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本⽇のお話
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メキシコの新型コロナの被害状況

ロックダウン :３⽉２３⽇ – now ５ヶ⽉間！！

陽性者 59 万 9 千 560 ⼈超 流⾏曲線の平坦化

死者 6 万 4 千 414 ⼈超
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Health Alert “信号”



デジタル・ディバイド (Digital Divide)



デジタル・ディバイド (Digital Divide)
インターネット等の情報通信技術（ICT）を利⽤できる者と利⽤
できない者との間にもたらされる格差のこと(Wikipedia)。

インターネット
51% Mexico
92% Japan

51

92

MEXICO JAPAN

Internet users %



デジタル・ディバイド (Digital Divide)

家でのパーソナル
コンピュータの利⽤

46% Mexico
81% Japan

46

81

MEXICO JAPAN

PC at home %



K12の学校の状況
⼩学 %

公⽴ 12,824,766 91%

私⽴ 1,313,096 9%
Total 14,137,862

⾼校 %

公⽴ 4,166,750 81%

私⽴ 961,768 19%
Total 5,128,518 

⼩学

公⽴ 私⽴
⾼校

公⽴ 私⽴



K12の学校の状況
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TV 遠隔教育



⼤学の状況
(.-%

�'���$"�$)&

���������	/����� �/ �,*�������/��	
�

+.-%

�'���$"�$)&

���������	/����� �//�� #�� !��



ハイブリッド モード
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テクニカルサポート by UDLAP
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オンラインクラスのためのWiFi設備
Open air spaces. 



コロナウイスにならないように
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Web会議-Webinars & Video Chat Rooms

Webinars for the Mexican society

“あなたの側にいます”
Chat rooms for UDLAP 
members



+)のトレーニング
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4.  Teaching & Learning Seminar - Oxford University/British Council



オンライン・クラス - 学⽣のオピニオン
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オンラインクラス - 教員の反応
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オンラインでの学⽣の評価
�� C�=7���E� �	D� "'42%4-*.
����#;��

�� ���E
���<9 ��E– �=7�

��E>9�>?�03)214)":@
6A��������!85#$,03�/���
BA�+&,(



秋の学期(セメスター)
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Thank you for your kind attention!

¡Gracias!
グラシアス！

gerardo.ayala@udlap.mx

mailto:gerardo.ayala@udlap.mx

