
鶴：鶴沢小本部役員さん
広：市 P連広報委員会

広：鶴沢小学校さんは、昨年「つるの子ク
エスト 2021」（以下「つるクエ」）とい
う配信型フェスティバルを行ったと伺い
ました。どのような行事だったのですか ?
鶴：はい。土曜日に行われた学習参観後の

4 時間目に「つるの子クイズ」と称した
クラス対抗クイズバトルをし、お弁当昼
食を挟んで、「つるの子チャレンジ」とい
う、出演希望児童が 1 分間以内で特技や
練習したことを披露する動画集を、放送
室から配信する形で行いました。

広：ありがとうございます。例年行われて
いたバザーからつるクエへ舵を切ったプ
ロセスをきかせてもらえますか ?
鶴：最初は、例年通りのバザーをするか又

は中止するかという 2 択の話からスター
トしました。昨年の 5 月頃の会議では、
飲食、お金のやり取り、提供品の回収、
密になりやすい行動などについて話し
合った結果、どう考えてもバザーをする
のは無理だろうという話になりました。
ただ、令和 2 年度も行事ができず、令和
3 年度も何もできないとすると、令和 4
年度以降の PTA のモチベーションを維持
できないし、何より色々な行事が中止に
なってしまっている児童のためにも、何
か楽しい企画を行おうという方向性にな
りました。近隣の学校で令和 2 年度に
配信型フェスティバルをやったことがあ
るという話を聞いたことがあり、それを
きっかけにうちの小学校も配信型フェス
ティバルを行おうと決めました。

広：ありがとうございます。色んな行事が
中止となった児童のために ! 素晴らしい
です。配信のための動画を制作するにあ
たり、役員とは別にサポーターを募った
と伺ったのですがその経緯を聞かせても
らえますか ?
鶴：本部役員や学年役員だけでの募集では

難しいと考えたことと、仕事で動画編集
をしている人や、動画編集に興味がある
人がいるはず、ということで初の試みで
したが、全世帯へ動画製作のサポーター
募集のお手紙を出しました。何人応募が
あるかも、誰も応募がないかも全く想像
できず、賭けでした（笑）

広：そうだったんですね。その募集で集まっ
たサポーターさんたちは動画編集がもと
もと出来る方だったのですか ?
鶴：ほとんどが未経験者でした。経験者を

中心に数回勉強会を開いてトレーニング
をしようと計画をしていたのですが、コ

ロナ感染の状況で実際には 1 回しかでき
ませんでした。なので、ライングループ
上で情報共有をしつつ、編集方法につい
ては各自 YouTube で検索しながら学習し
ていった状況でした。ですから、未経験
でも大丈夫です（笑）

広：動画編集未経験でも対応できたのです
ね。大変参考になります。次は「つるの
子チャレンジ」について伺います。コロ
ナ禍以前から行っていたということでし
たが、例年に比べて応募者数はどうでし
たか ?
鶴：例年 40 組程の参加だったのですが、今

回は 60 組の応募がありました。グルー
プでの応募、個人での応募と様々でした
が、コロナ禍で児童たちも、何か楽しい
ことをしたいという思いが強かったのか
と感じました。元々は学校主体の企画だっ
たのですが、今期は PTA の行事になりま
した。人前でチャレンジする方式の場合、
発表にかかる時間が読めないのが難点で
したが、動画配信型にすると編集段階で
所要時間がわかるのがメリットと感じま
した。また、映像にすることにより、子
どもたちの披露できる特技の種類の幅が
広がったのも良かったと思います。
広：なるほど。このチャレンジ企画は他校

でも比較的取り入れやすい内容だと感じ
ました。次に、「つるの子クイズ」につい
てです。クイズ製作で、気をつけた点等
ありましたら教えてください。
鶴：1 年生から 6 年生まで不公平感なく答

えられるように、問題のレベルや、点数
配分を考えました。学校内や学区内の公
園に関するクイズを中心に 10 問、先生方
によるリレー、伝言ゲーム 2 問の合計 12
問を出題しました。クイズの回答は各ク
ラス担任のギガタブで行う方法を採りま
した。また、つるクエ全体としてですが、
ところどころに RPG ゲームを連想する動
画を挿入してワクワク感が演出できるよ
うにしていったところもポイントでした。

広：1 年生と 6 年生は全く違いますからね。
動画配信だと、ずっと教室の中ですから
飽きないような工夫もされたということ
ですね。編集の皆様の努力が伝わります。
他に気を付けた点などありますか ?
鶴：当日のネットトラブルに関してです。

ギガタブを使った「クイズ回答」と「閉
会式」を行いました。結果としてうまく
行きましたが、ネットのトラブル等でギ
ガタブが使えなかったことを想定して紙
の回答用紙を用意する等の準備もしてい
ました。

広：動画編集を含めてですが、他に大変だっ

たところや苦労したところをお伺いした
いです。
鶴：動画編集はクイズ編集 2 名、チャレン

ジ編集 2 名の合計 4 名で行いました。先
程触れた通り、未経験者は編集しながら
覚えていくという感じでしたので、とに
かく膨大な時間がかかりました（汗）。ま
た、チャレンジャー児童の収録は、ダン
ス、お笑い、暗算競争等各グループがど
んな物を必要として、こちら（PTA）が
何を用意したらいいかを整理するのが大
変でした。出演予定者に対して、事前説
明会を開いて、なるべく収録当日に慌て
ないようにしましたが、それでも色々大
変でした（笑）。
鶴：また、今回児童及び教職員の皆さんに

つるクエのアンケートをとったのです
が、バザーを知っている児童はバザー復
活を望んでる声も多かったです。来年度
の感染症の状況はわかりませんが、今回
のような配信型フェスティバルの場合
は、どうしても特定の人に作業量が偏っ
てしまうことが課題ですね。あとは、失
敗も含めてチャレンジという趣旨です
が、うまくいかなかった動画が流れて恥
ずかしかった等の回答がありました。

広：皆さんの熱意と、細かい想定、準備の
もと成功されたことがわかりますね。「つ
るクエ」を開催してみて、その後の変化
などありますか ?（子どもたちや学校の
様子、PTA 保護者同士の雰囲気など）
鶴：学校からは、全学年共通の話題ができ、

学校全体に一体感ができたように感じる
という感想をいただいています。また、

「つるの子チャレンジ」に関して、出場
した児童は、自信と誇りを持ち、また今
回出場しなかった児童の中には、友達の
チャレンジに刺激を受けて、次回の出場
を目標に掲げる子も出てきました。本部
役員としては、今までやったことがない
事を行うことはすごく大変だったけど、
楽しい経験ができてよかったです。クイ
ズ一問毎に起こる児童の地響きのような
歓声は忘れられません。

広：最後になります。来年度以降、自校で
も開催してみたい ! と考えている PTA の
みなさんへ、アドバイスなどありました
ら教えてください。
鶴：コロナ禍の中であったとしても、何を

するか、どうすれば出来るかを考え続け
ることが大事です。その結果、今回、バ
ザーとは別の形を見出だすことができま
した。Mr.Children の歌詞にもあります
が「高ければ高い壁の方が登った時きも
ちいいもんな」です ! 子供達にもその熱
意は伝わります !

学校全体を一つにした配信型フェスティバル！〜鶴沢小学校〜



■その他、対談形式以外のつるクエの参考
データ

【役割分担】
・動画編集 6 名：（動画の編集、企画、動画

の機材持ち込み等）
・学年役員 1-4 年：クイズ問題の作成、写

真及び動画の素材のアップロード
・学年役員 5、6 年：つるの子チャレンジ撮

影サポート
・本部書記：お手紙作成（チャレンジャー

募集、保護者同意書、当日プログラム、
ひとりチャレンジャー用お手紙など）

・本部会計：消しゴムハンコ、のり、シー
ル等の備品  

つるクエ消しゴムハンコ（先生に作成協力いただきました！） 児童全員に配布した赤青鉛筆と
当日用プログラム

チャレンジャー児童に配布した
記念シールとスティックのり

オープニング映像 映像操作スタッフ（放送室）

先生出演クイズを見ているところ 表彰式

【参考画像】



【鶴沢小学校つるの子クエスト２０２１（動画プロジェクト）の概要】 

千葉市立鶴沢小学校 

ＰＴＡ会長 山﨑 貴之 

実施日時：令和３年１０月３０日（土）学習参観のあと 

実施場所：放送室から各教室へ配信方式 

【実施に至る過程など】 

時期 概要 

５月初旬 例年１１月頃に実施しているバザーを行うか、それとも他の行事を行

うかの会議を行いました。その段階では、とても通常の飲食を含むバザ

ーを実施できない状態のため、思い切ってオンラインフェスティバルの

ようなものを企画する方向に舵を切ることに。 

５月中旬 PTA 一般会員含め【動画サポーター】ということで、公募をしたとこ

ろ、６名のサポーターが集まった！（役員はできないけど、家で作業は

できる方等心強いメンバーでした。） 

６月中旬 動画サポーター初顔合わせをし、編集経験者から簡単なガイダンス

や、今後の進め方の話し合いを行いました。ここでは、【学校区内に関す

るクラス対抗クイズ】【児童（つるの子）の１分間チャレンジ】を行おう

と概要を設定しました。 

６月下旬  上記概要を少し整理し、学校の職員会議に会長・副会長で教職員向け

動画プロジェクトのプレゼンを行いました。先生方の反応が、とても好

評で、午後の時間だけでスケジュールを考えていたところ、授業参観を

１コマ調整していただき、午前・午後のプロジェクトに変更をしてもら

いました。また、ギガタブを用いたクイズ回答等のアドバイスをいただ

き、再度プロジェクトの見直しをできました。 

４時間目：開会式・クイズ 

お昼休み：お弁当（給食より早く終えられるからという学校の配慮！） 

５時間目：つるの子チャレンジ・閉会式 

７月中旬 本部及び一般役員による会議を行い、一般役員には学校区内の公園等

に関するクイズの素材画像や、問題作成を依頼することにしました。そ

のデータは、onedrive というオンラインストレージに集約するように

し、データのやりとりを非接触で行えるようにしました。 

８月夏休み  まさかの緊急事態宣言。。。感染者が爆発的に増えている中、夏休み中

に撮影しようとしていた先生方が関連するクイズ動画は撮影中止に。 

８月末 学校がスタートしました。緊急事態宣言は続いていて、教頭先生と今

後の進め方を相談することで、撮影方法を一部変更することに。 

■グループで撮影予定→体育館以外の広い部屋も使って人数を減らす 



■ひとりで撮影予定→各自、自宅などで撮影をし、密を避ける 

■先生クイズ（バスケドリブルリレーとお絵描き伝言リレー）は秋休み

後に撮影（動画編集がギリギリとなってしまう！） 

９月中旬 本部会や定例会が緊急事態宣言中で、対面式ができなかったため、マ

イクロソフトチームスを使ったオンライン会議を実施した。 

９月末  ＰＴＡからプレゼントする児童全員向けの品物、チャレンジをした児

童へのプレゼント、クラス対抗クイズ上位へのプレゼントの発注準備 

 いよいよ、グループチャレンジ撮影開始！ 

１０月初旬  グループチャレンジ撮影後半。ギガタブに強い先生と、クイズのため

の接続テストを繰り返し行いました。（子供より使いこなせるようになり

ましたｗ） 

 ひとりで撮影予定の児童は onedrive によるアップロード方式でデー

タの提供依頼をしました。 

１０月中旬  先生バスケドリブルリレー、お絵描き伝言ゲーム撮影。（カメラの台数

がスゴイことに。。）動画サポーターの編集のピークでした。 

 当日のプレゼントの納品がほぼ完了。 

１０月下旬  完成してきた動画を、本部役員を含めてチェックをして、出演児童や

先生方の名前のチェックをしながら何度も動画修正をしました。 

前日  開会式から閉会式までのリハーサルを行いました。本来のメインは学

習参観ですので、先生方の準備の邪魔にならないように実施しました。 

 この段階でも不安はたくさんありました。 

当日 ４時間目： 

開会式も大きなトラブルはなく、そのままクイズへ。放送室では児童

の声は聞こえづらかったのですが、大盛り上がりだったようで、嬉しか

ったことを記憶しています。 

お昼休み： 

お弁当中も、音楽を流したり、動画の裏話を流したりして楽しんでも

らえたようでした。 

５時間目： 

 おもしろ動画、かっこいい動画、かわいい動画等たくさんのチャレン

ジャーにより大盛り上がりでした。（ちょっと低学年さんは後半お疲れモ

ードでしたが。） 

 最後の閉会式は、ギガタブの会議ツール【ミート】を用いた、オンラ

ン閉会式を行い、４時間目のクイズの上位発表を行いました。先生方の

事前の準備と、本部の連携でスムーズに、かつ、盛り上がる閉会式がで

きました。 



 前日まで、不安は多かったですが、みんなが回していた歯車が当日は

しっかり噛み合って、回転して、連動するような感覚がありました。 

１１月初旬 クイズ結果で、２位や３位が複数クラスとなったため、プレゼントの

再考と、賞状の作成を行って、本部会後に各クラスに表彰をしに行きま

した。全てのクラスが表彰で盛り上がってくれて嬉しかったです。 

つるの子クエストの日にアンケートを児童や先生方に依頼し、数えき

れない程の回答がありました。来年以降に役立てたいと考えています。 

 

ここにはとても書ききれない、多くのお手紙や、多くの配慮があって、成り立った事業

でした。来年もバザーのような交流型の事業が出来るかは、わかりません。鶴沢小学校の

事業が他校さんのヒントになればと思い、概要をまとめました。 

 

【参考画像】 

デザインが得意な先生と、消しゴムスタンプ作りが得意な先生で作ってもらった 

オリジナルロゴ 

 

 



つるの子クエスト２０２１　全体台本

時間 内容 誰が セリフ クラス画像 画面操作 備考

9:30 設定、準備等 本部 放送室PC、ビデオカメラ（開会・閉会用）の用意、音楽室（サテライト会場）用意 各クラス授業中

ビデオカメラ接続にしておく（授業中で
ビデオカメラの位置調整をしておくこ
と。）前日で位置合わせ済

※１ 校⻑先⽣に、11:05頃、放送室に来て
もらうようにお知らせしておく。
※２ 〇〇先⽣タブレットを４時間目終了後
に預かる。（充電ケーブルも）（ミート接続
もしてもらう）

11:02 各担任の先⽣へ 〇〇副会⻑ 間もなくつるの子クエストを始めます。各クラス先⽣方、モニターをONにし、放送室チャンネルにしてください。 ※放送室マイクでアナウンス 〇〇副会⻑は放送室マイクで話しつづける

11:05 始まり 〇〇副会⻑ 児童の皆さん、着席したかな？（ちょっと間をおいて、、）それでは、今日の司会進⾏を担当するPTA副会⻑の〇〇です。宜しくお願いします。 放送室ビデオカメラ ※放送室マイクでアナウンス ↓
11:06 開会の挨拶 〇〇副会⻑ ただいまより、つるの子クエスト2021を開催します。 ↓ ビデオカメラ前で話す ↓

11:08 PTA会⻑挨拶 〇〇副会⻑
PTA会⻑挨拶。〇〇会⻑お願いします。
〇〇：〇〇〇。それではよろしくお願いします。 ↓ ビデオカメラ前で話す ↓

11:10 校⻑先⽣挨拶 〇〇副会⻑
続きまして、校⻑先⽣挨拶。校⻑先⽣お願いします。
校⻑先⽣：〇〇〇。楽しんでくださいね。宜しくお願いします。 ↓ ビデオカメラ前で話す ↓

11:13 今日の流れ 〇〇副会⻑

それでは、今日のつるの子クエスト２０２１の流れを話しますね。（〇〇さんが接続ケーブルの抜き差し用意）
普段の授業の４時間目の時間を使って、クラス対抗のクイズをします！そして、クイズが終わって１２時頃からお昼を食べます。お弁当を食べた
後の12：30頃から５時間目として、チャレンジをしてくれたかっこいいみんなの動画をまとめたつるの子チャレンジを放映します。
最後に、チャレンジが終わった後、クラス対抗クイズの上位発表を⾏います。クラスで力を合わせて頑張ってくださいね！

ビデオカメラ前に【準備
中】のようなもので遮る ※放送室マイクでアナウンス ↓

11:15 動画プロジェクトへ 〇〇副会⻑
それでは、早速前半のクイズに入りたいと思います。動画サポーターの皆さん、宜しくお願いします。各クラス担任の先⽣方、ギガタブをご用意
いただき、つるの子クエスト２０２１クラスに入って回答の準備をお願いします。少々お待ちください。 PC画面へ PC画面に切り替え ↓

11:16 画面確認 〇〇さん クイズの映像画面に切り替わっていますか？替わっていない場合は、廊下に出ている保護者スタッフまでお知らせください。 PC画面 ※放送室マイクでアナウンス クイズ動画 約31分間

11:50 お弁当12：30まで 休憩画像を共有

※１ 〇〇先⽣のタブレットを確認してクイ
ズの集計を⾏う。充電しながらミート接続す
る。
※２ 食事が早く終わっているようなら、早
くチャレンジを始めたい。

12:30 午後の部開始 動画P（〇〇）

みなさん、おいしいお弁当は食べ終わったかな？（ちょっと間をもって）
それではこれから後半の、つるの子のみんながチャレンジした動画を観たいと思います。同じクラスのチャレンジャーやお友達チャレンジャーの
頑張りをみたら大きな拍手や応援をしてあげてね！ PC画面

PC画面に切り替え
※放送室マイクでアナウンス

31：53 ５分休憩画像
（14秒で動画停止させること）

13:02 前半終了（休憩5分） 動画P（〇〇） みんなの面白カッコいい映像はまだまだ続きますが、ここで５分間の休憩をとりたいと思います。おトイレに⾏きたい人は⾏ってくださいね。 PC画面 ※放送室マイクでアナウンス

13:07 後半開始 動画P（〇〇） それでは、これから後半に入ります。楽しんで観てね！ PC画面 ※放送室マイクでアナウンス

32：07 後半スタート
1：04：01 動画終了
（合計約69分）

13:40 動画終了 〇〇副会⻑ 動画サポーターの皆さん、ありがとうございました。これからもユーチューバーを目指して頑張ってください。 PC画面
PC画面
※司会は放送室マイク

13:41 閉会へ 〇〇副会⻑
それでは、これから午前中に⾏ったクイズの結果発表に入ります。各クラスの先⽣方、ギガタブのミートに切り替えていただき、HDMIケーブル
でテレビと接続をお願いします。【マイクオフ、画面オフ】の設定でお願いします。 ギガタブ画面

ギガタブ画面に切り替え
※司会は放送室マイク

13:42 結果発表 〇〇会⻑

それでは、これから３位、準優勝、優勝の順で発表をします。見事上位に選ばれたクラスは、【マイクオン、画面オン】の設定に切り替えてくだ
さい。またクラスの喜び映像を映します！ギガタブを反対に開くと、カメラが切り替わり、クラス映像が映せるようですので、お願いします。
他のクラスの先⽣方はミートの機能の【スポットライト】を使ってそのクラスを拡大してあげてください。
最後に、見事、上位に入ったクラスの代表として、今日の【日直さん】に感想を一言話してもらいます。
（先⽣方、ご用意はできましたか？）それでは発表をします。
３位のクラスの発表です。ジャカジャカジャカ、、ジャーン 〇年〇組！！おめでとうございます♪
それでは、〇年〇組の日直さん 一言お願いします。（スポットライト設定促し＆クラス映像促し）
続いて準優勝クラスの発表です。ジャカジャカジャカ、、ジャーン 〇年〇組！！おめでとうございます♪
それでは、〇年〇組の日直さん 一言お願いします。
最後に！優勝クラスの発表です。ジャカジャカジャカ、、ジャーン 〇年〇組！！おめでとうございます♪
それでは、〇年〇組の日直さん 一言お願いします。
表彰された皆さん！おめでとうございました。表彰にはならなかったクラスも楽しんでいただけたでしょうか。

以上で、つるの子クエスト２０２１を終了いたします。つるの子クエストは、先⽣方、役員の皆さん、動画サポーターの皆さん、保護者の皆さ
ん、そしてつるの子のみんなの協力があって実現できました。本当にありがとうございました！
それでは、これより閉会の挨拶を〇〇副会⻑よりいたします。画面は無しで、このまま放送室マイク音声のみです。 ↓

表彰クラスをスポットライトしてみる
※放送室マイク

※１ 画面切り替えの間をとる
※２ 昼休み中で〇〇PCと〇〇PCを入れ替
えて画面確認できるとよい
※３ ドラムロール音はiPhoneをマイクに近
づける

13:50 閉会の挨拶 〇〇副会⻑

（出だしの言葉はお任せします！！）
つるの子の皆さん全員へのプレゼントとチャレンジャーの皆さんへのプレゼントは、担任の先⽣からもらえます！
そして、クイズで表彰されたクラスには、来週以降にPTAから豪華景品？？をお渡しします！楽しみに待っててくださいね。
それでは、以上でつるの子クエスト２０２１を閉会します。おうちに帰るまでがつるの子クエストですよ〜。 画面無し ※放送室マイクでアナウンス 各所後片付け
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