
つかってみよう！

iPadスタートガイド
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はじめに

大分市では、小学校３年生以上で

１人１台のiPadを使った学習を行っています。

どんな学びが待っていると思いますか？

さぁ、いっしょにiPadを使ってみましょう。
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iPadで できること

インターネットを
使った調べ学習

絵をかく

写真・動画をとる
画像を加工する

プロジェクタに
つないで、作った

資料を見せる

・文章を書く
・発表用の資料を作る

オンラインで
学習する



３ カバーを付けたまま使います。
使わないときは、カバーをとじておきます。
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iPadを使う時の約束

１ 手を洗ってから使いましょう。

２ ぬれた手や、エンピツなどでさわらないようにしましょう。

４ 画面がよごれた時は、やわらかい布でふきます。
（ぬれたぞうきんやティッシュではふきません）

学校のiPadであることを
わすれずに！

５ 学習など、必要なこと以外で使わないようにします。

６ 目とiPadの画面との距離を30cm以上はなします。

７ 30分に1回は、20秒以上遠くを見るなどして、
目を休めます
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iPadの名前

ホームボタン

音量ボタン

キーボード

トップボタン

前面カメラ

ヘッドフォン
ジャック

ライトニング
コネクタ

※充電する時は、ライトニングコネクタに
コードをさします。
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iPadの画面

アイコン

画面に表示されるマーク
をアイコンと呼びます

使ったアプリが表示さ
れる場所です。
ここからアプリをはじ
めることもできます。

今、表示されている
ページを示しています。
図では、１ページ目が
表示されています。

全部で４ページあります。
どんなアプリがあるか見
てみましょう。２ページ目 ３ページ目 ４ページ目
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iPadの準備①
じゅんび

■電源ボタンを長押しすると、
電源のオン、オフができます。

■ライトニングコネクタは大事な
ところです。
さわらないようにします。

■下に貼ってあるシールは、
はがさないようにします。

※はがれたら先生に言います。

※電源をオフにする必要は
ありません。
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iPadの準備②
じゅんび

①カバー背面の
キックスタンドを
開いて、机の上に
置きます。

③電源が入っていない
時は、電源ボタンを
長押しします。

②カバーをとめている
ラッチを外して、
キーボードを開きます。
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iPad 使い方のパターン

基本の使い方です。
キーボードを使っ
て文字を入力する
ことができます。

a.書くモード b.手書きモード

iPadに指やタッ
チペンで文字を手
書きしたい場合の
使い方です。

c.見るモード

友だちの発表スラ
イドや動画を見ると
きなど、キーボード
が必要ない場合の使
い方です。

d.撮るモード
カメラ機能を使う

場合は、キーボード
を後ろに折り曲げる
と撮りやすくなりま
す。

夢中になって、
キーボードを押さな
いように！
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iPad やってはいけない使い方

× キーボードぶらぶら持ち

・ このような持ち方をすると、キーボードが
使えなくなってしまいます。

・ 持ち運ぶ時は、必ず、カバーをとじるよう
にしましょう。

× キーボードつぶれる置き

・ 手書きをする時、図のようにキーボードを
下向きにして置いてしまうとキーボードが
こわれたり、勝手に字が入力されたりします。

・「手書きモード」の
置き方をしましょう。



iPadの操作の仕方
そうさ

指をつかって、iPadを操作することができます。

ジェスチャ 操作の仕方 ジェスチャ 操作の仕方

２．ダブルタップ

１本の指で、トントンと
２回画面をタッチします。

※何かを決める

１．タップ

１本の指で、画面を軽
くタッチします。

※何かを選ぶ

３．スワイプ

画面の上で１本の指を
すばやく動かします。

※画面をきりかえる

４．スクロール

画面から指をはなさず
に１本の指を動かします。

※画面をうごかす

５．ズーム（大きく）
２本の指を画面の上に

置いて、指と指の間を広
げると大きくなります。
※ピンチアウトとも言います

６．ズーム（小さく）
２本の指を画面の上に

置いて、指と指の間をせ
ばめると小さくなります。
※ピンチインとも言います

10※色々な呼び方がありますが、iPadユーザーガイドの言葉を使っています。
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コントロールセンターについて
画面の右上からスワイプすると、コントロールセンターが出ます

【さわらない】
ここをさわると、イ
ンターネットにつな
がらなくなることが
あります。

【画面の向き】
画面の向きをかえた
い時に使います。
タップして、
白くなったら
向きを変えら
れます。

【音量】
音の大きさをかえます。

【明るさ】
画面の明るさをかえます。

カメラメモ
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ログインをしましょう

・大分市立の学校では、たくさんのクラウド
サービスを使っています。

・サービスをつかうためには、ログインが必要です。
ログインをしてみましょう。
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ログインに必要なもの

・ログインをするためには、「ＩＤとパスワード」が
必要です。※右上の例のようなものです。

s1600001@oit.ed.jp

（例）o!123456

◇大分市外の学校から転入してきた場合◇

→ 先生から新しいＩＤとパスワードを
もらいます

◇大分市の学校から転入してきた場合◇

→前の学校でもらったＩＤとパスワードを
使います。※覚えていない時は先生に相談を！
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１．ロイロノートにログインしよう！

・スライドを作ったり、友だちと考えを
共有できたりする、アプリです。

・家庭での学習の際にも使いますので
ログインをしてみましょう。
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1

・ロイロノートスクールのログイン方法です。

・アプリは、iPadの１ページ目にあります。

①ロイロノートのアイコンを
タップします。
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②ロイロノートを開くと
ログイン画面になるので、
「Microsoftでログイン」を

タップします。

③「続ける」をタップします。

2
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⑤自分のパスワードを入力して
「サインイン」をタップします。

3 ④自分のＩＤ
「〇〇@oit.ed.jp」を
入力して、「次へ」をタップします。
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4
⑥「承諾（しょうだく）」を

タップします。

⑦ロイロノートにログインできました。
（右上に名前が表示されます）

ログアウトしなければ、次回からは
そのまま使用できます。
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Google系にログインしよう！

・これから、使うことが多くなる
Googleのアプリにログインしてみます。



20

1

・Google系のログイン方法です。

・アプリは、iPadの１ページ目にあります。

①最初に「Googleドライブ」
にログインします。

アイコンをタップしましょう。
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2

②Googleドライブを開くと
ログイン画面になるので、
「ログイン」をタップします。

③「続ける」をタップします。
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3

④自分のＩＤ
「〇〇@oit.ed.jp」を
入力して、「次へ」をタップします。

⑤自分のパスワードを入力して
「次へ」をタップします。



23

4

⑥Googleドライブにログインできまし
た。（右上のマークを確認）

ログアウトしなければ、次回からは
①～⑤の作業は、いりません。

・Googleドライブでログインをしていれば
他のGoogle系アプリには、簡単にログインできます。

・次のページから、他のGoogle系アプリへのログイン
の仕方を紹介します。
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5

①iPad１ページ目の
「ドキュメント」をタップします。

②画面の左下に
「ログイン」というボタンが表示され
るので、タップします。

【ポイント】
◇スプレッドシートも
同じ手順でログイン
できます
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6

③画面の下の方に、Googleドライブで
ログインしたＩＤが表示されるので、
「〇〇として続行」をタップします。

④Googleドキュメントにログイン
できました。（右上のマークを確認）

ログアウトしなければ、次回からは
ログインの作業は必要ありません。
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7

①iPad１ページ目の
「スライド」をタップします。

②画面の左下に
「ログイン」というボタンが表示され
るので、タップします。

【ポイント】
◇ドキュメント、スプレッド
シートとほぼ同じですが、少し
ちがうところがあります。
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8

③「アカウントの選択」という画面が
出るので、自分のアカウントを選び
ます。

④Googleスライドにログインできました。
（右上のマークを確認）

ログアウトしなければ、次回からは
ログインの作業は必要ありません。
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9

①iPad１ページ目の
「Jamboard」をタップします。

②画面の下の方に、Googleドライブで
ログインしたＩＤが表示されるので、
「〇〇として続行」をタップします。

【ポイント】
◇ドキュメント、スプレッド
シートとほぼ同じですが、少し
ちがうところがあります。
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10

③Jamboardにログインできました。
（右上のマークを確認）

ログアウトしなければ、次回からは
①②の作業は、いりません。

・Googleドライブでログインをしていれば
ドキュメント・スプレッドシート
スライド・Jamboardには同じような
手順でログインすることができましたね。
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11

①iPad１ページ目の
「Classroom」をタップします。

②クラスルームを開くと、「認証画面」
になるので、「使用する」をタップ
します。

【ポイント】
◇Classroom（クラスルーム）
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12

③GoogleドライブでログインしたＩＤ
が表示されるので、タップします。

④ログインが成功すると「生徒」か
「教師」を選ぶ画面が出るので、
「生徒」を選びます。
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13

⑤「許可」をタップします。

⑥Classroomにログインできました。
（右上のマークを確認）

ログアウトしなければ、次回からは
そのまま使用できます。
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少しずつ使っていきましょう

iPadの使い方や、ログインの仕方はわかりま
したか？

iPadには、他にもたくさんのアプリが入って
います。授業の中で使っていきますので、少し
ずつ活用してみてくださいね。


