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はじめに

　春日市は九州北部、福岡都市圏の中央部に位置。福岡
市の南側に隣接し、福岡市中心部まで 10 キロメートル圏
内という地理的条件に恵まれています。東西 4 キロメート
ル、南北 5.34 キロメートルのひし形に近い円形をしており、
面積は 14.15 平方キロメートルで、福岡県内で一番面積
の小さな市です。福岡都市圏の住宅都市としての性格が強
く、昭和 40 年ごろから人口が急増しています。平均年齢
は 43.63 歳です。日経ＢＰ総合研究所が今年 8 月に発表し
た「シティブランドランキング - 住みよい街 2021-」におい
ては、全国 11 位、九州・沖縄エリアでは 2 年連続 1 位と
なっています。
　春日市の小中学校は、平成 17 年度に春日北小学校、
日の出小学校、春日北中学校がコミュニティ・スクールに移
行したのを皮切りに、順次導入が進み、平成 22 年 4 月か
ら、18 校全ての小中学校がコミュニティ・スクールになりま
した。平成 24 年には、第 1 回全国コミュニティ・スクール
研究大会がクローバープラザ※で開催され、北海道から沖
縄まで全国の教育関係者や学校関係者、地域の人など約
1,400 人が参加しました。同大会は、全国コミュニティ・ス
クール連絡協議会と春日市教育委員会主催、文部科学省
企画協力によるもので、分科会での実践発表や全体会での
フォーラムなど多くの事例報告が行われ、活発に意見が交
わされました。現在、春日市のコミュニティ・スクールは、
学校・地域の特色を生かし、それぞれの学校ごとに内容の
異なる、多彩な教育活動「共育」を行っています。

※クローバープラザ＝春日市内に立地する福岡県立の複合施設

１．感染拡大下での春日市教委の対応

(1)　夏季休業中の感染拡大
　8 月 17 日、政府対策本部は、福岡県を緊急事態措置
を実施すべき区域に追加しました。これを受け、福岡県で
は新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催し、8 月
20 日（金）から９月 12 日（日）まで、緊急事態措置を実
施することを決定しました。学校教育については、「三つの
密の回避やマスクの着用等の基本的な感染防止対策の徹
底」、「身体接触や大きな発声を伴う活動等の感染リスク
の高い活動の中止」、「課外授業や部活動等の原則中止」
が求められました。

(2)　春日市教委の対応
　春日市では、夏季休業期間においても、学校・家庭から
児童生徒本人及びその家族の感染状況報告を休日も含め
て毎日集約していました。

第１週 第２週 第３週 第４週 第５週

市全体 15 48 83 118 268
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　その結果、急激な増加が確認され、夏休み明けに通常
どおり教育活動を再開した場合、臨時休業の繰り返しにな
ることを危惧していました。
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　夏季休業期間に入ると同時に、春日市内の陽性者数が増
え始めました。第１週（7/19～7/25）は１５人だったのが、
第２週（7/26～8/1）には４８人と増加しました。第３週（8/2
～8/8）には８３人となりました。第３週の初めの８月２日には、
春日市を含む福岡地域がまん延防止等重点措置の対象地
域となりました。さらに、第４週（8/9～8/15）は１１８人、
第５週（8/16～8/22）は２６８人とさらに急増し、８月２０日
には福岡県全体が緊急事態措置の対象地域となりました。

2． 危機意識の共有と方針の明確化

(1)　危機意識の共有

第１週 第２週 第３週 第４週 第５週

児童生徒 1 5 5 20 14

保護者等 2 20 37 23 9
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　春日市では、緊急事態措置開始の３日後の８月２３日の午
前に臨時校長会を開催しました。感染拡大を１８校の校長
に実感してもらうために、夏季休業期間の児童生徒の陽性
者数、児童生徒の保護者や兄弟姉妹等の陽性者数を具体
的に資料として配付し情報共有しました。これらの数字を共
有することによって、このまま夏休み明けの授業を開始する
と、ほとんどの学校が、学校全体や学校の一部の臨時休
業となることを認識してもらいました。

（2）　方針の明確化

段階的な学校再開

第３段階

９月６日（月）～１０日（金） 分散登校・分散授業

第２段階

始業翌日～９月３日（金） オンライン５時間授業

第１段階

始業日 タブレット持ち帰り

　学校における感染者の急激な拡大の可能性を低くするた
めに、１８校全てに以下のような段階的な学校再開を指示し
ました。
　第１段階は、夏休み明けの始業日当日です。子どもたち
の学校滞在時間は１時間程度。担任は子どもたちの元気な
姿を確認し、明日からのオンライン授業の説明と必要な教
材を配り、タブレットの操作を再確認するよう伝達しました。
　第２段階は、始業日の翌日から９月３日までの１日５時間の
オンライン授業です。午前８時半からオンライン朝の会を実
施し、その後午前中４コマ、午後１コマのオンライン授業、
最後にオンライン帰りの会の実施を基本形として組むことを
指示しました。なお、各学校の始業日が異なるため、オン
ライン授業の実施日数は２日間から６日間と幅が生じました。
　第３段階は、９月６日から１０日までの週です。この週は、
密を避けるために分散登校及び分散授業を実施することを
指示しました。ただ、オンライン授業期間に感染拡大が続
いている学校については、校長判断でオンライン授業を継
続するよう伝えました。

3． 手作りオンライン授業を可能とした背景

(1)　春日市教委主催の ICT 諸研修
　春日市の多くの学校は、昨年の全国一斉の臨時休業期
間中からオンライン学習支援やオンライン朝の会を試行して
きました。その取組を一層充実させ、持続可能とするため
に、教育委員会は教職員向けの研修会はじめ様々な支援策
を、感染拡大の隙間を縫いながら進めました。

①　基幹的な研修

　基幹研修として、以下の「キックスタートプログラム」を
実施しました。この研修は、タブレットの機能の理解と実際
の操作方法を習得するための実践的な終日研修です。感
染拡大の隙間を縫いながら日程調整の工夫が必要でした。
さらに、三密を避けるために春日市役所大会議室を優先的
に使用しました。この研修を対面で実施できたのは本市の
大きな強みとなりました。１校当たり約 14 人が受講したこと
となり、各校のＩＣＴ教育推進上の中核を形成できました。
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基幹的な研修
研修名 キックスタートプログラム

研修内容
グーグルが提供するクラウドツール理解

グーグルワークスペースの実際の操作

研修方法 春日市役所での対面研修

研修時間 終日　（9：30～16：30）

期日 人数

R2年11月24日（月） 40人

R2年11月25日（水） 38人

R2年11月27日（金） 40人

R2年12月　1日（火） 40人

R2年12月15日（火） 50人

R3年　7月30日（金） 40人

R3年　8月24日（火） 中止

②　補完的な研修

補完的な研修
研修名 まなびポケットに関する研修

研修内容
教育クラウドサービスについて

まなびポケットの操作方法

研修方法 双方向型のオンライン研修

研修時間 105分　（15 ：00 ～16：45 ）

期日 人数
R3年　2月24日（水） 29人

R3年　2月25日（木） 28人

研修名 情報モラルに関する研修

研修内容

GIGAスクール構想について

校務用パソコンでの個人情報管理

児童生徒への情報モラル教育

研修方法 双方向型のオンライン研修

研修時間 60分　（16 ：00 ～17：00 ）

期日 人数
R3年　5月26日（水） 随時視聴可

※グーグルドライブで随時受講可能

研修名 スクールタクトに関する研修

研修内容
授業支援システムについて

スクールタクトの操作方法

研修方法 双方向型のオンライン研修

研修時間 60分　（14 ：00 ～15：00 ）

期日 人数 R3年　8月　5日（木） 30人

　さらに補完研修を双方向型のオンラインで実施し、授業
技術の向上と情報リテラシー教育の重要さの啓発を図りま
した。

（2）　校長会と協働のオンライン実践事例集

　令和２年の約３か月に及ぶ全国一斉臨時休業期間中、春
日市内１８校全てが試行錯誤しながらオンラインを使った学
習支援にチャレンジしました。それを市教委が集約し事例集
としたものが、「エデュケーションかすが『学びを止めない』
オンライン学習支援」です。上記は、本事例集に収録され
ている春日北中学校の実践事例の一部です。
　本事例集には、コミュニティ・スクール推進上の基盤であ
る中学校ブロックごとに１８校全校の実践をまとめて収録し
ています。さらに、不登校児童生徒への支援を行っている
春日市教育支援センター「マイスクール」 在籍児童生徒
への取組も加えました。
　さらに、今年度は、協働的な学習や個別最適化における
効果的な ICT 活用事例集を第２版として作成中です。
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（3）　市教委担当者自身による状況把握

　各種研修会を主催しながら、今回の１８校全校のオンライ
ン授業実施期間においては、市教委のＩＣＴ担当者自らが
各学校を訪問し、実態や課題の把握に努めました。写真手
前左が授業配信の様子を参観している担当者です。
　学校管理職の声に加えて、実際にオンライン授業を配信
している教職員の生の声を聴くことにより、ハード面とソフト
面の生の課題を把握することができました。この積み重ね
は、市教委と各学校の協働意識をさらに高め、春日市の大
きな強みとなりました。

（4）　小中学校児童生徒PCR検査報告フォーム
　感染者拡大の波が繰り返される中、家庭から学校に報告
される情報量も膨大なものになってきました。通常、児童
生徒及びその家族が、新型コロナウイルスに感染した、濃
厚接触者になった、ＰＣＲ検査を受けることとなった、及びＰ
ＣＲ検査を受けた場合は、直ちに保護者から学校に電話し
ていただいていました。また、ＰＣＲ検査の結果が出たら、
その結果も直ちに学校に電話でお知らせいただいていまし
た。一方、土・日曜や夜間については、春日市役所代表
電話で報告を受けていましたが、情報が混乱するケースが
見られました。
　このような状況の中で、市教委が導入したシステムが、
ふくおか電子申請サービス「春日市立小中学校児童生徒Ｐ
ＣＲ検査報告フォーム」です。このシステムを市内小中学
校全ての保護者に紹介することにより、学校閉庁期間であっ
ても、保護者から検査受検等の報告があったことを把握し、
迅速な対応を取ることが可能となりました。さらに、行政専
用チャットツール（LoGo チャット）を活用し、教育部管理
職と当該校学校管理職との情報共有が容易になりました。

４． １８校手作りオンライン授業の実際

（1）　児童生徒のオンライン授業受講状況
　春日市内の小中学校 18 校全てが、夏休み明けの始業
日翌日から 9 月 3 日まで、オンライン朝の会・帰りの会と１
日 5 時間のオンライン授業を実施しました。9 月 2 日時点
の各校の児童生徒の受講状況を集約したものが次ページの
表です。
　春日市内児童生徒の 88％（9707 人）が自宅でオンラ
イン授業を受講しています。一方、11％（1223 人）の児
童生徒が学校に登校してオンライン授業を受講しています。
この多くは、昼間に保護者が家庭にいない放課後児童クラ
ブの利用者等です。1％（106 人）の児童生徒は体調不
良等で受講できませんでした。
　無症状の陽性児童生徒や家族陽性による濃厚接触者と
なった児童生徒の多くが、自宅で受講していることも併せて
報告されています。

春日市立小中学校児童生徒ＰＣＲ検査報告フォーム
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　このような高い割合のオンライン授業受講を支えた要因に
は、各学校の創意工夫があります。

児童生徒のオンライン授業受講状況（令和３年９月２日）
学校名 オンライン授業

（自宅で受講）
オンライン授業
（学校で受講）

受講できず
（体調不良等）

1 春日小 522 125 7
2 春日北小 364 67 4
3 春日東小 686 173 4
4 春日原小 397 71 2
5 春日西小 732 55 12
6 須玖小 438 89 4
7 春日南小 752 144 10
8 大谷小 333 65 1
9 天神山小 738 111 4
10 春日野小 523 102 3
11 日の出小 266 61 1
12 白水小 358 84 1
13 春日中 566 4 15
14 春日東中 609 15 1
15 春日西中 620 19 11
16 春日南中 631 16 5
17 春日野中 786 12 8
18 春日北中 386 10 13

計 9707 1223 106

割合 88% 11% 1%
※　小学１年生の一部は含まれていない。

（2）　子どものニーズに応じた時間割

　この時間割は、春日東小学校が４年生保護者に配付した
８月２７日から９月３日までのオンライン授業時間割です。地
域の方々の理解を得るために、学校ホームページにも全て
の学年の時間割が掲載されていました。
　授業だけでなく、子どもの心身の健康状態を把握するた
めに、担任による朝の会に始まり、帰りの会で終えるように
組み立ててあります。さらに、この時期に対面では困難であっ
たリコーダー演奏の音楽の授業も組み込んでいます。

　春日東小学校では、さらに学校ホームページ内に、「ク
ロームブックの使い方・オンライン授業参加の仕方」コー
ナーを作りました。このことは、家庭で子どもがオンライン
授業を受講する際に、保護者の方が低学年や中学年のお
子さんを補助するうえでの大きな一助となりました。

おわりに

　在籍児童生徒の感染者が確認された場合、多くの学校で
は感染拡大防止の対応と同時に、感染が確認された児童生
徒やその家族の心のケアに努めます。児童生徒の中には他
者を濃厚接触者にしてしまったこと、学びを止めてしまったこ
とに過度の責任を感じてしまうケースも見られます。学びを
止めることなく、対面授業からオンライン授業に切り替える選
択肢を持つことは、学習保障に加え、子どもやその家族の
心理的負担を軽減するのにも大きな効果があると考えます。 


