学校法人

須磨学園の
インターネット
授業配信

須磨学園は
学びを止めない

生徒たちは全員に配付された「制パソコン・制スマホ」
を使ってインターネット授業の環境を整えます。学校は
カリキュラムに沿った内容の授業を配信し、自宅にいな
がらの教育を実践します。

時間割に沿って各教科の
授業をリアルタイムに配
信。教員と生徒の双方で
コミュニケーションを取

Students

りながらいつも通りの授
業を行います。

つながる学び
「学びを止めない」 学 校 の 取 り 組 み
須磨学園は生徒が集えない不測の状況下においても、

技術家庭科や芸術など
の実技系科目、理科の
実験など教員が実演し、
動画を配信。創作ダン
スをはじめとした体育
も行います。

校内の「インターネット放送局」を通じて様々なツール
を活用しながら学びを継続していきます。
ＬＨＲの 時 間 な ど を 使 っ て
教員と生徒、また生徒同士

机に向かったままにならな
いよう、体育とは別に体操
など毎日体を動かす時間を
取り入れています。

でのコミュニケーションの
時間もあります。個人面談
も行います。

S chool

放課後もネットを通しての特別講座
や自習室などを行い、密度の高い学
習環境を持続します。

運動部は筋トレや体幹トレーニング、
文化部はレッスンやアドバイスを
ネットを通じてお互いに励ましあっ
て活動しています。

柔軟な思考で工夫を重ね、

通常時カリキュラムの

盛田 悠
藤原 楓佳

Web 授業は慣れないことが多く大変でしたが、意
味のある時間だったと思います。 先生は大切なとこ
ろをいつも以上に強調し、また模型や実験動画を見
せてくださったので授業内容のイメージをはっきり
とらえることができました。確認テストやまとめテ
ストが実施され、その都度知識を定着させられまし
た。私が一番うれしかったのは授業後や放課後に質
問コーナーが設けられたことです。疑問を残さずに
Web 授業を受けることができました。

Web 上でも普段と変わらず、わかりやす
く、時には面白い授業を受けることができ
ます。わからない点はすぐ質問して解決す
ることができるので安心ですし、その場で
理解できない事も授業後に納得するまで教
えてくださいます。イヤホンマイクによっ
て対面で会話しているかのような、スムー
ズな会話ができます。

宮本 結大

少人数での英会話や、毎週土曜日の午後のスピーキ
ング講座など、ネイティブの先生と英語で会話する
機会がたくさんありました。また、授業では画面共
有 で PowerPoint や 動 画 を 流 し た り、Zoom で 直
接会話できたり聞いているだけの授業にならないよ
うな工夫がありました。土曜日のスピーキング講座
では、高性能マイクを使って先生の発音が聞き取や
すく、発音の勉強にも問題ありませんでした。

数学
多田 鉄人

理科

英語

吉田 泰明

カイ シュエルマー
Web 授業は対面授業の代用品という概念を、すぐに捨て
去りました。Web 授業では、見るという感じ方が主とな
るため、すべてが平面化してしまわないよう、何でも 強
調 することを意識しました。例えば、
「物を見せる」
「実
験動画を挿入する」
「大切なことを何度も言う」など…。
また、それは生徒の立場からも同じであるため、課題に
おいても 強調 して伝えてもらうため、いつも以上に
表現することを意識しました。

吉岡 鷹彦

自宅にいても、普段と全く同じ授業を受けている気
分になるよう、教室での授業をそのまま Web で実
施することを心掛けています。Web 授業では、対
面授業よりも生徒が引っ込み思案になりがちです。
そこで生徒１人ひとりの理解を確認するために、授
業中何度も「ここまで大丈夫？」と個別に声掛けを
し、つまずいているところがあれば丁寧にかみ砕い
て説明し直しています。そういった対話はテンポが
大切です。「え？何て言った？」とならないように、
イヤホンマイクを活用しています。

I have really enjoyed teaching online lessons over the
past two months. As a result of working with such
small groups of students, we were really able to
communicate and engage with students on an
individual level. When working with students during
the online sessions, I try to encourage students to
move beyond what s in the textbook and share their
personal experiences, maintaining accuracy while also
trying to be as ﬂuent as possible, given their level.

坪倉 凜

国語
瀧本 健作
物理のＷeb 授業は、普段の黒板を使っ
た板書に加えて、実際に教室で実験し
たり、画面共有機能を使って YouTube
にアップロードした動画やプリントを
用いたりしています。理解しにくい物
理現象を視覚的に正確に理解できるよ
う工夫をして解説してくださり、とて
も分かりやすいです。また、一方通行
になりがちであるＷeb 授業でも、チャッ
ト機能を使い、先生の発問に答える機
会も用意されています。対面授業とは
違ったよさがあり、普段と変わらない
学習をすることができています。

理科
名倉 靖人

授業では常に、物理現象に対する正しいイメージを伝えられ
るように心掛けています。Web 授業では、配信教室で簡単な
実験を行うことが何度かありました。カーテンレールに振り
子を取り付けたり、
反発係数の違うボールを落としてみたり。
授業内で「実験の演示」・
「黒板での解説」・
「プリントを共有
しての解説」の3 方法を併用して説明することで、現象を正し
く理解してもらえるように工夫しています。

Students

授業は黒板を使いません。なぜなら、文章を黒板に書き写
すのは時間的・空間的に無駄が多いですし、また説明をい
ちいち黒板に書いていたら、生徒に伝えたい内容もあいま
いになってしまうからです。したがって、映像授業の長所
である「伝わりやすさ」を最大限活かすべく、授業で読ん
でいく文章はもちろん、知識事項や解答例に至るまで、す
べてテキストデータとして打ち込み、そのデータを画面表
示することで、授業は展開します。

授業開始前にはチャットで問題に関
する疑問点を発言し合う社交タイム
が設けられ、自分が発見できていな
かったことに気付くことができまし
た。授業中には解答作成手順を画面
で見ることができ、知識事項の確認
や自分の答案と解答例の比較がス
ムーズに行えました。また、授業後
の迅速な授業録画の配信と確認テス
トの返却で、復習も円滑に進みまし
た。自身の改善点と成長を見出せる
オンラインならではのよさが詰まっ
た授業でした。

美術

Teachers

金井 みのり

社会
山口 哲

衣本 創重
渡邉 愛
普段の美術の授業では実技が中心で
すが、Web 授業では美術史などを学
びました。PC 画面で絵画を見ながら
その絵画についての説明を同時に聞
き、その絵画の構成要素などをスラ
イドに書き込んで説明していただき、
とても分かりやすく学ぶことができ
ました。さらに、絵画の時代背景や
歴史も交えて説明していただき、そ
の絵画が意図することについての理
解が深まったと思います。

Web 授業では鑑賞・美術史の割合を増やして知識の部分で
深いところまで掘り下げて授業を行っていきました。画面
を共有しパワーポイントを交えて授業を行うことで鮮明に
絵画を見せることができ、また直接スライドに描き込み・
加工をしながら構図・色彩・モチーフについても１つずつ
説明しています。そしてそれらが意図することを周辺知識
や時代背景も交えて探究していく。そんな知性と感性の学
びを、Web 授業を通じて実践しています。

本校では Web 授業を通じて生徒と繋がり、学びを継続す
ることができました。映像や音声のクオリティ向上を目指
すことはもちろん、板書、話すスピード等、日々改善に苦
労しました。これまで問題演習をする際は、聴覚に訴える
口頭説明が中心でした。Web 授業の問題演習では、問題
の画面を生徒とリアルタイムに共有することで、問題に実
際に書き込みを入れ、解答を出すまでのプロセスを見せ、
問題への着眼点を視覚的にも訴えることができました。

授業では大きく、はっきりとした
声で大事な所を強調されており、
一言一句聞き取りやすく内容が頭
に入ってきました。また、板書も
すっきりとまとめられていて映像
経由でも、とても見やすかったで
す。問題演習は、今までに習った
知識の使い方を実際に問題に書き
込んで指導してくださいました。
自分で問題を解くときにどうすれ
ばよいのかが分かり、とても実の
ある演習でした。

体育
家庭科

音楽

井土垣 葵

久永 知史

学校で友達と一緒に実習して楽しみながら学ぶのも1つですが、
家庭科の実習において実践する機会が多いのは家です。Web
授業を見て、
「今すぐ作りたい」
「苦手だけど簡単にできそう」
と思ってすぐに実践できるように、そして、実践したら「周り
の人に喜んで食べてもらえる」という達成感を味わってもらえ
るように、電子レンジだけでの調理や包丁を使わずできる本格
的なメニューで実習を行い、より生徒たちの生活と密接させて
授業を行うようにしています。

岸本 昌平
峯 百花
清水 歩

PC に専用の機器を繋いで電子マイクの声とピアノの音が生
徒に聞えるように設定しています。ピアノを弾くときは鍵盤
と手の動きを見せられるようにピアノの上からカメラで映し
ています。楽譜を見せるときは、電子ピアノと PC を同期させ、
ピアノで弾いた音を楽譜に変換するソフトを利用して PC の
画面を見せています。また、PC の伴奏に合わせて一斉に歌い、
各自の機器で録音した音源をメールで提出させることで、実
技テストの評価をしています。

田畑 明日香

Web 授業では家の中で存分にできる内容を心
掛けています。授業中は、
「大きな声で繰り返
すこと」、「分かりやすい動き」を意識し、生徒
に伝わりやすいよう小さな動きや複雑な動きに
ならないように気を付けています。活動を区切
り、休憩をとり、休憩の際に生徒に分かりにく
かった所を聞き取りその部分を繰り返して行う
ようにしています。また教員側からも生徒の動
きを確認するために PC を複数台設置し生徒の
反応を見るようにしています。

上原 心

先生方が楽しそうに調理している動画を見て、自分もやりたい！
と思い、毎週末、家で頑張って料理を作っていました。料理は誰
でも作れる簡単・安全なレシピで、動画もポイントとなる箇所は
アップで映したり、短く区切られたりするなど見やすく編集され
ていました。動画では作った先生の食レポや料理対決などもあり
面白かったです。家族と一緒に作ることで、会話がはずみ新たな
アイディアが生まれ、より良い料理にすることができるなど本当
に楽しかったです。

先生が性能の良いマイクを使用してくださったこと
でピアノの音質も良く、クリアに聞こえたので通常
の授業と変わらず質の良い授業を受けることができ
ました。また、歌のテストなどではどうしても細か
いニュアンスなどが不明瞭になってしまいますが、
録音して提出することによってより正確な評価をし
ていただき、課題などがしっかりと指摘され、技術
の向上に繋がりました。

Ｚoom での体育の授業を受けて、Web 授業期間中
の運動不足が解消されました。自宅の部屋でできる
ような簡単な創作ダンスやトレーニングを考えてい
ただき、踊りにくいところは何度も先生方が実際に
踊る見本を見せ、１つ１つの動作を確認しながら分
かりやすく説明してくださいました。質問をすると
先生方が答えてくれるので、授業は支障なく進んで
よかったです。体育で気持ちをリフレッシュできた
ことで、他の教科の授業にも集中できるようになり
ました。

柔軟な思考で工夫を重ね、

通常時カリキュラムの

100％

「学びを止めない」
＝
「学校を止めない」
インターネットを使った学校生活の実践は授業だけに
とどまりません。時節に即した行事や研修など様々な
体験を通して視野を広げる機会を設けています。

をカバーしています

また、育友会など保護者との連携もスムーズにとるこ
とができます。

青木 威朔

YouTube で入学式をライブ配信

Zoom を使った中高一貫・育友会総会

弁護士の先生による Zoom 講演会

学校全体がひとつとなって高レベルな
学習環境を維持しています。

これからも 学びを止めない ために

新型コロナウイルスによる感染症拡大にともなう学校の長期にわた
る休校期間中も、須磨学園は「学校は歩みを止めてはならない」と
いう姿勢のもと様々なツールを活用し、インターネットを介した生
徒と教員の双方向の学びの環境を構築してきました。また、登校が
再開された後も週１回のインターネットによる双方向授業は継続、
実施し、社会情勢に対応できるようにしています。今後も様々なツー
ルを使い、楽しい授業を模索していきます。
学校法人須磨学園
須磨学園高等学校・中学校
夙川中学校・高等学校 学園長

学校法人須磨学園 理事長
須磨学園中学校 校長
夙川中学校 校長

登校率

社会情勢に

0％

柔軟に対応

1.0/1.1
登校率
須磨学園高等学校 校長

夙川高等学校 校長

堀井 雅幸

下地 英樹

コロナ禍により全国的に休校措置が取られる中、須磨学園は各学年の
インターネット放送局を通して、日々インターネット授業の配信を続
けてきました。長期的な視野での分析や生徒アンケートの結果を
フィードバックさせ、インターネット授業配信1.0、1.1、さらに実際の
登校と組み合わせたハイブリッド型の2.0と改善を重ね、柔軟に社会情
勢に対応してきました。
社会は緊急事態宣言の解除によって、企業・店舗の営業活動再開や教育
機関の休校や分散登校の解除など、
「再開」に向けて大きく舵が切られ
ました。一方で、第２波、第３波とも呼ばれる新型コロナウイルスによ
る感染症の再拡大が報告されている地域が出ていることもまぎれもな
い現実です。この状況を受けて須磨学園は「インターネット授業配信
2.0」の基盤から登校率を大幅に引き上げ、80％登校を前提としなが
ら、オンライン授業の形態を20％保持する強化ハイブリッド型の新方
針
「インターネット授業配信3.0」を発動しました。今後も状況に応じて
いつでも登校とインターネット授業の比率を調節し、常に生徒にとっ
て最適な授業を提供できる仕組みを構築、実現していきます。

登校率

80％

20％〜60％

3.0

2.0

1.0/1.1
インターネット放送局の設立
授業配信の基幹ツールとし
て「Zoom」を一元採用、全
放送局（学年）で「双方向」授
業の確立
● オンライン自習室、
オンラ
イン特別講座、オンライン
個人面談の実施
●
●

2.0

インターネット授業と登
校のハイブリッド化
（登校
率の段階的引き上げ）
● 教員の在宅授業配信体制
の確立
●マルチメディア部による授
業配信の精度向上サポート
●

3.0
社会情勢に応じて柔軟に
比率を切り換える体制を
確立
● 高性能な配信用ツールの
導入による授業配信の精
度向上
●
「電子教科書」の導入によ
る教材利用の効率化
●

授業配信ツールとして、主にZoom、YouTube、Stream・Teams・
Forms
（Oﬃce365）
に校内グループウェアであるFC
（First Class）
を加えた６ツールを使用。
全９つの学年
（中高一貫：中学３学年・高校
３学年、
高校入学：３学年）
を各
「インターネット放送局」
とし、
それぞ
れの授業についての方針をもとに最適な時間・分量・内容の配信を行
います。

〒654‑0009 神戸市須磨区板宿町3‑15‑14 TEL：078‑732‑1968 FAX：078‑732‑6129
E-mail : admission@suma.ac.jp WEB : https://www.suma.ac.jp

制パソコン・制スマホ

それぞれの特徴を活かしたツールを柔軟に使い分けます

〒652‑0043 神戸市兵庫区会下山町１‑7‑１ TEL ： 078‑578‑7226 FAX ： 078‑578‑7245
E-mail : admission@suma.ac.jp WEB : https://www.sumashuku.jp

