて、世

田谷区でＩＣＴの活用が進んでいくことを願っております。 

 以上で私からの講評とさせていただきます。ありがとうございました。 

○司会 鈴木先生、講評いただきまして本当にありがとうございました。小金井の先行し

た部分から、これから世田谷区が直面するであろう子どもが自発的に活用する、またＩＣ

Ｔで学びを救うと、学校、保護者、地域が連携を取ってというようなことで大変貴重なお

話をいただきました。本当にありがとうございました。 

 それでは、以上をもちまして、本日の第１部、第２回教育推進会議を終了させていただ

きます。改めまして皆様、長時間にわたり御参加、傍聴いただきましてありがとうござい

ました。 

 ここで休憩時間を入れさせていただきまして、第２部の総合教育会議については14時45

分をめどに再開させていただきますので、しばらくお待ちください。ありがとうございま

した。 


