
タブレットを使って
家でできること
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家で できること

先生からの課題に
回答する

オンラインで
学習する

オンラインで
朝の会をする

ノートを写真に
とって先生に送る

ロイロノートで
ファイルのやりとり

Zoomを使って
オンラインでのやりとり
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インターネットへのつなぎ方

・iPadからインターネットにつなげるためには
設定する必要があります。

・おうちの方に説明書をわたしているので
使う前に、設定をしてもらってください。
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先生とデータのやりとりをする
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先生とデータのやりとりをする

・先生から日課表や課題が届きます。

・自分のノートなどを写真にとって、
先生に提出することができます。

ロイロノートという
アプリを使います。
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事前の準備①

先生版

【案１】
時間と課題を示すとリズムが
つくりやすいです。

※児童生徒に、１日のスケジュールを
日課表という形で送ってみましょう。

【画像にしておく】
ファイルを送りやすいよう

に、作成した日課表は画像に
しておきましょう。
手書きの日課表を写真で

撮影してもよいです。

【案２】
Zoomの情報を

のせておきましょう。

【案３】
Zoomは、ずっとつなぐのでは
なく、要所要所で使いましょう
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授業をつくる①

先生版

①自分のクラスを選び、新しい
授業を作成します。
休業中に継続して使うため、
「オンライン授業」などの
授業名でよいです。

②クラスと授業名を確認して
「追加する」をタップします。
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授業をつくる②

先生版

③クラス参加カードを
確認します。

【表示方法】
この画面をプロジェクタ等

で映し出してもいいですし、
黒板にチョークで書いて示し
てもよいです。
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授業をつくる「中学校①」

先生版

【授業の作り方】
中学校では、教科ごとに授業

を作るようにします。

【前提】
先生は、３年２組の担任
で、理科担当とします。

【前提】
担任の先生は、生徒との連絡用に
１つ授業を作っておきます。
（例）オンライン授業

3年2組ホームルーム 等

①先生は、連絡用の授業とは
別に、理科のための授業を作
成する必要があるため、「授
業の追加」をタップします。
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授業をつくる「中学校②」

先生版

③「理科」を作成します。

②３年２組に理科の授業を
作るので、「３年２組」を
選択します。
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授業をつくる「中学校③」

先生版

⑤理科の授業を担当している
「３年１組」にも「理科」を
作るために
「３年１組」をタップします。

④クラスと授業名を
確認した後
「追加する」をタップする。

これで、３年２組に
「理科」の授業ができました。
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授業をつくる「中学校④」

先生版

⑦この時、授業名は、
必ず他のクラスのものと
同じにしておきます。
※今回は、「理科」

⑥３年１組には、まだ、
「理科」がないので、
作成します。

【共有】
同じ授業名にすることで

作成したファイルを共有できます。
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作ったカードを複数クラスで使う①

先生版

②資料をどこに置いてお
くかを聞いてくるので、
「授業内共有」をタップ
します。

①３年１組で作ったカードを
２組でも使うために、
「資料箱」にもっていきます

【共有】
作ったカードを、異なるクラス

で使用する方法です。
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作ったカードを複数クラスで使う②

先生版

④「教材の名前」をつけて
ＯＫをタップします。
これで共有できる場所に
カードが保存されました。

③任意のフォルダ名を入力して
「このフォルダに保存」を
タップします。
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作ったカードを複数クラスで使う③

先生版

⑥「資料箱」を押して
その中の「授業内共有」

をタップします。

⑤３年１組の授業を出て
３年２組の理科に
入ります。
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作ったカードを複数クラスで使う④

先生版

⑧カードの内容を確認して
「使用する」をタップします

⑦先ほど作成した
「地層関係」フォルダの中
にある、「地層の画像」を
タップします。



16

作ったカードを複数クラスで使う⑤

先生版

１組で作ったカードが
２組でも使えるように
なりました。

【資料箱】
今回の例のように、資料箱を活

用して、作ったカードを、色々な
場面で活用していきましょう。
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授業に参加する①

児童生徒版

①ログインしたあと、「クラス
参加カードを入力」というボタ
ンをタップします。

②先生から教えてもらった
「クラス参加コード」を
入力します。

【表示方法】
ログインの方法は
ログインガイドを見ましょう

③自分のクラスで
あることを確認して
ＯＫを押します。
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授業に参加する②

児童生徒版

④先生から教えてもらった
「クラス」と「授業名」が
出ていることを確認します。

⑤「ノートを新規作成」を
タップします。

⑥ノート名は変えずに
そのまま「決定」を
タップします。
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日課表を送る①

先生版

①「ファイル」を押した後
「写真」をタップします。
※ＰＤＦファイル等を送る時は、
「ファイル」を選びます

②「最近の項目」をタップし
画像保存した「日課表」を
選択します。
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日課表を送る②

先生版

③日課表の画像が、カードとして
画面上に出てきました。
このカードを左下まで
引っ張っていきます。

④左下の「送る」まで
もってくると、カード
の送り先を選択する画
面が出てきます。
クラス全員に送る場合
は、「全員」を選びます。
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日課表を見る①

児童生徒版

①ロイロノートの通知を許可
しておくと、先生が資料を
送った時に、iPadの画面にお
知らせが表示されます。

②「送る」を
タップします。

③画面の左に
送られてきた
ファイルが
表示されます。

ピンクになってい
るのが見ていない
ファイルです
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日課表を見る②

児童生徒版

④タイムラインのファイルを
タップすると、右側に
大きく表示されます。
画面右上の「使用する」を
タップします。

⑤先生から送られたファイル
が、画面に出てきました。
カードをタップすると、
大きく表示されます。
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日課表を見る③

児童生徒版

⑥日課表を見て、
今日の学習内容を
確認しましょう。
Zoomの使い方は
あとで説明します。
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提出箱の準備①

先生版

※児童生徒が学習したものを
提出できる場所を作ります。

①画面左下の
「提出」をタップします。

②「新しい提出箱を作る」を
タップします。

【提出箱とは】
児童生徒がつくったものを
提出箱に送ることで、先生が
見られるようになります。
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提出箱の準備②

先生版

２か所、設定するところが
あります

③名前を分かりやすい
ものに変えます。

④提出の締切日時を
決めます。

「その日の１７時まで」
などと決めることが
できます。
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提出箱の準備③

先生版

⑤この日の課題を提出する
箱が出来上がりました。
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学習したものを提出する①

児童生徒版

①学習したノートなどを
カメラでとります。

②ロイロノートの
「ファイル」→「写真」を
タップします。

③「すべての写真へのア
クセスを許可」をタップ
します。
※はじめて使う時のみ
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学習したものを提出する②

児童生徒版

④ノートの写真を選びます

⑤画面右下の
「使用する」を
タップします

⑥ノートの写真を
「提出」のところに
もっていきます。
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学習したものを提出する③

児童生徒版

⑦先生が提出箱を用意して
くれているので、勉強した
教科の提出箱を選びます。

⑧提出ができたら、
「提出しました」という
メッセージが表示されます。
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提出されたものを返却する①

先生版

②画面上部の「えんぴつ」
マークを押すと、提出された
ものへの丸付けやコメント書
きができます。

①児童生徒が提出したノート
が表示されています。
ノートをタップすると、
大きく表示されます。

※提出箱を見ると、児童生徒が
提出したものを確認できます
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提出されたものを返却する②

先生版

③「返却」ボタンを押すと
児童生徒に返却することが
できます。
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先生からもどってきたファイルを見る

児童生徒版

①画面に、作っていない
カードがあらわれた時
は、先生からの返事です。
タップしてみましょう。

②先生が丸付けをしてくれ
ています。
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提出されたものを共有する①

先生版

②児童生徒が見ることができ
るのは、自分が提出した
ものだけです。

①児童生徒が提出をすると
リアルタイムで、
表示されてきますが、
この画面が見えているのは
先生だけです。
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提出されたものを共有する②

先生版

④共有すると、児童生徒も
友だちの提出物を見ること
ができるようになります。

③児童生徒に他の人の提出物
を見せたい時は、「回答共
有する」をタップし、ＯＫ
を選びます。
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友だちのノートなどを見る

児童生徒版

①提出箱を見ても、
自分が出したもの以外
は表示されていません。

②先生が「共有」をＯＫに
すると、友だちのファイル
も見ることができます。
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次の日からは…

児童生徒版

①昨日と同じ授業を選びます。

②「ノートを新規作成」を
タップします。

③ノート名が、その日
のものに変わっている
ので、そのまま「決
定」を押します。

※勉強の仕方は同じです。
ノートだけ、新しいものを
作りましょう。
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先生や友だちとZoomで話す
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先生や友だちとZoomで話す①

・先生が決めた時間にオンラインで
クラスのみんなとつながることができます。

・朝のあいさつをしたり、学習内容を
確認したりします。

Zoomというアプリを
使います。
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・zoomに参加するためには、IDとパスワードが
必要になります。

・どちらも大事な情報なので、家族以外の人には
伝えないようにしましょう。

【つなぐために必要な情報】

年 組の情報
ミーティングＩＤ：
パスコード ：
スクリーンネーム：自分の出席番号と名前

先生や友だちとZoomで話す②
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①iPad４ページ目にある
「遠隔」をタップし
「zoom」をタップします。

②「ミーティングに参加」を
タップします。

先生や友だちとZoomで話す③
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③ミーティングＩＤと
スクリーンネームを
入力して「参加」をおします。

※ここは押しません。

６年 組の情報
ミーティングＩＤ

スクリーンネーム
自分の出席番号と名前

【情報は大切に！】
この情報は家族以外の人に
言わないようにしましょう。

先生や友だちとZoomで話す④
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④パスコードを入力して
続行をおします。

⑤つながるまで、少し待ちます

６年 組の情報
パスコード

先生や友だちとZoomで話す⑤
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⑥ビデオプレビューの画面に
なったら、「ビデオ付きで
参加」をえらんでください。

⑦先生が、あなたの入室を
許可するまで、少し待ちます

【先生の許可】
Zoomには、先生の許可が
ないとは入れません。
決められた時間以外は
入ることができないことを
覚えておきましょう。

先生や友だちとZoomで話す⑥
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⑥音声を聞くために
「WiFiまたは携帯のデータ」
を選びます。

⑦つながると、先生の顔が
映ります。

先生や友だちとZoomで話す⑦
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Zoomの画面
みんなが使うボタンについて
説明します。

④

⑤

②③① 番号 ボタン ボタンの説明

Zoomを終わらせるボタンです。
先生が「終わります」と言ったら
このボタンをおしましょう。

マイクのオン、オフを切りかえます。
入った時はオフになっています。
先生から発言を求められたら
タップして、オンにしましょう。
※必要な時以外はオフにします。

カメラのオン、オフを切りかえます。
入った時はオンになっています。
※必ず、オンにしたままにします。

カメラを切りかえます。
自分の顔が映っていない時は、
押してみましょう。

画面の表示の仕方を切り替えます。
・話している人が映るモード
・みんなの顔が見えるモード
の２つがあります。

①

②

③

④

⑤


