
 国内外の感染状況を見据えると、 新型コロナウイルス感染症については長期的な対応が求められること

が見込まれる状況です。 こうした中でも、 持続的に児童生徒等の教育を受ける権利を保障していくため、

学校における感染及びその拡大のリスクを可能な限り低減した上で、 学校運営を継続していく必要があ

ります。 文部科学省では、 「新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校運営のためのガイドラ

イン」 （令和２年６月５日事務次官通知） において、 そのための学校運営の指針を示しました。

 本マニュアルについては、 同ガイドラインの考え方に基づき、 学校の衛生管理に関するより具体的な事

項について学校の参考となるよう作成したものです。 本マニュアルを参考に、 各学校において感染症対

策に努めていただきますようお願いします。

 最後に、 本マニュアルは、 令和２年 12 月３日時点での最新の知見に基づき作成したものですが、 今

後新たな情報や知見が得られた場合には随時見直しを行うものであることを申し添えます。 

文部科学省　学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル

～ 「学校の新しい生活様式」 ～ (2020.12.3 Ver.5) より

　政府の一斉休校要請から１年がたった。この間、２度にわたる臨時休校や分散登校など、子ども

だけでなく我々教員も初めて経験する事態が多々あった。

　前年度まで、子どもたちの学校生活や教育活動で「当たり前にできていた」ことが、できなくなっ

た。感染症対策を施して、これまでとは違う様式の教育活動が続いている。

　このような状況下の 9月末から 10 月、研究所では、コロナ禍における教育活動等についてアンケー

トを実施した。制約が多い中でも、創意工夫を凝らした教育活動や各種研修・教科研究に取り組ん

でいる各校の実態を知ることができた。

　他校の状況や取組を知ることにより、今後の自校の取組の参考にしていただければ幸いだ。
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１ 学校づくり
（１） インターネットを使ったもの

①YouTube
・YouTube チャンネル開設。分散登校中に配信。（潮小・声問小）

②zoom
・分散登校中に zoom朝の会等。（潮中・東小・宗谷小）
・感染が心配な時期に zoomで集会。校長室から配信。（東中・中央小）
・始業式・終業式・児童会レクの実施。（中央小・東小）
・全家庭に試験配信。いつでも可能な状態。（大岬小）

③その他
・宗谷管内特別支援学級、web 作品展を実施。

（１）運動会

・運動会の代替として富磯チャレンジカップ。（富磯小）
・運動会の代替として、９月に球技大会。（東中）
・全校レクで希望を取って運動会の代替となる小学生種目・中学生種目・全校リレーを行った。（天北小中）
・６年生がミニ運動会。（南小）
・ミニミニ運動会。（増幌小）
・競技会に変更。（宗谷小）
・運動会的行事。動画も配信。（潮小）
・児童会主催のミニ運動会実施。児童のみ参加。（大岬小）
・中止。３月に代替えレクを実施。（南中）

（２）学芸会・学校祭

・表現活動発表会。（東小）
・合唱祭。マウスガード着用。合唱での生徒の間隔を空ける。有志発表中止。（東中）
・文化センターで行う。（天北小中）
・学年毎に短時間・合唱は中止。民舞はかけ声を出さない。（南小）
・密回避のため文化センターで実施。（潮中）
・規模縮小・学級発表中止。他は例年通り。（稚内中）
・午前中で終了等、日程を緩やかに。（南中）
・保護者の人数制限。（大岬小）

　　　　　　　　　　　　　◎密対策

　　　　　　　　　　　　　・規模の縮小。
　　　　　　　　　　　　　・幕間ごとに換気。
　　　　　　　　　　　　　・来校者の限定。
　　　　　　　　　　　　　・合唱の有無。
　　　　　　　　　　　　　・椅子席。

（２） 各行事
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  ・入場時の消毒・検温。
  ・席の間隔を空ける。
  ・会場を学校から文化センターに変更して実施。

（３） 宿泊的行事

  ①修学旅行

  ・５月末から８月末～９月初めに変更。訪問地変更。販売実習・上級学校訪問中止。（宗谷中）
  ・札幌を回避し、小樽・函館。行き先変更。２クラスでバス３台。（東中）
  ・２クラスでバス３台。（南小）
  ・１月遅れ。札幌回避。小樽・白老・ルスツ。（潮中）
  ・１月遅れ。大幅な内容変更なし。札幌は行く。野球観戦中止。上級学校訪問実施。（稚内中）
  ・例年通り実施。（南中）

  ②宿泊研修

  ・雨天のため学校に宿泊。（宗谷中）
  ・学級毎。（東小）
  ・例年より遅い11月。入浴の制限があり、ゆとりを持たせるためナイトハイクを実施できず。（南小）
  ・時期をずらして実施。（中央小）
  ・１年は自然の家で宿泊。２年は豊富で宿泊。（稚内中）
  ・中止→遠足。（南中）
  ・沿岸校の合同宿泊中止。

（４） 職場体験

  ・中止。（宗谷中・東中）
  ・実施。（増幌中・稚内中）
  ・総合体育館に稚内信用金庫・青山に来てもらい実施。（潮中）
  ・中止→調べ学習。（南中）

（５） 参観日

  ・オンラインで実施。（宗谷小）
  ・２学期から実施。（中央小・東中・稚中・南中）
  ・各学級の授業風景を参観日に替えて YouTube 配信。（潮小）
  ・学年部会で表現活動を企画。（東小）
  ・全て中止。（潮中）
  ・児童数の多い学級はホールや体育館で蜜を回避し実施。（大岬小）

（６） 遠足

  ・自然の家での体験学習。（宗谷中）
  ・カーリング体験、ノシャップ水族館・科学館でウォークラリー。（東中）
  ・子どもたちと考える行事づくり。（天北小中）
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（７）その他

○吹奏楽部定期演奏会
・例年体育館→文化センター。（東中）
・例年稚内北星大学講堂→人数を絞って体育館。（潮中）
　※子どもたちの成長のために、感染対策をした上で実施。
・例年通り。（南中）

・各教科での教育課程の再編成。（宗谷中）
・教科横断的な学習になるよう、時数が限られる中でも効果的な学びになるように意識。（東小）
・対外的な学習の困難さ。（東小・中央小）
・「新しい学校の生活様式」→学校の教育活動に制限。（東小・東中）
・学び合いの不自由さ。（天北小中・東中）
・授業環境づくり。（天北小中）
・単元のゴールに向けた学習過程を子どもとともに確認することのできる学ぶ意義を大切にした授
業の構築。（声問小）
・新しい生活スタイルに沿った学習活動の推進と予防の強化。（声問小）

３ 課題
・三密を避けた形の行事・取り組み。
　→教職員の負担増。内容の変更。
・コロナ予防の意識の継続。三密指導。マスク指導。
・リーダーの育成。縦割り活動の不足による経験不足。
・小１・中１ギャップ。
・１年間のリズムの崩れをどのように軌道修正するか。

４ まとめ～今後の展望
・アフターコロナを考えた学校づくり。感染症があっても崩れないもの。
・インターネット（zoom・YouTube・ホームページなどでの発信）を活用した保護者と地域に対し
て、教育活動の見える化をはかる。
・小規模校や学級の人数が少ないからこそ可能な行事もある。
→少人数学級の良さを反映できないだろうか？
・リモートにより遠距離の研究会にも行ける。各教員の得手、不得手もあるので、今後の校内研修
等で多くの教員が自由に使いこなせるようにできないか。

２ 授業づくり

-9-



３つの資質・能力を育むための
子どもたちの学びの方向性が…

主体的・対話的で

深い学び

新学習指導要領が育成する
ことを目指す３つの資質能力

　コロナ禍に翻弄された今年度だったが、子どもたちの「深い学び」をつくるため、わたしたちに何がで

き、何が課題だったのか？

　奇しくも、学校が未知の状況にも対応できるかどうかを試される 1年となってしまった。

　今日、GIGA スクール構想による学校の ICT 化により、タブレットが基本的なツールとして児童・生徒

にも行き渡っている。ICT については前号で特集したが、「苦手」では済まされない状況になっている。

しかも目的ではなく、学びを深める手段【ツール】としての使用が求められている。

　「深い学び」の主人公は子どもたちだが、私たちも今まで以上に学んでいかなければ、対応していけな

いことは明白だ。

　研究所では各校の「深い学び」を推進する取り組みの把握を進めてきた。ここで見えてきたことを交流

し、次年度以降に「深い学び」をより「深く学ぶ」きっかけになってくれればと思う。

　また、お互いの工夫や知恵から学び合い、困難を感じていることを共有することにより、各校の授業研

究がさらに充実できるヒントになれればと願う。
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富磯小　　　　　　　　　　　　　　　　　　
研究主題
いきいき学び、自分の良さを発揮できる子どもの育成　～主体的・協働的な学習を活かして全員
が楽しく「わかる・できる」授業づくり～に向けた授業研の実施。
・７月　３・４年授業研。
・１１月　５年授業研。

東小   
・校内で言語意識を持った学年間交流を意図的に進めるよう全体研修で確認。
・教科横断的な学習を積極的に取り入れるなど、時数が限られる中でも効果的な学びになるよう
意識して取り組むようにしている。
・表現活動発表会では、学年としての取り組みを通して関わり合ったり高め合う経験ができた。
・運動会や学芸会を行わないことによって、毎日の学校生活に落ち着きが見られ、じっくりと学
習に向き合うきっかけができた。
  
声問小   
・植物の成長条件を確かめる 実験計画を立てる際に、一人一人が自分の考えをもつ場を大切にす
るため、観察を通し、ワー クシートに予想したことをもとに、ことばや絵を描きこむなど、条件
制御についての自分の考えを可視化させ表現しやすいように工夫した。（理科）
・思い描く様子を強弱、音の重なりなど、音楽のもとを用いて表現する力を伸ばすため、楽譜や
歌詞を根拠にグループ発表を行い、互いに考えを発表し合う場を設定した。また、視点を意識し
た比較・検討を通して、考えの共通点や相違点を明確にすることを意識させた指導を行った。（音
楽）
・各教科、各時間において、単元のゴールに向けた学習過程を子どもと共に確認することのでき
る学ぶ意義を大切にした授業の構築に留意した。（全教科）

天北小中   
・自校の研究仮説の１つ「単元・題材に応じた、交流・共有・認め合いなどの活動を意識的に設
定することで、児童生徒の深い学びにつながるだろう」に基づき、「仲間との意見交流で終わら
ずに、その上で自分の考えや結論を整理する」ことに力を入れた授業づくりをめざしてきた。そ
のために「授業のまとめ（課題を正対したもの）を自分で書く」「ふり返り活動を行う」ことに
力を入れた。
・多様な意見が出るような課題設定・問題づくり・授業展開設定を工夫した。
・自分の意見を持って交流するために、個人思考の時間も保障した。
   
南小   
・自分の考えをノートに書く。そのノートを回し読みしたり、机の上に置いたノートを子どもた
ちが見に行くなどして、考えの交流をする。交流の仕方のバリエーションが増えた。
・今まで以上に書画カメラを効果的に使って、子どもたちの考えを全体に紹介する。
・授業の終末に振り返りの時間を設定し、本時の学びを自分の言葉でまとめる活動を入れる。
・ねらいをはっきりさせて、短時間でペアや学習班で話し合い活動をする。
   

小学校　深い学び・成果
小中併置校につきましては、 小学校のページに併せて記載させて戴きました。
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増幌小中   
・集団思考による対話的な学びとまとめと振り返りの充実について。
・小中９年間の学びのスタイルの統一。（個人思考→集団思考）
・校内授業研究における目的をあきらかにした集団思考の検証。
   
宗谷小   
・出来る範囲での交流を模索。（宿泊学習等）
・密を避ける方法を実施した中での行事。
（ミニ運動会、学芸会、サマーレク）
・ICT の活用。（画像や動画を見せて、実技を学ぶなど）
  
潮小   
・研究主題『どの子も「わかった！」が実感できる教
室づくり～潮小式学び合い授業を通して～』を設定し、
今年度の授業作りの方針や取組について、教務部や指
導部と連携を図りながら進めている。

【校内研修の実施】
・潮小式学び合い授業とは。
・新しい評価について。( 新学習指導要領から）
・国語の授業作りについて。
・今年度の授業作りの重点について。
・安心して学習できる教室作り。～ UD の視点から～
・児童の心のケアについて。
・子どもの自律神経とストレス。
・潮小の支援システムについて。
・アレルギー理解とエピペンの使い方。
・ミニ研修　等。
【検証授業の実施】
・検証授業①（９／１７）2 年生国語『わにのおじいさんのたからもの』。
・検証授業②（１２／４）３年生国語を予定。
・潮小公開授業研究会（１１／１８）全学級授業公開を予定。
※コロナ臨休の間に集中して教職員の研修を設定し、教師間の学び合いの機会を多く持つこ
とができた。

中央小
・教育課程の見直し。（コンパクト化）
・zoom の活用を目指した校内研修。
・評価についての校内研修。
・校内研修計画の見直し。（授業研，校内初任者研修の在り方について考えた）   
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東小   
・対外的な学習（外部講師を招く、見学学習に出かける）の難しさがある。
・「新しい学校の生活様式」をはじめとする各種通知によって、学校の教育活動（特に教科では音楽・
家庭科など）が制限されている。

富磯小　　
・授業進度の回復のための急いだ授業。　
・夏、冬休みの短縮による負担。

声問小   
・振り返りを行い、学んだことの意義を実感させ、学びに向かう力・さらに、人間性等の育成につ
なげていくためのための児童に応じた助言の工夫。   

天北小中   
・「自分でまとめを書く」「ふり返りを書く」ところまで 1 時間の授業の中で行きつかないことも多々
ある。その際には「穴埋め式のまとめ」「子どもの言葉をひろい、教師がまとめの文章をつくる」
ときもある。授業の時間配分や終末の時間の保障が課題。
・感染防止の観点から、席を付けて議論したり、顔を付けて解き方や考え方を聞き合ったりするよ
うな「動き」をつくるには制限があった。その分、自分の言葉で伝える力を伸ばそうと心がけてき
たが、まだそこまでは行き着いていない。

増幌小中   
・授業のタイムマネジメント。
・休校による遅れによる歪み。
・学習スタイルの定着、日常化。
・主体的、対話的で深い学びにつながる集団思考のモデル化。

宗谷小   
・他校との交流がほとんどなくなる。
・地域の方とのふれあう機会がほとんどない。
・学び合い等の活動に制限がかかる。
・芸術教科（音楽）では、思い切った歌唱や器楽（リコーダー）の指導がしづらい。

潮小   
・コロナの影響で、全道・管内など多くの研究会・研修会等が開催されず、先生達の学びの場が少
なかった。
・臨休により、新たに教育課程の見直し・変更が必要となり、先生たちの業務負担が多くなった。
・１学期は、授業時数が減った中でも、指導内容を落とさず指導していくために、内容を詰めたり
進度を速めたりしたことで、１時間 1 時間の授業作りにじっくりと向き合う時間が作りづらかっ
た。  

中央小
・音楽・体育の学習内容の精選。
・学習進度の遅れ。（特に算数）
・宿泊行事のもち方。
・ペア・グループ学習のもち方。  

小学校　深い学び・課題

大岬小
・進度の回復優先で進めざるをえなかった。  
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中学校　深い学び・成果

東中  
・音楽・・・マウスガードを利用しての合唱。
・特支・・・合同学習代替の東中のみでの校外学習。職場実習代替の委託学習。
東小・東中合同作品展。 
・授業評価で記述欄の工夫。

   
宗谷中   
・各教科で教育課程の再編成。
　（軽重を考える）
・家庭学習の効果的な取組。
・今後に備えてリモート授業の研修。
・授業中のわからない部分について、すぐに生徒に対応する教師の体制づくりと
意識改革。
・ｅラーニングシステムの活用。
・評価の工夫と説明。 
 

 
潮中　
・広く浅くでは無く焦点化する授業づくりの研修。

稚中　

・各種研修のリモート化検討中。
・教育目標の見直し。伴った教育課程精査。
・２ヶ月毎、生徒に授業の重点項目を意識付け。
・思考に焦点化した校内授業研の実施。  
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中学校　深い学び・課題

東中   

・合同学習・各行事の中止。

・授業内容・実施順番の変更。

（例）家庭科…調理実習を遅らせる。

・英語・・・コミュニケーション活動に難しさが出ている。

・家庭科・・・例年行っている保育実習の中止。

・国語・社会・・・話し合い活動ができない。（個人で思考を続けられない生徒

は不利）   

   

宗谷中   

・各教科での統一。（評価・評定等）

・遅れた学習の部分の確実な定着。

東中・南中・潮見中・稚中   

・やりたくてもできない。

・研究スタートの遅れ。

・５月の休みによる１年間のリズムの崩れ。

・どの学校も１年生が体験不足から育っていない傾向が見られる。

・運動部を中心に休校開けにけがをしやすい傾向が強い。
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