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こちらは、新型コロナウイルス感
染症の影響で遠隔授業を⾏う教員
の皆様にご活⽤いただけるツールと
情報のまとめです。�

最新の情報はこちらのリンクよりご覧い
ただけます。�g.co/teachfromhome

http://g.co/teachfromhome


新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響で遠隔授業を
⾏う教員の皆様にご活⽤いただけるツールと情報をご案内し
ます。�

ご紹介する内容をお試しいただくには、 G Suite for Education 

アカウントにログインしてください。アカウントをお持ちで
ない場合は�こちらのリンク�から無料でご登録いただけます。�
(�お申し込みの⼿順�)�

今後、皆様から頂戴するフィードバックをもとに、内容を更
新する予定です。最新の情報は�サイト�にてご確認ください。

家から教えよう�
Teaching from home

https://edu.google.com/products/gsuite-for-education/?modal_active=none
http://services.google.com/fh/files/misc/gfe_application.pdf
https://teachfromhome.google/intl/ja/
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⾃宅でビデオ通話の�
設定を⾏うには�

1. Wi-Fi�の電波が強い場所を選びましょう�

2. ⼗分な⾃然光が差す明るい場所を⽤意します�

3. ウェブカメラを使⽤していて遅延が出る場合は、
カメラをオフにしましょう

⽣徒の環境にも注意してください。
全ての世帯ごとにインターネット接
続の状況は異なります。

Your workspace at home



クラスを作成して�
⽣徒を招待するには�

1. classroom.google.com を開き、+�ボタンをクリック
してクラスを作成します�
詳しく⾒る�

2. メンバータブを開き、⽣徒をあなたのクラスに招待
します�
詳しく⾒る�

3. クラスのストリームで⽣徒に投稿とコメントを許可
するかを選択します��
詳しく⾒る

Create a ‘Class’ and invite students

http://classroom.google.com
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020273
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020282?hl=ja
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6099424?hl=ja


ビデオ通話を⾏うには�

1. Hangouts Meet (�meet.google.com )�を開いて新
しいミーティングを開始する��

2. アドレスバーから�URL�をコピーする�

3. Classroom�を開き、授業タブで作成をクリック
し、資料を選択します。リンクを貼り付ければ、
授業が⾏われる際に⽣徒がビデオ通話に参加する
ことができます�
詳しく⾒る

⾃宅にパソコンがない⽣徒も、�
スマートフォンの�Meet�アプリを
使⽤して参加することができます

Set up a video call (aka ‘Meet’)

http://meet.google.com
https://support.google.com/meet/answer/9302870


データ量を節約するには�

1. ビデオで遅延がでる場合はデータ量を制限すること
が有効です。�学校の�IT 管理者は管理コンソールよ
り設定が可能です�

2. 代わりにライブ配信�を利⽤する⽅法もあります。
また、事前に録画した授業を共有する⽅法もありま
す�

3. 遅延が改善されない場合はカメラの画質を変更する
こと、またはビデオをオフにしてデータ量を節約す
ることも有効です

Reduce bandwidth

https://support.google.com/a/answer/1279090?hl=ja
https://support.google.com/meet/answer/9308630?hl=ja


1. 授業のスライドを準備するには�
2. オンラインテストを作るには�
3. 課題を⽤意するには

授業を準備しよう
Prepare to teach



授業のスライドを�
準備するには�

1. Google�スライド�(�slides.new )で新規の授業スラ
イドを作成できます�
詳しく⾒る�

2. 途中に議論や質問を促すスライドを⽤意すること
をお勧めします�

3. [�挿⼊�]�メニューから動画や画像を貼り付けるこ
ともできます

Prepare a presentation for students

http://slides.new
https://support.google.com/docs/answer/2763168


オンラインテストを作るには�

1. Google�フォーム�(�forms.google.com )�にてオンラ
インテストをテンプレートを利⽤しながら作成でき
ます�
詳しく⾒る�

2. 質問と答えと配点を設定します�
詳しく⾒る�

3. プレビューで確認をして完成です�

4. 回答ページでどのように回答が集まるか確認しま
しょう

Create an online test

http://forms.google.com
https://support.google.com/docs/answer/6281888
https://support.google.com/docs/answer/6281888
https://support.google.com/docs/answer/6281888
https://support.google.com/docs/answer/7032287


課題を⽤意するには�

1. Classroom�にてあなたのクラスの授業タブを選択
します�

2. 作成メニューから課題を選択して、詳細を記⼊し
てください�

3. ⽣徒に共有したいワークシートやプレゼンテー
ションなどを添付することができます。さらに、
ファイルへのアクセス権限を閲覧可能にするか編
集可能にするか選択できます。各⽣徒にコピーを
作成することも可能です�
詳しく⾒る�

4. [応⽤編]�課題の締切⽇時を設定して⽣徒の�Google�
カレンダーに表⽰させることもできます

Set an assignment in ‘Classroom’

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020265


1. ビデオ通話で授業を始めるには�
2. パソコンの画⾯を授業で表⽰するには�
3. 理解度を確認するには

授業をしよう
Teach



ビデオ通話で授業を�
始めるには�

1. ビデオ通話を⾏うには�で作成した会議コードを使⽤
して�Hangouts Meet のビデオ会議に参加できます�
詳しく⾒る�

2. 通話に参加する前に、映る画⾯をプレビューで確認し
たりカメラや⾳声をオフにすることができます��

3. 授業を録画したいときは、�[�その他のオプション�]�か
ら�[ミーティングを録画�]�を選択します

カメラを使用するとデータ量を多く使用
します。遅延が発生する場合はクラスの
生徒にカメラをオフにするよう依頼して
ください。

Join the video call

https://support.google.com/meet/answer/9303069


パソコンの画⾯を�
授業で表⽰するには�

1. Meet�で�[�今すぐ表⽰�]�をクリックし、�Google�スラ
イドなどを表⽰した画⾯を共有することができます�
詳しく⾒る�

2. 共有したい画⾯かタブを選択します�

3. スマートフォンやタブレットなど別のデバイスで�
Hangouts Meet�に参加すると、画⾯を表⽰しながら
⽣徒やチャットも⾒ることができます�

4. レーザーポインタを使いたい時は、Google�スライ
ドのプレゼンテーションモードでポインタを選択
し、スライドの強調したい部分を指します

Present your screen

https://support.google.com/meet/answer/9308856


理解度を確認するには�

1. 遠隔授業では、⽣徒の理解と⽣徒からの質問を確
認するため定期的に⼩休⽌を⼊れましょう�

2. Meet�のチャット機能を使えば、授業を進⾏しな
がら⽣徒からの質問を受けることができます�

3. Google�フォームでアンケートを作成すれば、授
業後すぐに簡単に⽣徒の理解度を確認することが
できます�

Check understanding



1. バーチャル�ホワイトボードを使⽤するには�
2. 共同作業を⾏うには

共同作業をしよう

Collaborate



バーチャル�ホワイトボードを�
使⽤するには�

Jamboard�はオンライン上のホワイトボードです。画⾯を共
有して考えを伝えたり、⽣徒と共同でマインドマップや図を
作成することなどができます。�

1. jamboard.google.com で新規の�Jam�を作成します�
詳しく⾒る�

2. 画像やドキュメントなど、表⽰したいコンテンツを追
加できます�
詳しく⾒る�

3. 作成した�Jam�を�Google Classroom�で共有しましょう�
詳しく⾒る

Using ‘Jamboard’

http://jamboard.google.com
https://support.google.com/jamboard/answer/7384353
https://support.google.com/jamboard/answer/7389322
https://support.google.com/jamboard/answer/9426431


共同作業を⾏うには�

全ての�Google�ドキュメント�エディタはリアルタイムの共同
編集機能が搭載されており、最⼤100⼈まで同時編集が可能
です。�

1. ⽣徒は作成したドキュメントを⽣徒同⼠や教員と共有
でき、グループワークに最適です�
詳しく⾒る�

2. 変更履歴を表⽰することで各⽣徒の編集を確認するこ
とができます��
詳しく⾒る�

3. ドキュメント内にコメントすることで、離れていても
すぐにフィードバックやアドバイスができます�
詳しく⾒る

Work together

https://support.google.com/drive/answer/2375091
https://support.google.com/docs/answer/190843
https://support.google.com/docs/answer/65129?hl=ja


1. ⾳声で⼊⼒するには

ユーザー補助機能

Access for all



⾳声で⼊⼒するには�

1. Google�ドキュメントと�Google�スライドのス
ピーカー�ノートでは、⾳声で⼊⼒や編集を⾏うこ
とができます。メニューからツール�>�⾳声⼊⼒を
選択することで⾳声⼊⼒を有効にできます�
詳しく⾒る

Voice typing in Docs

https://support.google.com/docs/answer/4492226


1. コミュニケーションをとるには�
2. 1�対�1�の⾯談を設定するには

⽣徒をサポートしよう�

Student support



コミュニケーションを�
とるには�

1. まず�Classroom�のストリームで⽣徒の投稿とコメ
ントを許可するかを決めます�
詳しく⾒る�

2. ⽣徒に共有したいことを投稿できます。授業時間以
外にも⽣徒間や⽣徒との対話を続けられます�

3. [応⽤編]�受け取る通知が多くなりすぎた場合は要約
した通知を表⽰することや通知を⾮表⽰にすること
ができます�
詳しく⾒る

Use ‘Classroom’ for communication

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6099424?hl=ja
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6141557


1�対�1�の⾯談を設定するには�

1. 学校のアカウントを使⽤して�Google カレンダー�
(�calendar.google.com�)�を開きます。作成をクリッ
クし、予約枠を選択します�

2. 予約可能な時間として提供したい時間帯と⾯談時間
を設定して保存します。複数の⾯談枠の設定や定期
的に繰り返す⾯談枠の設定も可能です�
詳しく⾒る�

3. 設定した⾯談枠をクリックし、�[�このカレンダーの
予約ページに移動�]�を選択します。開いた�URL�をコ
ピーし、Google Classroom�や�email�を使って⽣徒
に展開します�

Set up 1:1 time with your students

https://calendar.google.com
https://calendar.google.com
http://calendar.google.com
https://support.google.com/calendar/answer/190998


To be continued...

ここでご案内した内容がすべてではありません。�
遠隔授業をより簡単に⾏っていただけるよう、教員やパートナー
の皆様からのフィードバックをもとに、新しいツールを継続的に
発案、作成、検証していきます。 !

To be continued ...


