
 報道機関 各位

新型コロナウイルス感染症拡大防止 これまでの、そして現在の取組 

さいたま市教育委員会は、これまで新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る様々な取組

を行ってきました。これまでの取組、現在の取組をまとめて御紹介します。 

記 

１ 取組内容

 取組① 学習支援コンテンツ

     年度初めの家庭学習を支援するため学習支援コンテンツを作成し、配信していま

す。

 取組② ラジオレター 

     教職員が子どもたちに向けてラジオレターを送ることにより、学校とのつながり

を感じさせ、子どもたちに元気と安心を届けています。 

 取組③ スタディエッセンス 

     児童生徒の学習習慣や基礎学力の定着を図るため、全ての児童生徒が自宅等で、学

校生活のリズムに準じたデジタル授業を実施しています。 

 取組④ 心のサプリ 

     家庭で過ごす子どもたちに元気を届けるという趣旨のもと、様々なコンテンツや

動画を配信しています。 

 取組⑤ 学びの玉手箱 

     児童生徒が家庭で利用できるよう、生涯学習関連施設が作成した学習教材をパッ

ケージ化して配信しています。 

 取組⑥ 学びの泉 

     市民の方々の日々の生活が潤うよう願いを込めて、生涯学習関連施設が持つ魅力

あふれる学習資源等を発信するコンテンツを作成し、配信しています。 

 取組⑦ テレビ会議システムを活用した教職員研修会   

     会議システムの構築により、学校に居ながら参加できる教職員研修会を開催して

います。 

 取組⑧ デジタル授業の推進に向けて 

     株式会社ジェイコム埼玉・東日本と協定を締結し、デジタル環境のない御家庭に学

習用タブレット端末の貸与が可能になりました。 
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議題１ 新型コロナウイルス感染症拡大防止
これまでの、そして現在の取組

さいたま市教育委員会事務局



議題１ 学習支援コンテンツ

○4/8(水)～
市のホームページから
児童生徒に向けて配信
（小・中学校３３本、

＋特別支援教育）

教育委員会の指導主事が、年度初めの家庭学習を支援
するために作成しました。



＜第１弾＞
・令和２年４月１４日（火）～５月１日（金）
・全ての市立学校（１６８校）

家庭で過ごす君たちへ 先生からのメッセージ
さいたま市の10万人の子どもたちへ 先生からのラジオレター

議題１ ラジオレター

主催：REDS WAVE 87.3 FM CityFMさいたま株式会社

本市の子どもたちに向けて、教職員がラジオレターを送ることにより、
学校とのつながりを感じさせ、子どもたちに元気と安心を届けます。

＜第２弾＞

～ランチラジオレター～
・令和２年５月２２日（金）～５月２９日（金）
・市立学校のうち２７校

・放送時間 12:00～13:55（目安）

前回と同様に電話による生放送で、今回は、「心のサプリ」と
関連させ、内容の工夫を図り、子どもたちに元気と安心を届け、
学校とのつながりが感じられる一助としていきます。



議題１ スタディエッセンス

「さいたま市Web学習コンテンツ
『スタディエッセンス』」

トライアル版

5/1～5/10

5/1１～ 正式運用

児童生徒の学習習慣や基礎学力の定着を図るため、全ての児童
生徒が自宅等で、学校生活のリズムに準じたデジタル授業を実施
しています。



臨時休業中

身支度、朝食、検温

学習の準備

基本的生活習慣の
確立

デジタル授業
『スタディエッセンス』の視聴

基礎的・基本的な
学力の習得

各学校で設定した
学習課題の実施

学習習慣の確立

朝 午前 午後



課題提出の様子

※高砂小学校 次回の回収 5/25(月)

学校での『スタディエッセンス』視聴の様子

アクセス数

日
にち

5/11 5/12 5/13 5/14 5/15 5/16 5/17 合
計

曜日 月 火 水 木 金 土 日

アク

セス
数

144
万

73万 60万 55万 69万 26万 34万 461
万

日に
ち

5/18 5/19 5/20 5/21 5/22 5/23 5/24 合
計

曜日 月 火 水 木 金 土 日

アク
セス
数

67万 52万 49万 45万 53万 17万 17万 300
万



おうちでの過ごし方について考えてもら
う、というストーリーのスライド紙芝居

議題１ ② ラジオレター

家庭で過ごす本市の子どもたちに元気を届けるという趣旨のもと、
様々なコンテンツや動画の配信をしています。

いまだから
おうちで できること！

～すくすくのびのび子どもの
生活習慣向上キャンペーン～

教職員による、宮澤章二作
『行為の意味』の詩の朗読を
動画配信することにより、
子どもたちに元気を届けます。

３７校の市立小・中学校の
教職員が参加した、各校の
動画を順次さいたま市Web
学習コンテンツ内にアップ
しています。

～子どもたちの心を潤す詩の贈り物～



スクールカウンセラースーパーバイ
ザー（SSV)が、リラックスの仕方等に
ついてアドバイスする動画

「希望のまち」ゆめダンス
Let`s Dance Together!
一緒におどってみよう！

大宮北高校ダンス部による、
「さいたま市の歌」の振り付け動画

SSVがゲームとの付き合い方等に
ついてアドバイスする動画

「さいレンジャー」が望ましい
生活習慣を伝える動画

夢をかなえる心・体・言葉のお話

目指せ！「すくのび」マスター

Play Apart Together!
ゲームとうまく付き合おう！

子どもたちが元気になる、
学校や友達とつながって
いるんだ、と意識できる
コンテンツを配信してい
きます。

リラックスを促す動画

ヌウといっしょに ひとやすみ



議題１ 学びの玉手箱

おうちで博物館・美術館・宇宙科学館・図書館等  

施設名 タイトル

市立博物館
おうちミュージアム

スタディミュージアム

エア博物館

うらわ美術館 おうちで美術鑑賞！

宇宙科学館

青少年宇宙科学館「科学戦隊さいレンジャー」の
ワクワクサイエンスボックス

宇宙劇場「ベビー＆キッズ劇場」

図書館

小中高生必見！「読書応援コンテンツ」
（児童向け）／（生徒向け）

としょ丸遊戯道場にちょうせん！

「本は王さま」おすすめの本

与野図書館 おうちで楽しむ！としょかんイベント

おおみや図書館けんてー

文化財保護課 めざせ！さいたま考古マスター！

子どもたちが簡単にアクセスできるよう
に生涯学習関連施設のタイトルをパッケ
ージ化しました。子どもたちの自由な発想
や表現には、驚くべき可能性がつまって
います。その可能性をたくさん発見できる

機会になれば幸いです。

発信開始日 ３月１９日（木）



博物館、うらわ美術館、公民館、図書
館、青少年宇宙科学館が持つ魅力溢れ
る学習資源等を市民の皆様方に提供で
きるよう、「さいたま市生涯学習コンテンツ
『学びの泉』」を本市Websiteに掲載し、
様々なコンテンツを発信しています。
発信開始日 ５月１１日（月）

議題１ さいたま市学習コンテンツ 学びの泉

施設名等 タイトル

博物館 さいたまのJAPAN BLUE さいたまを染める  

うらわ美術館

うらわ美術館の萌芽 開館当時の収蔵品紹介

開館20周年記念展中止に伴う代替企画
「Art into Life」との連携

生涯学習
総合センター・公民館

e公民館

中央図書館
さいたま市図書館オリジナル 「地域もの知りけんてー」

さいたま市図書館 コロナ情報館

青少年宇宙科学館
若田名誉館長に続け！ 「宇宙のまち さいたま」

宇宙劇場「ゆるっとプラネタリウム」

Your Personal Lounge

生涯学習関連施設「探訪」  



「e公民館」の名前の由来
は、「education＆いい」を
意味する情報発信サイト

の愛称です。

施設名 タイトル 内容
 宮公 館 「おうちde簡単ストレッチ」

共催事業（ 進公 館）
タオルを使った簡単ストレッチ、軽い
筋トレ、有酸素運動

 進公 館 「朝ドラ時間de新聞ペーパーバッグ」
共催事業（ 宮公 館）

新聞紙を使っておしゃれなペーパーバッグ
を作成

 砂 東公 館 おうちde脳トレ!筋トレ！笑っトレ！ 脳を鍛えるトレーニング、筋力アップの
トレーニング、笑って楽しくトレーニング

鈴 公 館 クロスワードに挑戦 クロスワードパズルで頭の体操
 島公 館 公 館でお菓 づくり 家族と一緒にお菓子づくり
 蔵公 館 おうちでできる！   り 糖ロール    り 糖ロールの作り方
 古 公 館 ぬり絵を切り絵で表そう！ ぬり絵を使って切り絵を作成



若田名誉館長率いる
青少年宇宙科学館がくり出す

「宇宙のまち さいたま」
のコンテンツです。

科学指導員が
身近な宇宙の不思議から
専門的な宇宙の魅力まで

くわしく紹介します。

当館と提携する宇宙劇場では、
星や宇宙について解説員が語る
ラジオ風の番組

「ゆるっとプラネタリウム」
を配信！
お家でゆったりと満天の星の旅
へどうぞ。

Discovery 01 「昼の天体観測」
今春以降の金星、太陽の観測
双眼鏡・望遠鏡の見え方の紹介

Discovery 03 「星景写真 Ⅰ」
星景写真を撮る際の機材紹介
（カメラ、レンズ、三脚等）

Discovery 04 「星景写真 Ⅱ」
星景写真を撮る際の
カメラの設定方法の紹介

Discovery 02 「星の誕生と謎」
科学館宇宙広場の

天体に関するパネル紹介



さいたま市生涯学習コンテンツ「学びの泉」 オリジナルバナー

議題１ テレビ会議システムを活用した教職員研修会

日時：令和２年４月２７日（月） １５：００～１５：４０校長学校管理研修会

日時：令和２年５月１２日（火） １３：００～１４：３０新任校長研修会

日時：令和２年５月１８日（月）～２０日（水）初任者研修

映像及び音声を双方向に通信できるテレビ会議シス
テムの構築により、学校に居ながら参加できる教職員
研修会を開催しています。

初任者研修（英語ネイティブ特別選考対象者）
日時：令和２年５月２７日（水） １４：００～１５：４５

教育の情報化推進教員研修

日時：令和２年５月２７日（水） １３：３０～１５：００ ※今後は双方向の交流を一部予定しています。



議題１ 株式会社ジェイコム埼玉・東日本との協定

「さいたま市Ｗｅｂ学習コンテンツ『スタディエッセンス』」を家庭で視聴できない御家庭を対象に学習用タブレット端末
を貸与し、市内児童生徒の学習保障を図ること。

Society5.0時代を見据え、ＩＣＴを活用した教育環境の実現について、
必要事項を定めました。

５月２１日（木）

株式会社ジェイコム埼玉・東日本と「ＩＣＴを活用した
教育環境の実現に関する協定」の締結を行いました。

「さいたま市Ｗｅｂ学習コンテンツ『スタディエッセンス』」を家で視聴
することができない御家庭等を対象に、学習用タブレット端末を
貸与し、市内児童生徒の学習保障を図ります。

議題１終了


