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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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１－１ 授業で、コンピュータやタブレットをたくさん使った方がよい。
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１－２ お子さんは、先生や友だちとオンラインで学習した方が一人で学習を進めるよりも理解が深まる。

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
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１－３ お子さんはオンライン学習に積極的に参加している。

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
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１－４ オンライン学習を導入することにより、お子さんは家庭学習に集中している。

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
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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使った学習が家庭でもできるとよい。

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
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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
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２－１ コンピュータやタブレットを使うことで、お子さんの家庭学習の時間が増えている。

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
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　３　タブレット等を使ったオンライン学習にどのようなことを期待しますか。

・あくまでも長期休校した場合の授業時数確保のための手段である事を期待します。日常でのオン
ライン学習の必要性をあまり感じません

・裁量問題対策や映像を見た方がわかりやすいものなど、メリットのあるものは活用してほしい。
ただ、タブレットに頼りすぎず幅広い授業を望みます

・一人で取り組んでわからないところがその場ですぐ解決できること。ダラダラと取り組む時間が
なくなり、メリハリした生活が送れること

事前アンケート

・これからの社会人はオンラインで働く人が増えると思う。中学でオンライン学習を経験し、積み
重ねることは子どもたちにとって大きな財産になると思う。「教室で勉強することがとてもたのし
いことなんだと、このコロナ休校でわかったよ。」と我が子が話していました

・学習するきっかけと自主的にやろうというきっかけになるといい

・今後のの緊急事態に備え、自宅での授業や友達との交流ができ、授業の遅れがなくなることに期
待する。

・ゲーム感覚になってしまうのでは、と思います。実際に学力が上がっているのか不明ですが、今
の時代には合っているのかと思います。

・日頃からオンライン学習を定期的に行い、生徒も学校側も練習していくことを必要なのかなと思
う

・自ら学習を進められる子にとっては、オンラインがかえって学習量の増加になって、その他、習
い事などの両立の負担になると思います。オンライン学習は学校や個人の習い事ができない環境に
いる子供たちの為の学習の場の補助的な役割を担っていただけると、平等な教育の一歩に繋がると
期待します。

・これだけPC、タブレットが出回っている今、学習に活用していくことは子供たちにとってプラス
になることだと思っています。子どもたちは今までと違う学習方法に楽しさ、興味で前向きに取り
組んでくれると思います。その楽しさが学習意欲という方に向いていってくれればと思います。ど
んな環境におかれても学習できるという気持ちになって意欲的になってくれることを期待します心
配な点は、ゲーム感覚に思い、メリハリがつかなくなったりしないか不安です

・おもちゃが手に入るような感覚でいる為、不安になる

・今回、自粛期間中に「伊達っ子ドリル」で予習することで学校が始まっても比較的スムーズに授
業に入れたようでした。タブレット等でそういう課題があれば授業スピードが早くても理解へつな
がりやすいと思います。

・単元の消化に終わるのではなく、学力向上に繋がるようにお願いします。

・自主的に学習に取り組む習慣が付くとよい

・一人でも学習の中での理解力が少しでもついてくれたら本人の学習への自信もついて楽しみなが
らできることを期待します

・授業と同等の学習が出来るようになるといいと思います。休校になっても授業を進められる体制
になるといいです

・オンライン学習は学校に登校できない場合の学習だと思うので特に期待はしません。普通に登校
して授業する方が良いと思います。ただ、学校に行けない子どもがいた場合に、オンラインで受け
た時に出席とカウントされるのであればとても期待します

・みんなと授業する事で「宿題（家庭学習）しなくちゃ」という気持ちになってくれるといいなと
思います

・家庭での使用は、開始時間が決められていることで、それに合わせてやろうという気持ちになる
と思います

・全部をタブレットやオンラインになっていくのはあまり賛成できない。進める時間、始める時
間、理解力、それぞれ違いがあり、都合もあると思う

・これまでの家庭学習ではどのような事をすればいいのか、どれくらいやればいいのか、など、個
人差があったと思います。わかりやすい目安ができるといいと思う。来年度中学生になるにあた
り、できれば自主的に学習の内容を考えたり、できるようになって欲しい。親としても一緒に新し
いことにチャレンジできるので嬉しい。

・これからに時代に必要だと思うので今まで以上に積極的に学習に取り組んでくれたらと思う
・時間が決まっているとダラダラせず規則正しく勉強できると思うのでやってほしい
・家庭学習でタブレットを使うのは賛成だが、オンライン授業は必要最低限でいいと思う

・家庭学習をうまくすることができない子もいるため、オンラインであれば取り組むことができる
かもしれない。

・オンライン学習を取りいてるのは良いが、その家庭によりインターネットができる環境にない場
合も考慮して進めてもらいたい

・またコロナで自宅学習になってしまう場合、オンライン学習で６時間授業をしてほしいと思いま
す。やはり先生がいないと、怠けてしまう子供が多いと思うので

・わからない所や解き方等、尋ねやすくなること。答えだけでなく解き方や考えの過程が充実する
ことを期待したい
・わからないことを放置するのではなく、その場で解決に繋がってほしい

・今までも以前より自宅学習するようになりましたがオンラインやタブレット学習はさらに進んで
取り組みそうな気がします

・紙を使用した教科書等の使用を少なくし、荷物が軽くなるといいと思う。より個人のレベルに
あった指導を期待します

・休校中に先生やクラスメイトと関わり合って授業が受け入れれば、刺激があって一人で自宅学習
するより集中して学習してもらえる事を期待しています



・表情を見て勉強するので見られている感覚もあり良いと思います
・結果的に学習時間が増え、家庭学習を定着させる一つの要素になるかなと思います

・その時間は必ず勉強できるので良いと思うが、多すぎるのはどうかと思う

・オンライン学習をやっているところを見たことがない。いつやっているのかわからない

・オンライン学習をしている姿を見たことがありません

・遊びの延長のような感じがしました
・仲間とのつながりができて楽しそうでした

・オンライン学習も大事だと思います。そのような環境に慣れてほしいと思います

・タブレットに触れる機会があるため、操作に不安はなかった

・孤独感がなくていいと思います
・勉強時間がいつもより長くなっていたのでよかった

・オンライン学習の回数がもっとあればよかった
・帰宅後の「家庭学習」となると効果的にも難しいのかなと感じています
・もっとやってほしいと思いますが、先生のスキルも必要かと思います
・オンラインで勉強するのが楽しくなったようで、普段もラインのカメラを使って友達と勉強する
ようになりました。マスクがない姿で会えることは表情も見えてとても良いですね

・学習というより遊びの感覚の方が強う感じがします。オンラインでは学習進度のレベルを合わせ
たグループで少人数で行わないと自分だけ画面に映らないとか名前を呼んでもらえないなど、特に
小学生の年齢だと強く感じる子が多いのかなと思います。また、家庭で子どもしかいない時間に
は、保護者側も知識を持っていないと、使い方によっては色々な危険もあるなと感じました。子ど
もによっては自由にZoomをしている子もいてグループに入りたいとか入れてもらえないなど、い
じめにつながる心配も少し感じました

・自主的に行う学習に比べるとオンライン学習への関心や積極性の方が高いと感じます。こちらか
ら声をかけなくても自らタブレットの設定を開始時間に間に合うように準備をし、楽しみながら参
加していました。回数が少なかったので効果はあまりわかりませんでしたが、うまく伝えるように
なれば有効なのかもしれないです。

・オンラインを家でやっているのを見て少し様子が伝わってきたので良かった。目が悪くなりそう

・放課後の習い事とオンライン学習の時間が重なってしまい、なかなか参加できなかったのが残念
でした。アーカイブを残してくれると便利だと思いました。

・やり方を理解するのがはかった。楽しんで参加していて、とてもいい経験になったと思います

・学習に集中できてとても楽しそうにしてました。タブレット学習はとても良いと思いました

・これからの時代を考えるとオンライン学習で少しでもなれていくといいのかなとおもいました

・短時間の学習だったので集中して取り組んでいるように見えました。自分の姿がどう映っている
のかが気になっていたようでした

・オンライン学習の良さを感じるほどの回数は経験できていないと思います。それぞれだとは思い
ますが、我が子に関しては対面授業の方が向いていると感じました。しかし、今回のように休校と
なった場合には必要だと思います。日頃から慣れることは大事だと感じました。また、何らかの理
由で学校に行けない子達がオンライン学習に参加できる環境があったら良いのではとも思いました

・親がしっかり見てあげるのも対立しやすくなり、学習の行い方が昔と違うため、先生や友だちと
楽しみながらの方が本人も良いのかなとおもいました

・家にいる時間でも授業を受けられるのはとても良かったです。滞ることなく会話もできていた
し、すごいなと思います

・短い時間だけオンライン学習だったので、実際に学校と同じ時間でのオンラインだと集中力など
違っていたと思います

・今後はコロナ以外にも様々なことが起こる可能性も出てくると思うので、オンライン学習は進め
ていくとよいと思います

・学習意欲とコンピュータやタブレットの存在に関係性はさほどないと思いました。
・家庭でのタブレット授業は参加人数も少なく、それでも時間は拘束されてしまうので自身でやる
べき予定ができなかったり、逆に気がそれてしまうこともあるような気がしました。これから必要
なことだと思いますが、課題は多いと思います

事後アンケート

・新しい生活スタイルかなと思います
・いつもと違う形なので、新鮮さを感じているようでした。会社勤めの人々もリモートワークとい
う新しい勤務体制で働く率も高くなり、時代の流れを考えると、オンライン学習は中学校で経験さ
せておくべきものなのかもしれないですね

・慣れていないせいか苦手意識が強かったです。授業を経験を増やしてからだと良かったのかもし
れません

・「リアルに情報が入る」「時間的拘束があるから机に向かう」という意味では意義を感じた。た
だ内容によってはメリット、デメリットの精査はまだ必要と思う。オンラインの方法はZoomに限
らないのでデメリットの少ない提供を望みます。双方向性が生かされていると感じることができた
のは数学だそうです現段階では参加できたことに感謝です。Zoomであっても一方向的な提供であ
れば、ある程度受信側に課題等の提案がないと、その時間フリーズしてしまいます。そうなると提
供側の意図が損なわれてないような配慮を必要となると感じました



・授業で使うのは良いと思いますが、自宅で使うのはまだ難しいとおもいました
・慣れることが第一で、学習がより深まったとは感じられませんでした。
・思うように質問できなくて残念だったといってました
・当たり前のようにオンライン授業が行われるようになってほしい
・楽しさが優先して学習という感じがまでには経験が足りない
・楽しく学習に取り組めるように感じた

・学習より画面映りや自分だけのタブレットを楽しんでいるように見えました

・自宅のパソコンでの参加はできても操作等でできなことが多くその都度不安になっていた
・友達と一緒に勉強ができて毎回本当に楽しそうでした。

・今後もオンライン学習があるといいと思います

・もっと授業に組み込んで日常の一部にしてもいいかも
・子どものモチベーションを保てるか不安です
・小中学生にはネット漬けにならないように常に気をつけなければいけない
・子どもが一人だけしかいない時にオンライン学習は不安
・週１～２回でもあると学習する機会ができて良いかと思います

・今後に備えて、オンライン学習になれておくことは大事
・楽しそうではあったが、勉強になっていたかどうかはわからない

・学習している感じには見えなかったです
・家での学習だと集中はあまりできていなかったようでした
・決まった時間に学習できる習慣ができて良かったと思います
・わからないところはすぐに解決でき、集中して取り組んでいました

・今後もこのような機会があると良いと思います

・集中して学習を行っていたと感じた
・勉強をすることに前向きになったように感じた

・電波がなく、家でオンライン学習はできませんでした。学校の先生が送り迎えをしてくれて学校
でオンライン学習をしていました

・最初は不安があったが、本人は意欲的で楽しそうに進めていたようです。家庭学習だとどのよう
なことをすればいいのか、時間はどれくらいか、と本人も続かないことありましたが、オンライン
学習だとお友達も一緒だから進んで学習していたイメージがあります。学習面とは別に時間配分が
上手になったような気もします。オンライン学習が16時からなので、それまでに○○してしまおう
など、自分で考えているようでした。

・授業では、やはり読み書きを重点的に行ってほしいのでタブレット中心ではあってほしくないで
す。ネットリテラシーや機器との付き合い方も同時に学んでいけたら良いかなと思います

・オンライン学習を過程で取り入れていくのは必要かもしれませんが、先生や友達とふれあいなが
ら、やる授業が一番だと思います

・個人で家庭学習だとやらないことが多いですが、時間を決めてオンライン学習だと計画的に学習
できるかのようでした

・また緊急事態宣言が出たとき、すぐにオンライン授業に切り替えるような体制を整えておくこと
が重要と思いました

・オンライン学習用にパソコンを渡していたのでオンライン学習以外ではずっとYoutubeを見てい
たので回収するようにしないと家庭学習をする様子があまり見られませんでした

・子どもは楽しみにしていました。オンライン学習は計画的に進める必要を感じました。前日にや
ると言われると日程の調整がつかないなどありました。タブレットによる調べ学習に時間がかかり
勉強時間は長いが、内容は薄いなども見られ、バランスをとる難しさを感じました

・普段は自分から家庭学習に取り組もうとはあまりしないのですが、オンライン学習があるときは
積極的に参加していました

・悪天候や頃なの流行で緊急事態宣言などオンライン授業ができるようになると嬉しいです。不登
校ぎみの子が参加しやすいシステムがあると登校するきっかけになるのでは

・毎日楽しみに学習していました。積極的な姿勢で取り組んでいました。自宅で通信教育をしてい
ますが、先生、クラスメイトとのオンライン学習の方が意欲的でした

・タブレットでのオンライン学習の必要性は感じていない。学力は自習である程度維持できる。オ
ンラインでなければできない学習方法があると良かったかも。

・ゲーム感覚で楽しみながらやっているようでした。実際に授業だったときには、オンラインでど
の程度理解できるかとも思います


