
緊急開催！

オンライン授業のはじめかた
〜事前準備・朝の会・授業 簡単に取り組める実践がいっぱい！〜

＜第１部・事前準備編＞

①オンライン授業を始めるために先生が準備すること

②児童・生徒が一人でできるようにしておくこと

③保護者の方にどのように説明すればよいのか

＜第２部・実践編＞

④オンライン朝の会のはじめ方

⑤オンライン授業のはじめ方（個別学習・協働学習）

⑥１日のふりかえりのやり方

4/27 火 17:00～18:00
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校内準備編

オンライン授業に向けた
ロードマップ作り

① 端末持ち帰りの準備をする

□ 貸与端末を持ち帰ることの校内の合意形成
□ 貸与端末を持ち帰ることの保護者の「借用書」
□ 家庭でのネットワーク状況の調査
□ 家庭での使用ルールについての児童への説明 ※使い始めが肝心！

② オンライン授業のための環境の準備 （教師）

□ テレビ会議アプリを設定する
□ テレビ会議アプリの固定ＵＲＬを作る
□ スクールタクトでオンライン授業用の枠を作る

③ オンライン授業のための環境の準備 （子ども）

□ スクールタクトをホーム画面に追加してログインする
□ スクールタクトの操作に慣れる

例）授業の入り方・課題の提出の仕方 など
□ 貸与端末にテレビ会議アプリからログインする
□ テレビ会議アプリの使い方に慣れる

例）音声ミュート・カメラオフ・チャットの使い方 など

④ オンライン授業のための環境の準備 （保護者）

□ 貸与端末のWi-Fiの設定をする
□ 貸与端末・ＡＣケーブルなどに記名・印をつける

※きょうだいで端末が入れ替わらないように
※ＡＣケーブルの紛失を防ぐために

□ 家庭で貸与端末使用のためのルールを決める
例）使用する時間・場所、充電場所を決める

□ 家庭で学習する環境を整える
※プライバシーの保護のため、映っていい背景など

codeTakt

◎ココがポイント！

・校内で どの先生も 同じように 使えるように

・必ず学校で、
ログイン、授業への入り方、基本的な使い方

をマスターしておく
※初回のみの「許可」など、丁寧に

・ルールは最初が肝心！
・パスワードは変更しない
・壁紙は変えない

など、設定を変更しないことを徹底
→徐々に約束事を減らしていく

・保護者との協力関係が不可欠！
保護者の方に、ICT機器を活用した教育の重要性を
ご理解いただく

・これからの時代を生きる子ども達にとって
ICT機器を道具として使えるようになることは大切！
望ましい関わり方（ルールやマナー）を

子どもと一緒に考えながら、使っていくこと
※禁止や規制だけが子どもを守ることではない
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校内準備編

端末持ち帰りの準備をする

□ 貸与端末を持ち帰ることの校内の合意形成
□ 貸与端末を持ち帰ることの保護者の「借用書」
□ 家庭でのネットワーク状況の調査
□ 家庭での使用ルールについての児童への説明

学習の目的で使用でき
るよう、必ず家庭での
ルールを決めるように
しましょう。

ネットワーク環境のな
い家庭への対応方法を
教育委員会と確認して
おきましょう。

通販段ボールの住所・
氏名の映り込み、家庭
内のプライバシーに気
をつけてください。

大まかな流れを示しま
す。毎日の時間割など
は、別紙で配布するか、
スクールタクト内でお
知らせします。

必ず同意書を提出して
もらいましょう。Web
フォームで提出しても
らう方法でもかまいま
せん。

子どもは、自分専用の端末があることは嬉しいことですが、学習目的での端
末であることを伝えるようにしましょう。子ども達を信じて「子ども達を守る
ための規制にとどめていること」を伝え、これからの情報社会を生きる子ども
達にとって、何がいいことで、何がいけないことなのか、考えるきっかけにし
てください。家庭においても、「ルールを破ったから使用禁止」という罰則で
はなく、どうすれば、よりよく使えるか、話し合うことを大切にしてください。

家庭でのルール作り

端末トラブルは、担任
の先生より「本校窓口
まで」と案内すること
で、スムーズに対応で
きます。電話ではなく、
Webフォームで問い合
わせてもらうと対応が
しやすいです。

codeTakt
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校内準備編

Webフォームを用意する

Googleフォームなど、Webフォームを用意することで、学校に電
話窓口を設置しなくても、スムーズな対応ができます。

趣旨と締め切りを明記
します。また、兄弟・
姉妹が在籍している場
合の注意事項も記載し
ます。

学年・クラス・出席番
号を入力します。
提出した人を簡単に確
認できるようになりま
す。

４つチェックをつけた
ら送信できるように設
定します。

電話での連絡の場合、その場
での対応が難しい場合がある
ので、Webから内容を送っても
らうようにします。
特に、担任の先生がオンライ
ン授業であったり、ＩＣＴ機
器に不慣れな場合もあるので、
担当者（できれば複数いると
望ましい）が対応できるよう
にします。

お問い合わせ内容を
①オンライン授業に関すること
②貸し出し端末に関すること
（不調など）
③貸し出し端末の破損・紛失に
関すること
の３つに分けます。

内容を記述してもらいます。

画面のスクリーンショットがと
れる場合は、ここに添付しても
らいます。

折り返しが必要な内容の時に、
担当者から折り返せるように、
電話番号を記入してもらいま
す。

Webフォームサンプル

Webフォームサンプル

codeTakt
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校内準備編

オンライン授業のための
環境の準備 【Zoom】 （教師）

貸与端末にテレビ会議アプリを設定する

ここでは、Ｚｏｏｍを紹介します。
実際には、各自治体・学校の規約や設定に合わせてご利用ください。

Zoom

• 先生がホスト（主催者）となって、オン
ライン授業を行う。

• Googleアカウントなどと連携してシン
グルサインオン（ＳＳＯ）認証で利用で
きる。

• ｉＰａｄ、Ｃｈｒｏｍｅｂｏｏｋ、Windows端末で
あれば、アプリをインストールせずにブ
ラウザ版で使用することができる。

• 無料プラン（ベーシック）の場合、４０
分までの時間制限があります。
※教育アカウントの場合、制限が異なる
場合があります。

◎ 操作のしやすさ
◎ 画面共有のしやすさ
◎ リアクション（挙手）のしやすさ
◎ 制御のしやすさ
△ 時間制限 （ライセンス形態による）

❶参加者に許可する内容を
細かく設定ができます。

❷先生（ホスト）は、
参加者をミュート（消音）にできます。

❸先生（ホスト）は、
参加者にチャットの宛先を指定できます。

【ホストのみ】または
【全員をパブリックに】

をおすすめします

❹児童は簡単にリアクションを
先生や参加者に伝えることが
できます。

codeTakt



テレビ会議に入るための固定のURLを設定する

Ｚｏｏｍの固定ＵＲＬを設定することで、
児童・生徒はスムーズにテレビ会議に入ることができます。

Zoom

①先生（ホスト）は、「スケジュール」から
以下の設定をして、ＵＲＬを作成します。

クラス固定（例:３年１組）
または
教科固定（例:音楽）など、
トピックを記入します。

ミーティングＩＤは
自動的に生成にして、
セキュリティのパスワードを
設定します。

詳細オプションで
エントリー時に参加者を
ミュートにすることで、
参加者の声が入らずに授業を
開始できます。
※参加者はは自分でミュートを解除で
きます。

このＵＲＬをコピーします。
（https://から最後まで）

schoolTakt

②スクールタクトを開いて、
オンライン授業用の授業枠を作成します。

（に詳しく書いてあります。）

③授業の中で、「リンクを共有」を押します。

④ＵＲＬを貼り、
名前を入力して
配布します。

上記の設定を終えたら、
保存します。
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校内準備編

オンライン授業のための
環境の準備 【Googleミート】(教師）

貸与端末にテレビ会議アプリを設定する

ここでは、Googleミートを例に紹介します。
実際には、各自治体・学校の規約や設定に合わせてご利用ください。

Googleミート

• 先生がホスト（主催者）となって、オン
ライン授業を行う。

• Googleアカウントで利用できる。
• ｉＰａｄ、Ｃｈｒｏｍｅｂｏｏｋ、Windows端末で

あれば、アプリをインストールせずにブ
ラウザ版で使用することができる。

• 時間制限なし ※2021年６月末まで

◎ 操作のしやすさ
○ 画面共有のしやすさ
◎ リアクション（挙手）のしやすさ
△ 制御のしやすさ
◎ 時間制限

❶ミュート（消音）
画面のオン・オフがとても
分かりやすいです。

❷「挙手する」を押すことで、
先生や全体にリアクションを
伝えることができます。

テレビ会議に入るための固定のURLを設定する

Googleミートの固定ＵＲＬを設定することで、
児童・生徒はスムーズにテレビ会議に入ることができます。

Googleカレンダー

①先生（ホスト）は、Googleカレンダー
から、予定を作成します。

休校期間中の設定をします。
※期間は途中で変えることもできます。
終日にチェックをつけます。
※期間を設定しているので、繰り返しの設定を
しなくてかまいません。

「Googleミートに参加する」を押して、ＵＲ
Ｌを作成し、コピーします。

上記の設定を
終えたら、保
存します。

schoolTakt

②スクールタクトを開いて、
オンライン授業用の授業枠を作成します。

（校内準備編０７に詳しく書いてあります。）

③授業の中で、「リンクを共有」を押します。

④先ほどのコピーした文章から、ビデオ通話のリンクと
書かれているところのＵＲＬを貼り付けます。

⑤名前を入力して配布します。

2021年5月に画面レイアウトが変更予定です

codeTakt
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校内準備編

オンライン授業のための授業枠を
スクールタクトに作成する(教師）

オンライン授業で連絡をしたり、いつも使うものを置いておくために、
休校期間中限定の授業枠を作成します。

学年・クラスを設定し、
科目を「その他」にして、
授業名を「オンライン授業・
ホームルーム」として、
作成します。

ピン留めにすると、常時上に
固定されます。

「今日の連絡」という単元枠を作成します。
ここに時間割（ファイルの共有）

クラスＺＯＯＭ（リンクの共有）
朝の会・終わりの会（課題テンプレート）を配布します。

「課題の複製」を押すと、
日付が１日ずつ増えた「朝の
会・終わりの会」の課題が複
製されます。

「別単元へ移動」を押すと、
「今日の連絡」に移動するこ
とができます。

上の枠に、毎日使うものや、その日に使うものを
移動（別単元へ移動）させておきます。
下の枠には毎日使った課題をためていきます。

codeTakt
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児童生徒編

スクールタクト・ClassiNOTEの
ショートカットを作成する

みなさんの端末から、スクールタクトに入るためにショートカットを
作成します。

Ｃｈｒｏｍｅｂｏｏｋ

スクールタクトの入り方

❶学校のスクールタクトのＵＲＬを入力します

❷右の から❸「その他のツール」を選択します。

❹ショートカットを作成を選択します。

そうすることで、下のランチャーから、
すぐにスクールタクトに入ることができます。

❶ ❷

❸

❹

iPad

safariを開きます。

❶学校のスクールタクトのＵＲＬを

入力します

❷右の をタップします

❸「ホーム画面に追加」を選択

します。

そうすることで、ホーム画面から、
すぐにスクールタクトに入ることができます。

❶ ❷

❸

まなびポケットからスクールタクトを契約している場合や、
ClassiからClassiNOTEに入る場合、ログイン方法が異なる場合が
あります。ClassiNOTE

Tips パスワードの保存

自分専用の貸出端末の場合、ログインするときにパスワードを保存し
ておくことで、次回からスムーズにログインすることができます。
ただし、学校によってルールが異なるため、学校の先生の指示に従っ
てください。

codeTakt
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児童生徒編

授業への入り方

①「オンライン授業・ホームルーム」の右下 を
選択して、「ピン留めする」を押します。

②「オンライン授業・ホームルーム」の「今日の連絡」の中に、
休校期間中の時間割や、ＺＯＯＭのＵＲＬ、
その日の「朝の会・終わりの会」の課題が表示されています。

③Zoomの使い方

マイクのミュート（消音）
ビデオの停止などをします

ＺＯＯＭ内でチャットを
します

手を挙げたり、
全体にリアクションを送ります

初めて使うときには、このようにマイクやカメラの使用の
許可画面が出てきます。 「許可」をクリックします。

◎スクールタクトとZoom/Googleミートの切り替えが
スムーズにできるように確かめておきましょう

教室内でお試しでZoomなどにつなぐ
場合、イヤホンをつけておきましょう。
ハウリングしてしまいます。

codeTakt
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児童生徒編

朝の会・ＳＨＲの進め方

①「オンライン授業・ホームルーム」の中に、
今日の連絡や時間割、ＺＯＯＭのＵＲＬがあります

②今日の日付の課題を開くと、先生からの一言や
今日の時間割、今日提出の課題が表示されます。

課題を提出したら、アイコン
を移動させると、何が終わっ
ているのか、確かめやすいで
す。課題がない場合は、「課
題なし」と書くことで分かり
やすくなります。

どこでやるのか書いておくこ
とで、迷わなくなります。
複数のＺＯＯＭのＵＲＬを使
い分ける場合（専科など）は、
ＺＯＯＭの場所も書いておく
と分かりやすいです。

朝の気持ちに印をつけたり、
みんなへの一言を書きます。
教室だとお互い顔を見合わせ
られますが、オンラインだか
らこそ、自分の気持ちを書か
ないと伝わりません。

今日の学習のめあてを決めま
す。楽しみなことや頑張るこ
とを書くと、お互い励みにな
ります。

１日の学習を終えての振り返
りを書きます。頑張ったこと
を書いてお互いにたたえ合っ
たり、うまくいかなかったこ
との理由を見つめたりします。

codeTakt



小・中学校

朝の会

集中学習

交流学習

振り返り

９時

午前

午後

15時

１日のリズムを決める 朝の会交流！
朝ノートに事前にめあてを記入して、１日の流れを確認

午前中は一人で集中！
冒頭１５分オンラインで授業の導入・説明
後半は一人で課題解決・集中して取り組む時間

午後は一緒に学ぶ協働学習！
オンラインで話し合ったり、一緒に考える時間
からだを動かす時間があるとさらにＧＯＯＤ！

１日の振り返りは、明日へのステップ
課題の提出状況の確認と、１日の頑張りをたたえ合う

朝の会

授業

振り返り

９時

1６時

１日のリズムを決める 朝の会交流！
朝ノートに事前にめあてを記入して、１日の流れを確認

時間割通りにオンライン授業
・冒頭１５分 オンラインで授業の導入・説明

・後半３０分 課題解決タイム

一人で取り組んだり、チャットで聞き合ったりする

・ラスト５分～１０分 課題のまとめタイム

ミニテストで確認をしたり、学びの振り返りをする

１日の振り返りは、明日へのステップ
課題の提出状況の確認と、１日の頑張りをたたえ合う

中学・高校

授業編

オンライン授業のイメージ01

codeTakt

◎ココがポイント！

・オンライン授業の最大のポイントは、「できるところから始める」こと。スモールステップアップ方式で取り組もう

・できない人がいるからやめるのではなく、できない人には「どんなサポートができるか」を考えよう

・学校にいけないというだけで、子どもはストレス。「心の健康」を大切に。わずかな時間の交流も心の支え

・文字だけのやり取りだからこそ、ちょっとした言葉の使い方に要注意！



授業編 小学校・中学校
オンライン授業の１日の流れ（前半）

朝の会

集中学習

９時

午前

１日のリズムを決める 朝の会交流！
朝ノートに事前にめあてを記入して、１日の流れを確認

午前中は一人で集中！
冒頭１５分オンラインで授業の導入・説明
後半は一人で課題解決・集中して取り組む時間

ＺＯＯＭで先生からの一言・予定・課題の確認をします

２ページ目を共同閲覧モードにして、健康観察をします

３ページ目を共同閲覧モードにして、みんなで一日の出発をします。

⚫ 小学生は、できればお互いに顔を映して１日の
スタートが切れることが望ましいです。中には、
なかなか顔を出すのが恥ずかしい児童もいるか
もしれませんが、強制はＮＧ。

⚫ 中高生だと、顔出ししたがらないので、基本的
に教師の顔は見えるようにしましょう。

⚫ 部屋の様子や服装、髪型についてのコメントは
絶対にしないようにしましょう。

①黒板やパワーポイント、スクールタクトの先生用メモを提示しながら、授業をします。

②説明した内容をもとに、児童・生徒はそれぞれノートに学習したことをまとめて、写真にとって貼り付けます。

③演習問題（ドリルなど）に取り組ませて、写真にとって貼り付けます。

④早く終わった児童・生徒用の課題を用意しておきます。

⑤授業の最後に振り返りをします。

⚫ 取り組むことを１ページ目に明記することで、
見通しを持って学習に取り組むことができます。

⚫ 課題や取り組むことは一度始めてしまうと、オ
ンライン授業ほど、途中の修正が難しいです。
課題はわかりやすく伝わるように、取り組む内
容が明確になるように、工夫しましょう。

⚫ 映像を使った授業は、学年の低い児童ほど、負
担が高いです。ＺＯＯＭなどで映像を見て受け
る授業は集中力、画面を注視する時間などから
も、２０分以内が望ましいです。

⚫ スクールタクトにノートの写真を貼り付けたり、
そのまま書かせたりして、提出させます。書か
せる場合、先生はリアルタイムに様子を見るこ
とができます。

⚫ 授業チャットを使って、質問を随時受け付けて
いきます。チャットの使い方は、オンライン授
業の冒頭に確認しておきましょう。

⚫ 早く終わった児童・生徒用に、自由課題を用意
しておきましょう。楽しい問題だと、子ども達
も夢中になって取り組みます。

⚫ スクールタクトにあるルーブリック評価を使う
ことで、子ども達の理解度を測ることができま
す。また、振り返りも記述することができます。
このルーブリック評価をクラス全体の一覧にし
たりグラフにしたりすることができ、クラス全
体の理解度を知ることもできます。

オンラインほど、
指示は明確に
話はゆっくりと

02
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授業編 小学校・中学校
オンライン授業の組み合わせ

▲PDF教材を取り込んで
配信

▲NHK for Schoolや
YouTubeなどで動画を配信

▲ZOOMなどでビデオ通話

▲ノートを写真に撮って
提出

▲「動く教材」や画面に
書き込んで提出

▲Googleフォームなどに
入力して提出

▲振り返りシートに〇を
つけて提出

▲振り返りシートに書き
込んで提出

▲ＳＡＢＣで評価をして
提出

インプット アウトプット
教材の取り込み

リンクの共有

授業チャット

カメラ機能

指・ペンツール

リンクの共有

ペンツール

文字ツール

ルーブリック評価

03
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授業編 小学校・中学校
オンライン授業の１日の流れ（後半）

交流学習

振り返り

午後

15時

午後は一緒に学ぶ協働学習！
オンラインで話し合ったり、一緒に考える時間
からだを動かす時間があるとさらにＧＯＯＤ！

１日の振り返りは、明日へのステップ
課題の提出状況の確認と、１日の頑張りをたたえ合う

●午後の一人での学習は、なかなか集
中力が持続しません。アイスブレイク
などで盛り上がりながら、協働学習の
ような活動があると、子ども達も集中
して取り組むことができます。

●スクールタクトにある投票機能を
使って、簡単に授業の導入ができます。
途中結果は先生の画面にのみ表示され
るので、子ども達は、結果発表まで、
どれが多いのかわかりません。

●スクールタクトの共同閲覧モードや
共同編集モードとテレビ会議のブレイ
クアウトルームを併用することで、オ
ンライン授業でも簡単にグループ学習
ができます。
●テレビ会議を使わず、文字だけでや
り取りをする場合、タイピングが得意
な子どもだけがチャットで会話をして、
タイピングに不慣れな子どもが発言の
機会を逸してしまう場合があるので、
注意が必要です。｢発言マップ｣でそう
した傾向を確かめることもできます。

●アイスブレイクや学級レクをやるこ
とで、オンライン授業でも、クラスの
一体感を高めることができます。

●終わりの会では、どんなことをした
のかスクールタクト上に書いて、共同
閲覧モードで、コメントやいいねをし
あって、お互いの頑張りを称え合いま
す。自分の頑張りを誰かに認めてもら
えた時、子ども達は学級の所属感を高
めることができます。

口パクゲーム
画面をミュートにして、
指名されている子ども
が言葉を話す。何を話
しているのか当てる
ゲーム。

〇〇と言ったら？
｢春と言ったら？｣とい
う先生のお題に対して、
３０秒でスクールタク
ト上に絵を書き、時間
とともにロックする。
回答一覧で、一番共通
する絵が多かった人の
勝ち、など。

04

▲ スクールタクトにある〇×投票や４択投票を使うことで学級レクや様々な活動ができます。
「タイムマシーンに乗って行くなら、どこの時代がいいか。Ａ・縄文時代、Ｂ・平安時代、
Ｃ・戦国時代、Ｄ・江戸時代」など、授業の導入にも使えます。

ブレイクアウトルーム
Zoomの部屋をさらにグループごとに分ける機能

▲ スクールタクトにある共同編集モードや、ZoomやGoogleミートにあるブレイクアウト
ルームを使うことで、小グループに分かれての活動ができます。
例えば、NHK for Schoolの「みんなのch!」を視聴して、グループごとにアイディアを
話し合ったり、

聖徳太子ゲーム
６人が一斉にそれぞれ
の言葉を発し、誰が何
を言ったのか当てる
ゲーム。

アイスブレイク・学級レクでの例 ▼
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授業編 中学校・高校
オンライン授業の１日の流れ

朝の会

授業

振り返り

９時

1６時

１日のリズムを決める 朝の会交流！
朝ノートに事前にめあてを記入して、１日の流れを確認

時間割通りにオンライン授業
・冒頭１５分 オンラインで授業の導入・説明

・後半３０分 課題解決タイム

一人で取り組んだり、チャットで聞き合ったりする

・ラスト５分～１０分 課題のまとめタイム

ミニテストで確認をしたり、学びの振り返りをする

１日の振り返りは、明日へのステップ
課題の提出状況の確認と、１日の頑張りをたたえ合う

●中高生だと、顔出ししたがらないの
で、基本的に教師の顔は見えるように
する。
●部屋の様子や服装、髪型についての
コメントは絶対にしない。

●取り組むことを１ページ目に明記す
ることで、見通しを持って学習に取り
組むことができます。
●教科担当の先生が複数いる場合、課
題は、課題テンプレートに保存してお
くことで、複数のクラスに転用するこ
とができます。
●課題や取り組むことは一度始めてし
まうと、オンライン授業ほど、途中の
修正が難しいです。課題はわかりやす
く伝わるように、取り組む内容が明確
になるように、工夫しましょう。
●スクールタクトにノートの写真を貼
り付けたり、そのまま書かせたりして、
提出させます。書かせる場合、先生は
リアルタイムに様子を見ることができ
ます。
●授業チャットを使って、質問を随時
受け付けていきます。チャットの使い
方は、オンライン授業の冒頭に確認し
ておきましょう。
●早く終わった生徒用に、自由課題を
用意しておきましょう。楽しい問題だ
と、子ども達も夢中になって取り組み
ます。

●部活動の記録など、部活メンバーだ
けの授業を作成することで、部員同士
で励まし合いながら進めることができ
ます。

自主学習や部活動の自主練習を記録

自主学習をカメラに撮って貼り付けたり、課題テンプレートを使って部活動の自主練
習・トレーニングを記録したりできます。自主練習の様子を「共同閲覧モード」にして
おくことで、部員内で励ましのコメントを送ったり、アドバイスを送りあったりするこ
とができます。

オンラインほど、
指示は明確に
話はゆっくりと

05
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約束編

タブレットを使うときの５つの約束01

使う時間を決めよう！

時 から 時まで 使用します

・連続して１時間を超えないようにしましょう
・しっかり目を休ませましょう
・画面との距離を３０ｃｍ以上離すようにしましょう

１

使う場所を決めよう！

（ 保護者の目の届くところ
・ 自分の部屋 ） で使用します

・落としたりしないように、安定した場所で使いましょう
・充電し忘れないように気を付けましょう

2

ネットマナーを守り
正しくインターネットを使用します3

・授業チャットなどで言葉のやり取りをするときに、その
言葉で傷つく人がいないか、送る前に考えましょう。
・自分や友だちの名前や写真などをインターネットに
書き込んでいませんか？

アプリ等の追加はしません
学校から指定されている
設定で使いましょう4

・授業で使うために様々な設定がされています。
壁紙を変えたり、パスワードを変えたりするなど、
設定を変更しないようにしましょう。

どのように貸与端末を
使っているのか、
ご家庭内で共有の場を持ちましょう

5
・お家の人と、パソコンを使ってどのように学習してい
るのか、学習の様子を話し合いましょう。

我が家のルール

学習に使う大切な道具です。
学習と関係のないことはしません。
人を傷つけるようなことはしません。
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約束編

文部科学省 GIGAスクール構想の実現について> 学校におけるICT環境の整備・運用について
端末利用に当たっての児童生徒の健康への配慮等に関する啓発リーフレットについて
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/mext_00001.html

タブレットを使うときの約束
資料・文部科学省02
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事前準備

児童生徒

約 束

授 業

① 学校で必ずログインしておきます

② カメラ機能の「許可」を忘れずに！

③ オンライン授業で出す課題を学校で一度やってみる

④ 最初の約束事が肝心。使い方次第で徐々に約束事を減らしていく

① 一人でも操作ができるようにします

② オンライン授業でも、一人だと感じさせない工夫を！

③ 学校にいるような気分になる交流を！

④ ルールやマナーを守る大切さを感じさせよう

① 毎日やる気を出すための朝の会は大切に！

② 授業の課題は明確に！

③ 振り返りはていねいに！

④ 課題を早く終えた子どものために、「お楽しみ課題」を用意しておくとよい

① ルールやマナーは何度も確認を！ 貸与してすぐに壁紙を変える子どもは注意！

② 何かあれば、お家の人も先生も、子どもの端末を見ることを伝えておきましょう

③ 保護者の方と協力関係を築こう！

④ 罰則的なルールではなく、「何のために」守るのかを考えさせよう

第一部 まとめ



実践編 スクールタクト
オンライン授業活用のメリット

ログイン・
操作が簡単

オンライン上
で繋がれる

学校での活動をなるべく変更せずに、

オンラインでの学びの機会を保証

→突然のオンライン授業に
なっても対応可能！

×
子ども

保護者先生

従来の授業
内容を生か
せる

→無理なくスムーズに
オンライン化を進められる

→混乱することを
少なくすることができる

01
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実践編 スクールタクト
おさえておきたい ５つの機能！

これだけは！
＋αでおさえる３機能 ＜児童編＞

①授業チャットを用いた動画視聴
②写真撮影・貼り付け
③提出

これだけは！
おさておきえたい５機能 ＜共通編＞

①ログイン
②指先ツール
③鉛筆ツール
④テキストツール
⑤削除ツール

02

これだけは！
＋αでおさえる５機能 ＜先生編＞

①課題作成・配布
②プリント貼り付け
③授業チャットを用いた動画添付
④共同閲覧
⑤差し戻し

◆◇ベータ版画面切り替えのお願い◆◇

スクールタクトは、皆様に使いやすいよう日々機能の
改善を行っています。

現在、５月公開に向けて、操作画面の更新をしていま
す。

右のデザインのボタンを押して、ベータ版への
画面の切り替えをよろしくお願いします。

初回のみ、このような確認メッ
セージが表示されます。「ＯＫ」
や「許可」をして、カメラが起動
できるよう、設定をお願いします。

カメラ機能を立ち上げると…

▲iPadでのメッセージ

▼Chromebookでのメッセージ
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実践編 スクールタクト
簡単な操作方法に慣れよう！03

動く教材

下の単語を選んで、
上のボックスに入
れてきます。

ペンツール

下の単語を選んで、
上のボックスに入
れてきます。

◆◇スクールタクトの特徴４選◆◇

①動く教材
スクールタクト…先生が作った教材パーツを
子どもが動かして操作できます。先生は、動
かせるもの・固定させるものを設定できます。
他のアプリ…一度配布したものは動かせない。

②リアルタイム
スクールタクト…子ども達が回答を提出しな
くても、先生は回答一覧で全員の活動の様子
がリアルタイムで見ることができます。
他のアプリ…一定の時間が経つと表示される。

③共同閲覧・編集モード
スクールタクト…提出したり、送りあった
りしなくても、子ども達同士がお互いのキャ
ンバスを見たり、編集したりすることができ
ます。
他のアプリ…提出したり、「送る」をしない
と共有できない。

④授業チャット
スクールタクト…全員がチャットを通して、
聞いたり、教え合ったりすることができます。
教師のみに制限することもできます。
他のアプリ…全員でチャットできるツールが
ない。

カメラ機能

タブレットのカメ
ラなどで撮影して
ここに貼り付けま
す。
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①「新規課題を作成」を選択

⑤ 緑の円が回転
※ＰＤＦを読み込みます

⑥ ワークシートがスライド毎に
分けて読み込まれます

②「白紙」を選択 ③青枠内のボタンを選択 ④ワークシートのデータ (ＰＤＦ)を選択

Word 、Excel 、PowerPoint、一太郎
等で作成されたワークシートは、PDF に
変換して保存すると貼り付けることがで
きます。

⑦ 配布ボタンを選択
配布完了！

実践編 PDFの貼り付け（プリント配布）の
課題作成方法04
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①授業チャットを選択
※参加者に一斉に送信できるツール

②ＵＲＬを打ち込む ③緑のボタンで送信する

先生用 児童・生徒用

実践編 授業チャットを用いた
動画URLの貼り付け方法05
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1. 授業詳細画面右上の［＋］をクリック

2. ［リンクを共有］をクリック

3. 共有するURLを入力（プレビューが表示されます）

4. 名前を入力（必須）

※確認期限の設定ができます（任意）

5. ［配布］をクリックすると、授業詳細画面に表示されます

［下書き保存］をクリックすると、未配布として保存されます

共有したファイル／リンクを開き、名前や確認期限を変更できます

右上の［保存］をクリックすると、変更内容が反映されます

実践編 リンク共有を用いた
動画URLの貼り付け方法06
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①トップページの［担当授業］タブから、［＋］ボタンを押す

②学年・クラス・科目を選択し、［作成］ボタンを押す

※小学校のみ科目の複数選択が可能です

③単元バー右の［＋］ボタンから［新規課題作成］を押す

④課題テンプレート選択画面で、白紙もしくはテンプレートを

選択し［このテンプレートで作成する］を押す

⑤ 先生が課題 (テンプレート含む) を編集し、[配布] を

クリックする

編集可能 配布

実践編 課題テンプレート（白紙課題）の
作成方法07
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実践編 オンライン授業
課題テンプレートの紹介08

キーワードに「オンライン授
業」の内容を入れると、検索
結果に表示されます。

codeTakt

オンライン授業

▼課題提示・写真貼り付け▼スクールタクト基本操作

▼朝の会・終わりの会 ▼振り返りシート



「資料貼り付け」 「テスト勉強・まとめ」

「課題図書」

「ベン図」

「振り返りワーク」 「質問大会」

【まとめる・ふりかえる】 【深める・ふれあう】

実践編

課題テンプレートの紹介09
キーワードに「」の内容を入
れると、検索結果に表示され
ます。
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実践編

スクールタクトの基本的な使い方10

https://www.youtube.com/watch?v=3lOOcw3g-
8s&list=PL3qWlGaKy_Kd5ElHAJCnht0Tvo7-
Lo_v6&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=Q5yoFVlcGBw
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白梅学園高等学校様
「コロナ禍のオンライン授業もスクールタクトでスムーズに」

https://schooltakt.com/case/31865/

実践編

コロナ禍においての実践事例①11
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啓明学園初等学校様
「第1回オンライン授業実践報告会」

https://www.youtube.com/watch?v=2y6cLoycVEI

実践編

コロナ禍においての実践事例②12
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「いいね！」すると、アップデート情報や

イベント情報が随時お届けされます。

Facebook
スクールタクト ページ

スクールタクトを利用したことのある方なら、

どなたでも歓迎のコミュニティです。

Facebook
スクールタクト 研究会

実践編

Facebookのご案内13
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お申込みはこちらから▶ https://schooltakt.com/event/

実際の活用事例をもとに、
「明日から使える」テンプレートもご用意！

すでに導入していて「どのように使ったらいいか分からない」という先生、
これから導入するけれど「どういう使い方ができそうか」という先生、ぜ
ひご参加ください！

実践編

セミナー・イベントのお知らせ14

５／１２（水）１７：００～１８：００

はじめてスクールタクトを授業で使う先生！
教材作成方法をお伝えします！

「どういう風に授業で使い始めていいかわからない」という先生、
興味あるけれど、スクールタクトをまだ触ったことがないという先生、
ぜひ、ご参加ください！
６月からの学習に使えるテンプレートもご用意！

５／２６（水）１６：００～１７：００
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