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本研修のゴール

・Google Formsとロイロアンケートの
基本的な使い方を知る

・使用場面を想定して
アンケートを作成・回答する
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使い分けの考え方

・誰でも回答可能 ・ロイロにログイン
している人だけ
回答可能

・URLもしくは
QRコードを送信

・カードを送信

保護者・地域の方等を
対象とするアンケート

・小３以上対象
・教職員対象

・分岐が作れる
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ロイロでアンケートを作る
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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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先生としてログインする①

①「SCHOOL」を起動し、
「ロイロノートでログイン」
を選びます。
※学校ではMicrosoftでログイン

を選択してください。

②学校：oit000
ユーザー：an+座席番号（３桁）

パスワード：0803an

※自分のＩＤでログインしている人は、
一度、サインアウトします

※座席番号が1の人は「an001」
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①画面左上の「授業の追加」を
選択します。

②クラスの中から
「0823_アンケート」を
選択します。

③授業名を
「座席番号_名前」にして
「作成」を押します。

先生として授業を作成する①
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④確認画面が表示されるので
「作成」を押します。

⑤作成済みの授業を確認し、
「閉じる」を押します

⑥作成した授業を選択し、ノートを
新規作成します。

先生として授業を作成する②
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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。

アンケートの作り方①
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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

アンケートの作り方②
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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。
・テストも同じように作成することが
できます。

アンケートの作り方③
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ロイロでテストを作る
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①画面左の「テスト」をタップし、
「テスト」を選びます。

②テストカードが出て
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。

テストを作る
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【自動採点】
・送信後、自動的に採点されます。

テストの機能 【テストならでは】
・基本はアンケートと同じですが
テストならではの機能があります

【正答選択】
・問題の正答にチェックをつけておきます
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画像・動画を貼り付け
ることもできます。

テストに画像等を挿入する

①端末の中に保存して
いる画像や動画を
選択してＯＫを
押します。

②視覚的に分かりやすい
問題を作成することが
できました。
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解説を作る

①問題を解いた後に
表示される解説を
作成できます。

②解説にも、問題と
同じように画像を
入れることができます。
解説動画を撮影して
おくと、より分かりや
すくなります。
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テストの完成

① を押すと
テストの完成形を
見ることができます。
画像があると、分かり
やすいですね。

②解説画面です。
動画の部分をタップす
ると再生されます。
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アンケート・テストを作ってみよう！

【ワクワクするものを】
・作成後、解きっこ大会を開きます。
画像や動画を使って、ワクワクする
アンケート、テストを作りましょう。
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問題を共有する
①問題が完成したら、カードを
画面左下の「資料箱」までもっていきます。

②資料箱の中の「先生のみ」→「0823_資料共有」を押して
その中に、作成した問題カードを保存しておいて下さい。
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チームで問題を出し合おう！

【交互に先生役をする】
・チーム内の１人が先生、それ以外の人
は児童生徒としてログインします。

・先生役の人が問題を「送信」
児童生徒役の人は解答します。
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児童生徒としてログインする

①「ロイロノートでログイン」
を選びます。

②学校：oit000
ユーザー：an+座席番号（２桁）

パスワード：0803an

※チームの１人以外は、一度、サイン
アウトします

※座席番号が1の人は「an01」
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児童生徒として授業に参加する

※すでに、皆さんは
「0823_アンケート」クラスに
所属しています。
クラス参加コードは使用しません

①チームの先生役の人の
授業を選択します

②「ノートを新規作成」をタップ
してノートを作成します。
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先生役の人が問題を送る

①チームの人が全員ノートを
作成したら、先生役の人は
自分が作成した問題を
「送る」にもっていきます。

②送り先として「個人」を
選択します。

③表示される児童生徒名の中から
チームの人の名前を選択します。
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児童生徒役が問題を解く

①児童生徒役の人は、届いた
問題を開きます。
※カードが出てこない場合は、「送る」
を押して、届いている問題を選択し、

「使用する」を押してください。

②カードを開いて、「回答」を
押すと、問題が始まります。

③問題に解答したら
「答え合わせをする」を
押してください。
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先生役の人は結果の見え方を知る

①児童生徒が答えたら
先生役の人は、カードの
「結果」を押してください。

②リアルタイムで集計される
様子を確認してください。

交代で先生役を行ってください。
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Google Formsでアンケートを作る
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分岐を使いこなそう！

【分岐も簡単に！】
・選んだ解答によって、次に表示される
問いが変わる「分岐」も、Formsなら
簡単に作ることができます。
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分岐点とセクションを作る①

①最初に、分岐の起点となる
問題を作成します。
※例では、夏と冬、どちらが
好きかを聞いています。

②問題横に表示される
メニューの中から

を
選択します。
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分岐点とセクションを作る②

③２個目のセクションができた
ので、「夏と答えた人」向け
の問題を作成します。
完成したら、再度

を押します。

④３個目のセクションは
「冬と答えた人」向けの
問題を作成します。

【分岐によってセクション数が変わる】
・今回は、「夏か冬か」という分岐でしたので
セクションは２つ（２個目と３個目）だけ
作成しました。分岐によって、数は変わります。
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分岐点の設定をする①

①分岐点の問題に戻り
右下に表示されている

をクリックします。

②表示されたメニューの
中から

「回答に応じてセクション
に移動」を選択します。

③夏と冬の右側に
「次のセクションに進む」
が表示されました。



44

分岐点の設定をする②

④夏の右側にある
「次のセクションに進む」
を押して、

「セクション２に移動」を
選択します。

⑤冬の右側は
「セクション３に移動」を
選択します。
以上で、分岐点の
設定は終わりです。
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分岐先（セクション）の設定をする

①セクション２（夏の人用）を
見ると、解答後に
「次のセクションに進む」と
なっています。このままだと
セクション３（冬の人用）に
進んでしまうので
「フォームを送信」に変更します。
セクション３も同様に、設定を
しましょう。

【セクションは任意で増やせます】
・今回は、「夏の人用」、「冬の人用」を１問ずつしか
作っていなかったので、すぐに「フォームを送信」を
選択しましたが、セクションを増やすことで、問題を
続けることが可能です。
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ＱＲコードを作成しよう



①アンケート作成画面
の上部「送信」を選択
します。
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QRコードを作成する①

【アンケートを配付するために】
アンケートへのリンク先を配付するには、
QRコードを作成すると便利です。
作成したQRコードを紙に印刷することで
たくさんの方に簡単に知らせることができます。
今回は、iPadでQRコードを作る方法を紹介します。



② マークを
タップします。
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QRコードを作成する②

③アンケートへのリンク
URLが表示されるので、

「コピー」をタップします。

【作成画面のURLではダメ？】

作成画面のURLをコピーしても、アン

ケート画面へのリンクを作成することは可

能ですが、「編集権限をリクエスト」とい

うメッセージが表示されるため、②③の手

順を踏むことをおススメします！



④コピーをしたら、iPadの
４ページ目にある
「ショートカット」を
開きます。
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QRコードを作成する③

⑤画面上にある
「QRコードを作成する」
を選択します。



⑥「Webサイトを開く」を
選択します。

50

QRコードを作成する④

⑦ ③でコピーをしたURL
を貼り付けて、完了を
押します。



⑧QRコードが作成されるので
左下の をタップします
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QRコードを作成する④

⑨「画像を保存」を選ぶと
「写真」の中に保存され
るので、活用してください。
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分岐のある問題を出し合おう！

【問題作成→ＱＲコードにする】
・分岐のある問題を作成します
・ＱＲコードに変換します
・お互いにＱＲコードを読み取って
問題を解き合いましょう。



53

本研修のゴール

・Google Formsとロイロアンケートの
基本的な使い方を知る

・使用場面を想定して
アンケートを作成・回答する

夏休み明けの児童生徒に出す
アンケートや問題を

作ることから始めましょう！


