
ロイロノートの
アンケート機能を使おう
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ロイロのアンケート機能で
何ができるの？

学級単位のアンケートだけでなく、学校全体の児童
生徒を対象としたアンケートが可能です。

※小１・２年生を除く
アンケートの回答は自動的に集計され、CSVで

書きだしたり、PDF形式で保存したりできます。

担当者が
アンケートを作る

学級担任が受け取
り、児童生徒に配
付する

児童生徒は、アン
ケートに回答する

回答が
担当者の
ところに届く
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アンケートを作るために

・「アンケートを作った先生」が、集約画面を
操作できますので、担当の方が作ることを
おすすめします。

【前 提】

・作成する人は、学級担任でなくても構いません。

・次ページ以降に、担任外の先生（教務等）が
「アンケート作成用の授業を作る方法」を
紹介しています。
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授業の作り方①
①iPad１ページ目にある
「SCHOOL」を起動し、
ログインガイドを参考にし
てログインする。
※Microsoftでログインを選択

②最初の画面が表示されます。
チュートリアルの動画は、
いつでも見ることができま
すので、×で消してください。

担当者
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授業の作り方②
③右上の「名前」をタップす
ると、チュートリアルを見
ることができます。
※「チュートリアルを見る」が

表示されない場合は、「サポー
ト」をタップしてください。

④「授業の追加」をタップする
と、クラス選択画面が表示さ
れます。
「新しいクラスを作成」を
タップします。

担当者
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授業の作り方③
⑤クラスの名前を入力します。
アンケート用なので
「職員室」とつけます。

⑥授業名は、分かりやすいよう
に「アンケート」にします。

職員室

アンケート

担当者
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授業の作り方④

⑦クラス・授業名を確認後、
「追加する」をタップ。

⑧クラスへの参加コードが
表示されますが、この
クラス・授業に児童生徒が
参加する必要はありません。
アンケート担当者だけが
使用する場所です。

クラス：職員室

授業名：アンケート

職員室

担当者
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アンケートの作り方①
①画面左の「テスト」をタップし、
「アンケート」を選びます。

②アンケートカードが
出てくるので、カー
ドをタップします。

③トップ画面の
「編集」をタップ
します。

担当者
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アンケートの作り方②
④担当だけが、回答者名を見るこ
とができるように、

「回答者名を作成者のみに表示」
をタップします。

⑤タイトルを入力

⑥設問を入力

⑦選択肢を入力
※数は任意

⑧「質問を追加する」をタップ

※２問目以降も同様に作成

担当者
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アンケートの作り方③
⑨「プレビュー」をタップして
アンケートを確認します。

⑩内容の確認ができたら、
左上の「×」をタップします。

【アンケート完成】
・これで、アンケート作成は終了です。
・このアンケートを「全部の学級」で
回答するための方法を次ページから
紹介します。

担当者
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作ったアンケートを保存する①
①作成したアンケートを
左下の「資料箱」まで
もっていきます。

②「学内」の中の
「先生のみ」を
選択します。

担当者
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作ったアンケートを保存する②
③「フォルダを作成」を
タップします。

⑤「学校アンケート」
フォルダを開き、
「このフォルダに保存」
をタップします

④「学校アンケート」という
フォルダをつくります。

担当者
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作ったアンケートを保存する③

⑥わかりやすい名前を
つけて、ＯＫを押します。

【カードを共有する】
・資料箱に保存することで、カードを
共有することができます。

・次ページを参考に、使い分けていきましょう。

担当者
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作ったアンケートを保存する④

ロイロノートＨＰより
【自治体共有フォルダ】
・大分市内で共有できるフォルダになりますが
現在は、開放していません。
※今後、活用方法を検証していきます。

担当者



①自分のクラスで「資料箱」をタップ
②「先生のみ」をタップ
③担当者が作成した「学校アンケート」
をタップ

④「１学期：学校についての～」をタップ
⑤出てきたアンケート「使用する」 14

アンケートを自分のクラスで使う①

学級担任

※クラスでアンケートを実施するための方法です
①

②

③
④

⑤
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⑥画面上に出てきたアンケート
を「送る」まで引っ張ってい
きます。

アンケートを自分のクラスで使う②

学級担任

⑦クラス全員が回答する場合は
「全員」を選択します。

【配付完了！】
・「担当者が作成したアンケート」を
「担任の先生が資料箱から取り出して」
「児童生徒に送る」という流れで
配付が完了しました。
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アンケートの答え方①
①先生がアンケートを送ると
画面に案内が表示されるので
ロイロノートにログインします。

②「送る」を
タップします

③タイムラインの中に
あるアンケートをえら
んで、「使用する」を
タップします。

児童生徒
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アンケートの答え方②
④アンケートを開いて
「回答」をタップします。

⑤問題にすべて回答した
ら「回答を送信する」を
タップします。
これで終了です。

児童生徒
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アンケート結果を活用する①

①Windowsを起動し、Google等で
「ロイロノートログイン」と検索

②検索結果から「ログイン」を選択
③ログイン画面以降は、iPadで使用す
る時と同じです。
※「Microsoftでログイン」です

担当者

【Windowsタブレットがおすすめ！】
・アンケート結果を活用する場合は、Windowsタブレットからロイロ
ノートにログインすることをおススメします。
Windowsタブレットにデータをダウンロードしておけば、USBメモ

リを使って、校務用ＰＣに移動させることも簡単にできます。

①

②

③
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④アンケートを作った時の
クラスと授業
（職員室・アンケート）に
入ります。

アンケート結果を活用する②

担当者

⑤アンケートを作った時の
ノートに入ります。

⑥アンケートを開き
「結果」をタップします。
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⑦集計結果が表示されます。
画面の「…」を押すと
印刷ボタンが出てきます。

アンケート結果を活用する③

担当者

⑧プリンタに繋がっていれば
印刷ができます。
「PDFに保存」を選ぶと
PDFとして保存できます。
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⑨左図のような形で出力され
ますので、キャプチャして
資料等に貼り付けることが
可能です。

アンケート結果を活用する④

担当者

【学校全体で集約するか、学級ごとに集計するか】
・ここまで紹介してきた方法は、「学校全体で集約する」方法です。
アンケート結果も、学年・学級ごとではなく、全児童生徒の回答が
集約されて表示されます。

・「同じアンケートを学級ごとに集約する」方法は、Ｐ２３から
説明しています。
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⑩結果を表示させた際、
「テーブル」を選ぶと、誰が
どのように回答したかが
一覧表で表示されます。

アンケート結果を活用する⑤

担当者

⑪個別の回答が確認できます。
回答をソートすれば、
回答の割合等も出すことが
できますので、ご活用
ください
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学級ごとに集約する①

①担当者から送られてきた
カードを開いた後、画面右上
の「…」をタップして、「こ
のテストカードを再利用」を
選びます。

【アンケートカードを再利用する】
・アンケートの結果は、「作った人」に集まります。
・学級ごとに集約をするためには、「担当者から送られてきたカー
ド」を「学級担任が作った」ように変更する必要があります。

・説明書Ｐ１４と１５の間に、以下の作業を行います。

応 用
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学級ごとに集約する②

②（copy）ができたので
「編集」をタップします。

③タイトルに学級名等
を入れます。

応 用
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学級ごとに集約する③

応 用

④これで、６年１組の学級担
任の先生が、「このアンケー
トを作った人」になりました。
Ｐ１５を参考に、クラスの

児童に配付してください。集
約結果は、このカードに
集まります。

【学年ごとの集計も】
・「教務主任の先生がカードを作成」→「資料箱に保存」
→「学年主任の先生がカードをダウンロード」
→コピーして「６年生」といった名前をつける。→「資料箱に保存」
→６年部の先生がダウンロードする→自分の学級の児童に配付

※集約結果は、学年主任の先生のカードに表示されます。


