
対象者 小・中学校児童生徒用
学校種 小・中学校
回答学校

オンライン学習導入モデル事業に関するアンケート
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１－２ 先生や友だちとオンラインで家庭学習した方が、一人で学習するより分かりやすい。
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１－３ 教室よりもオンラインで学習するときの方が、先生や友だちに質問しやすい。
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１－４ オンラインで学習すると、普段の家庭学習より集中できる。
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１－５ オンライン学習以外にも、コンピュータやタブレットを学校の授業の予習や復習に使いたい。
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２－２ オンライン学習が、週に数回あると、自分でも、計画的に家庭学習を進めることができる。

当てはまる

どちらかといえば当てはまる

どちらかといえば当てはまらない

当てはまらない

58

60

57

82

74

76

65

68

61

26

24

28

0 50 100 150 200 250

事前

実施中

事後

２－１ コンピュータやタブレットを使うことで、家庭学習の時間が増える。
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　３　これから皆さんとタブレット等を使った勉強をします。どんなことが楽しみですか。

・どんな感じで勉強するのかが楽しみです
・新しいたいせいになった感じでわくわくしてます
・よりくわしく勉強できること
・話し合って勉強できること
・タブレットで勉強すること自体はじめてなので、どんな風に行われるか楽しみです
・友達とタブレットをとおして意見交換できること
・家でも友達と質問しあえたり先生に聞きたいことを聞けたりするのが何よりの楽しみ
・どうなるかわからないから、どうなるか楽しみ
・一人じゃなくて皆で勉強できること
・いつもと違う学習方法で新鮮な気持ちで勉強することが楽しみ

・家庭学習の時間が増えること
・はじめてなので不安もありますが楽しみもあります

・いつも一人で家庭学習しているので友だちと一緒に勉強できるのが楽しみです

・タブレットの中でみんなと話ができることと、家の中でみんなと一緒に勉強ができることです。
あと、みんなの勉強の仕方などがみられるので、お手本として勉強したいです

・家でやると集中力が切れたりするけど、みんなで学習することによって、しっかりと進める事が
できることが楽しみです

・家で一人でやるより楽しそうだし、計画的にできそうです。友達の顔が見えて元気でそう。今ま
でにない思い出になりそう

・ふだん授業だけじゃわからなかったことところも放課後にオンラインなどの授業を受けることで
分かるようになると思うし、これからたくさんタブレットなどを使った勉強ができるようになった
らいいなと思います

・みんなと会えなくても勉強できるし、色んなことが調べられるようになるのがたのしみ。今まで
より家庭学習が進むと思う。友だちの顔が見れるから安心

・いつも家庭学習は一人でやっていて途中であきたり疲れたりしますが、オンラインでやること
で、やる気が上がると思います。

・みんなとオンラインで勉強すること。自分の机でみんなと勉強できること。自分ひとりじゃな
く、みんながいるから集中して家で勉強できるから

・一人でやるよりいいと思う。いろいろな塾や習い事があるので、きちんとできるか不安

・マスクをはずしてみんなの顔がちゃんとみれること

・自分がわからないところを先生に聞けたらいいと思った

事前アンケート

・自分がわからなかった事を先生に気軽に聞けたり、いつでも復習などが可能だと思うので、それ
が楽しみです。

・勉強がわからない事があったら聞きやすそう。家庭学習を進みやすそう
・授業の動画を見れる様にしてほしい
・やり方をまとめた画像がほしい

・苦手な分野をまとめたページを作ってくれるといつでも見られて良いと思います。けど、初めて
やることなのでどうなるか不安がいっぱいです。

・タブレットだったら先生に気軽に質問できる。あってもなくてもいい。でもあったほうがうれし
いときもある。

・いつでもタブレット等を使える世にしてほしい。わからないところをいつでも聞けるようにして
ほしい。

・どこでもみんなと勉強できるのがいい。ネット環境がない人もみんなと勉強できること。
・今までにないような学習方法
・家庭学習をやっているとき、わからない所があったら先生に聞ける
・応用問題をやって欲しい
・わからないことを相談できる

・一人で勉強するとあまり集中できない
・なんか今風の人になれるようで、少しでも時代にのれる感じがして嬉しいです
・授業動画を残しておいて、見返せるようにしてほしいです。

・こんなに多人数でインターネットが繋がることがあまりないのでどんな風になるか楽しみ。わか
らないところをメッセージで気軽におくれたらいい
・オンライン学習があった方が家で勉強する時間が増える
・家での勉強時間が少しでも増えると思うからいいと思う
・家で勉強してわからないことがあったとき、すぐに聞けたらいいと思います
・タブレットを使うことが楽しみです

・記録に残るから覚えやすいからいいと思う。わからないところを聞くのを忘れる前に聞けるのは
いいと思う
・自分がわからないとき聞きたいときに好きなタイミングで聞けるようにしたい

・家にいるときときでも授業内容を受けられること。ただ、紙で実際に見て書いて読んだ方が学習
効果が良いと考えているのでその点については何も期待していません

・いつでも質問ができるようにしたらいいなと思っています
・進路相談。授業以外で復習などで使えたらいい
・動画などがあれば見返すことができる。気軽に相談できる
・デメリットはあるけど、自由な感じでやりやすさもあるとおもうのでやってみたいとは思う
・一人では解けない問題をみんなと共有して解くことができるから楽しみ



・人の顔をみて勉強できることが楽しかった
・最初、算数はわからなかったが、国語は簡単に解けるようになった
・チャットを使って答え合わせをやったt頃

・国語の漢字問題をチャットを使ってやったこと。
・あまり自分一人ではやらない勉強を学習できること
・クイズが楽しかった。スタンプやペンの使い方

・タブレットを使って○付けをしたのが楽しかった

・割り算をやって「そうだった」と思い出した

・画面共有して、スタンプや絵を描くこと
・チャットで自分の答えを発表
・国語が苦手だが、復習できた
・グループに分かれて少人数で話し合う学習が一番よかったです
・グループで俳句を作ったときが楽しかった
・タブレット学習は簡単に見せ合ったり、まとめられたりできて楽しかった。
・友達と話して勉強できるのが楽しかった
・友達の考えがわかり、自分の考えにつながった。
・他のクラスの人のアイデアを聞いたりすることができること
・グループ学習などが楽しかった
・みんなのノートを見たり、頑張ったところを聞いたりした学習が楽しかった
・いろいろな友達とチームになって考えること
・グループ分けで他のクラスの子と関わることができてとても楽しかった
・他の人のアイデから家庭学習の時間に使えるのがよかった

・他人のまとめはどの視点で見るかを学べて良かった
・友達とノートを見せ合って交流できたこと
・スタンプで感情を伝えながらオンライン学習をやると相手の表情がわかる
・違うクラスの人とグループになったとき仲良くなるチャンスだから楽しかった
・パスワードの入力にてまどった
・チームで行う活動（4～5人）で行う方が、みんなで話し合うより良かった。
・他のクラスの人のノートを見せ合うことが良かった
・顔を見て話ができて良かった
・操作が難しかった
・グループになって家庭学習して計画的に進めやすくなったと思う
・他のクラスの人と交流できたこと
・グループで話し合いをしたり、考えて答えを出したりすること
・質問したいとき先生が他の人の対応をしているので待ち時間が長かった
・数学の図形の解説などデジタル化されてわかりやすかった
・離れていてもみんなが元気でいることが確認できたこと

・英語の発音やリスニングも家でできたらいいなと思う
・数学の授業の図や状況がわかりやすくなるのがたのしみです

・グループに分かれて話し合いをしたり、自分の考えをまとめたノートを写真に撮って友達に見せ
たり、友達のノートをみたりできたことが楽しかった。

・友達と意見を交流したり、先生から直接、家でも教えてもらえることで普段よりも分かりやすく
勉強ができるという楽しみがある。気軽に参加できるというのもうれしい

実施中アンケート

・わからないところを先生が解説してくれるところが宿題をするより理解が深まった。国語は
チャットを使って文章を発表するのは楽しかった

・インターネットで画像などを検索したり、アプリを使って絵を描いたりしたことがためになった

・家庭学習を丸付けするのが相談しながらできてわかりやすかった。画面共有するとわかりやすく
効果的

・あまり話したことのなかった他のクラスの人と交流できたことがよかった
グループ分けで先生の助けなしに司会のように進めたのはオンラインで身についた力だと思います



・途中で授業が切れることがあった

・タブレットを使うことが苦手だから、Zoomやりたいとはおもわなかった

・最初は大丈夫かと思ったが、学習能力が身についた
・一人でやるより楽しく学習できた
・時間が過ぎるのが早くて勉強した気がしなかった

・友達と一緒に勉強ができていつもより集中できた
・接続するのに時間がかかるのでやる時間を増やしてやってみては
・授業中にインターネットで調べ物をさせるといい
・楽しかったです
・勉強にあまり集中できなかった
・自分の苦手な単元を自分のペースで進めた方が時間を有効に使えると思った
・友達とできて楽しかった
・もっと回数を増やして時間ものはすべきだ
・オンラインの授業時間をもっと延ばすことで、また違うことができたのではと思う
・オンライン学習で解き直しをやったからはかどった
・もう少し始める時間を遅くしてほしかった
・いつもより勉強しなかった
・少しモチベーションが上がった
・やることが多くて大変だった
・20分は短すぎた。身につく前に終わることが多かった
・家でも学校と同じように先生の話を聞けてより理解できた

・使っても使わなくても学習の変化はあまり感じられなかった
・機械になれておらず、扱いにくさを感じました
・すごくやりやすかった
・今まであまり経験したことのない形だったので不思議な気持ちでした
・家でも皆との授業が受けられるできて楽しかった
・部屋の片付けが大変だったかもしれないです
・やることが多くて大変だった
・質問しづらかった
・オンラインだと普段教室をこだまする笑い声が聞こえなかったので寂しかった
・家で授業を受けられたのはいい体験だった
・一人で勉強するよりわかりやすかった
・オンラインの方が図などの説明がわかりやすい
・ほとんど部活で参加できなかった

・やってみたら面白かった
・パスワードを入れるのが面倒
・回数を増やしてほしい
・いつもより家庭学習がはかどるし、とても楽しく学ぶことができた
・友だちとできて楽しかった
・４人くらいに分かれて話し合いをしたのが良かった
・家で友だちと勉強している感じがしてとても楽しかった

・一人で学習している時より集中できた
・画像を共有してできるのがとてもわかりやすかった
・友だちと一緒に話したり、勉強できてすごく楽しかった
・図工などでも使えると思った
・他のクラスと関われてよかった
・画像を共有してノートを見れたこと

・友だちとノートを見せ合ったりグループに分かれて話し合いができるところが良かったと思いま
した。タブレットがあるだけで、オンライン授業だけでなく、調べ物してみたり教科書のQRコード
を読み込んでみたりできるので便利と思った

・コロナで学校が今後なかった時もZoomで少しでもやってくれるとみんなにも会えたり勉強でき
たりするので、今の3年生は卒業しますが、1・2年生にもZoom授業をしてほしいです

・先生と一緒に問題を解くことができてわかりやすく進めることができた。授業そのものをする
と、初めて聞くものをオンラインで初めて聞くので、頭に入りづらいと思います。オンラインは復
習などで使いたいです

・個人でタブレットを使ってできることはいいけど、オンラインでみんなで授業はあまりやりたい
とは思わない

・普段と違う環境でやるから緊張があって、質問がしにくかった。機械になれるという意味では良
かった

・家庭学習を自分でやるものを良いけど、タブレットを使うことで調べたいことを調べたりできる
のでとてもわかりやすかった

事後アンケート

・自分一人でやるとわからないところを友達に聞けたから一人でやるよりオンラインでやった方が
自分のためになった

・音が聞こえなかったり、質問をしたいときに待つ時間が長い、チャットに気づいてもらうのに時
間がかかる



・質問するとき小声で話すわけにはいかないので質問しづらい
・ブレイクアウトセッションで他のクラスの人ともできて楽しくできた
・友だちの家庭学習を見られて参考になるから良かった

・すごく楽しかった
・先生が何を話しているか聞こえなかったときがあった。
・普段あまりコンピュータを使って授業をしないので集中することができました
・コンピュータなどでしかできない授業をしてみたい

・たまに先生方の声が途切れることがあった

・画面に家のものが映りそうで気が散った
・楽しい環境でできた気がした
・他の組とやると無言が多かった
・スマホでZoomをやっていたのでやりにくかった
・普通に家庭学習をする方がやりやすかった
・一人で家庭学習するよりわかりやすかった
・準備に時間がかかった
・パソコンの機能があまりわからなかった
・クラス以外の人もいたので、質問しづらかった

・一人だと集中できるけど、友だちとやるとマスクをはずしているから、恥ずかしい

・もう少し難しい問題などを出してもらいたかった
・少し勉強しづらい
・落ち着いてできたと思います
・たくさんの人が見ているから少し気が散るように感じた
・Zoomでやると気が散ってやりにく
・色んな先生の授業を受けられて新鮮だった
・普段できない勉強ができて楽しかった
・週に数回あると思うと、その日以外の家庭学習をやらなくてもいいと思った
・普段の勉強より楽しかった
・友達と交流する時間が増えた
・チャットを使う時の授業が答え合わせのときにすごく良かった
・早く終わった人用の問題を作ってほしい
・友達と一緒に勉強したり話したりできた
・帰りが遅いときオンラインをやるのが大変だった
・少し聞き取れなくて、もう一回お願いしますとか言えたらやりやすかった
・オンライン学習だったら落ち着いて質問できる
・自分はいつものオンラインじゃなく、ときどきある楽しいゲーム的なやつがいい。
・教室よりも集中できた
・貴重な体験をできたので良かった

・挙手ボタンやグッドボタンがあったのでしゃべらなくても反応できたり質問できるから良かった

・やりやすさや、学びに関してネットなどを使うことがとてもいいことだと思います。とある学校
でもタブレットを用いて授業をして成績が良くなったという実績もありますタブレットを用いた学
習はとてもいいと思います

・学校での授業よりオンラインの方が手を上げられる気がした。スタンプで気持ちを伝えられるか
ら良いと思った

・普段学校では質問することができるけどオンラインだとみんなの前で声を出すのはちょっと…と
思った

・４人くらいのチームに分かれたときに、相手の話をちゃんと聞いたり進めたりしていたので話し
やすく家庭学習などが進めやすい

・家の回線が悪い方なので、ラグがあり、音が途切れてついて行くことができませんでした


