
Kickstart Program 

フォローアップ資料（教員向け児童生徒説明用）
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はじめに
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 はじめに

本資料は、GIGA スクール構想における  “1 人 1 台の端末” の考え方  及び、

学校内外において児童生徒の皆さんに  Google for Education をご利用いただく上での注意点や、

参考になるポイントについてまとめています。

本資料の内容はあくまで一例であり、各自治体・学校の状況に応じて、利用ルール等を定めて

いただければ幸いです。

また、本資料は  Chromebook での利用を想定した内容となっております。

他端末を利用される場合は、操作方法等が異なることもありますのであらかじめご了承ください。

本資料にあわせて、

GIGA スクール構想におけるGoogle for Education 使い始めの利活用ヒント集  も
参考にしてください。
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https://services.google.com/fh/files/misc/google_for_education_tips.pdf


0. GIGA スクール構想について
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GIGA スクール構想って？

✓ 子どもたち 1 人 1 人に個別最適化され、創造性を育める教育 ICT 環境の実現 

端 末 クラウド
通信
ネット
ワーク

校内 LAN や LTE / 5G
での整備の推進

クラウド活用による遠隔授業
学習記録等の収集・分析

上記 3 つを整備することで、次世代の学校・教育現場を目指すとともに、
教師の校務の効率化を図ることでより子どもたちへの時間をかける。

安価な端末の整備

参考：文部科学省 GIGAスクール構想の実現 
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なぜ GIGA スクール構想において 1 人 1 台の端末を持つの？

大人が旅行という体験をより良いものにするために  ICT を使うように、子どもの学びを良い体験とする
ために ICT は不可欠な存在なのです。これからは授業でわからないことが出てくれば、手元の端末を
使って考えることから勉強が始まる。

先生が唯一のリソースになるのではなく、授業の内外で ICT を活用しながら
情報を集め、自分の言葉で答えを導き出したり学び合ったりして学習体験を豊かにする
ことが GIGA スクール構想の本質的な意義。

（中略）

ICT 環境の整備というと、端末の配布に目が行きやすいが、クラウドや高速ネットワークが整備されて
いない環境では、ひと昔前の「パソコン教室にあった共有  PC」のように、端末の機能を高めざるを
得ず、これが高コストで扱いにくいものにしていた。これからはネットワークを強化してクラウド環境を
フル活用し、端末を「軽く」することがコストバランスとしても望ましい。

東北大学大学院情報科学研究科 堀田龍也 教授　

出典：2020 年 8 月 25 日先端教育機構　GIGA スクールフォーラムレポート
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GIGA スクール構想における 1 人 1 台の端末はどんなもの？

出典：文部科学省GIGAスクール構想説明資料 12 P（令和 2 年 5 月 11 日）

従来の学校パソコンとは異なり、ネットワークを強化してクラウド環境をフル活用し、
端末を「軽く」することで、学校内外において児童生徒  1 人 1 人に個別最適化され、

創造性を育めることができるもの
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1. Chromebook 配布前
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1-1. Chromebook の基本機能を知る
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 端末について

Chromebook は、

・片側カメラ・両側カメラ

・タブレット型になるもの

・タッチパネル型

など、端末によってそれぞれです。

皆様の学校へ導入された端末の仕様

を確認しておきましょう。
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 キーボードについて

Tab, Shift, Enter などのローマ字が、Chromebook では矢印で表記されていますが、キーボードの位置は他の PC と変わりありません。

また、Google Workspace for Education のアプリはすべてブラウザ上で動くため、「画面更新」のボタンをクリックすることで、

そのとき開いているブラウザが最新の状態になります。授業の中ではよく使うことになるので、ぜひ覚えておきましょう。

① ② ③

④⑤

⑤ ⑤

⑥

① ブラウザ更新

② 画面の明るさの調整

③ 音量の調整

④ 削除キー

⑤ かな・英数切り替え

⑥ アプリランチャーを開く

よく使用する項目
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 トラックパッドについて

GIGA スクール構想における Chromebook は、「持ち運ぶ」「持ち帰る」ことを前提としているため、

授業の中ではマウスを使わず、端末のタッチパネルや、トラックパッドを使うシーンが多くなります。

以下に示している 4 パターンは特によく使うことになるので、操作を確かめておきましょう。

カーソル（ポインタ）の移動 画面の移動（スクロール）

ドラッグ&ドロップ右クリック
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 基本的なショートカットについて

マウスを利用するシーンが少なくなる分、ショートカットキーを利用することが増えることが想定されます。

以下は特によく使うショートカットなので、ぜひ覚えておきましょう。

Ctrl + C 文字のコピー

Ctrl + V コピーした文字の貼り付け

Ctrl + Z 操作を 1 つ戻る

Ctrl + 全画面スクリーンショット

Ctrl + 　　+ 部分スクリーンショット

よく使用するショートカット

ショートカットに Ctrl は不可欠です！ 
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 カメラ・動画の使用方法

Chromebook 右下のランチャーをクリック 「^」をクリック 「カメラ」アイコンをクリック

1 2 3

撮影した写真、どこに保存されているの？

上記①②の手順でアプリ ランチャーを開き、「ファイル」アイコンをクリック後、「ダウンロード」から確認できます。

※設定によっては、マイドライブに自動保存される場合もあります。ダウンロードになければマイドライブを確認してみましょう。 15



1-2. Google Workspace for Education 
　　を利用する準備をする
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 準備しておくといいこと、確認事項

1 アカウントについて

❏ パスワード再設定時の手順の確認
 　児童生徒がパスワードを忘れてしまった場合、どのような手順になっているか事前に確認をしておきましょう。

❏ アカウント リストの用意
　ファイルの共有や、 Google Classroom でのクラス作成時など、任意の単位ごと（クラス等）児童生徒のアカウント  リストをスプレッドシート等で

　  用意しておくと便利です。あらかじめグループ  アドレスが付与されている場合にはそちらも確認しておきましょう。

2 アプリについて

❏ 有効化されているアプリの確認
　 Google Workspace for Education のアプリのうち、無効化されているアプリがないか事前に確認しておきましょう。

❏ Google Classroom の権限の確認
　 Google Classroom へアクセスし、画面右上の「＋」ボタンから「クラスを作成」できる権限があるか確認しましょう。
　※ 初回のログイン時は「教師」か「生徒」を選択する画面があり、「教師」と選択後上記画面になります。

❏ シェルフにアプリを固定する ※次ページ参照

　Chromebook の下部のアプリが表示されている黒い帯部分をシェルフと呼び、よく利用するアプリなどを管理コンソール上であらかじめ固定することができます。
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 シェルフへのアプリの固定方法 1/2

アプリ  ランチャーもしくは  URL バーに

「admin.google.com」と入力し、

管理コンソールへアクセス

「デバイス」をクリック 左側のメニューから、「 Chrome」＞「設定」＞「ユーザー

とブラウザ」の順にクリック

1 2 3

画面左上の「設定」から「アプリと拡張機能」を

クリック

設定を適用させる  OU を選択 画面右下の「 +」にカーソルを合わせ、

「URL で追加」をクリック

4 5 6

18



 シェルフへのアプリの固定方法 2/2

各アプリのURL を入力し、「保存」をクリック 「自動インストールする」横の

プルダウンをクリックし、

「自動インストールして固定する」を選択

7 8

Google ドライブ drive.google.com Google Meet meet.google.com

Google Classroom google.classroom.com Google カレンダー calendar.google.com

Gmail mail.google.com Google Keep keep.google.com

Google Chat chat.google.com Google Jamboard jamboard.google.com

❏ 各アプリの URL 

19



1-3. 学校内での使用におけるルールを決める
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 学校で使用する際のトラブル・事故に備える

教員の皆様が端末を利用するときと異なり、学校において児童生徒のみなさんがそれらを使用する際には、

予想外のトラブルや事故などが発生する可能性もあります。特に以下については特に起こりやすいので気をつけましょう。

✓ 端末は “自分のもの” ということを意識して大事にする

● 端末の充電口や USB ポートなどに、充電器や USB 以外のものを入れない
これまでに、消しゴムのカスや指定のものを入れて故障するケースがあり。

● 液晶画面やキーボードの消毒には気をつける
液晶画面やキーボードを高濃度アルコールや指定以外のもので消毒した結果故障するケースがあり。

✓ Google Workspace for Education アカウントのみを使用する

● 個人アカウント（@gmail.com）で端末にログインをしない
個人アカウントでログインをした内容は、管理することができません。
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 利用上のルールを決める

Chromebook というこれから新しく入る端末を使う上で、ある程度のルールを決めておくことで、

学校内でのトラブルや事故を防ぐことができます。以下のその一例を示します。

✓ 端末の電源、どうする？

● すぐ次の授業があるときには、そのまま画面を閉じても問題ありません。

● お昼休みなど一定時間使わないときには、ログアウトしておきましょう。

● 1 日の終わりには、電源をオフにしておきましょう。

✓ 端末の利用ルールを決める

● 授業中、Chromebook 端末を利用しない時間は閉じておきましょう。
Chromebook は起動が早いので、再度使うときのログイン作業も授業の妨げになりません。

22



2. Chromebook 配布後
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 いよいよ授業での利用開始！

Chromebook が児童生徒のみなさんへ配布されると、いよいよ授業での利用が始まります。

先生方も児童生徒の皆さんもワクワクや不安、期待など様々な思いがあるかと思います。

“文房具” としての Chromebook を日常的に、当たり前に使えるように、

また、児童生徒の皆さんの新たな  “リソース” として Chromebook が活用できるよう、

次ページからは授業でよく使う  Google Workspace for Education を児童生徒のみなさんが

利用する上での注意点、参考  Tips をお伝えします。
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2-1. 授業での利用における主要なアプリの注意点
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 Google ドライブ

ここは気をつけましょう！　

✓ 先生や他の児童生徒と共有しているファイル・フォルダの 名前を変更しない
他の人と共有しているファイル・フォルダの名前を変えてしまうと、他の人のドライブ上でも同様に変わっていまいます。

✓ フォルダを共有するときは、共有する人を よく確認する
一番上の階層のフォルダで共有された人は、その中のファイルやフォルダも全て見えてしまいます。

✓ 特にスプレッドシートの同時編集は気をつける
スプレッドシートでは、誰かが編集しているセルはグレーになります。グレー部分を入力すると上書きされてしまいます。

✓ 自分がオーナーではないファイルは 勝手に編集しない
編集履歴はすべて確認可能、過去の版に戻ることはできますが、他の人のファイルは勝手に編集しないようにします。
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 Google Classroom

ここは気をつけましょう！　

✓ 「クラスのコメント」と「限定公開コメント」の違いに気をつける
クラスのコメントは、そのクラスに参加している全員に見えてしまいますので、先生だけに共有したい内容等は限定公開コメントを使います。

✓ 先生から「各生徒にコピー」で出された課題を開く際に気をつける
「各生徒にコピー」で出された課題を開くとき、提出するときの操作について特に児童生徒のみなさんに周知してください（下記参照）

課題右下の「課題を表示」を
クリック

添付されたドキュメントファイルの
「☓」をクリックしない！
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 Google Meet

ここは気をつけましょう！　

✓ 同一会場内  1 台の端末以外はスピーカーとマイクを 「オフ」にする
同一会場内で複数端末が  Google Meet に入る場合は、ハウリングしてしまうため、必ずオフにします。

❏ マイクの設定

マイクが「オン」の状態 マイクが「オフ」の状態 挙手機能
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 Google Meet

ここは気をつけましょう！　

✓ 同一会場内  1 台の端末以外はスピーカーとマイクを 「オフ」にする
同一会場内で複数端末が  Google Meet に入る場合は、ハウリングしてしまうため、必ずオフにします。

❏ スピーカーの設定

「音声」から利用したいイヤホンやスピーカーを選択し、

「テスト」をクリックし、音声が聞こえることを確認します。
参加画面の右上の 「︙」から、「設定」をクリック

1 2
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 Google Meet

ここは気をつけましょう！　

✓ 音声が聞こえにくい場合の対処法を共有しておく
参加する場所の状況によっては、音声が聞こえにくい場合もあります。その場合は以下を試してみましょう。

「動画」を選択し、「受信時の解像度」から「標準解像度（ 360p）」を
クリックし、音声品質が改善するかを確認します。

1. 再度、インターネットの速度テストを実施する。

2. カメラをオフにする。

3. 映像の品質を下げて、音声の品質を確保する。

参加画面の右下の 「︙」から、「設定」をクリック

1 2
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 Google Jamboard

ここは気をつけましょう！　

✓ 作成した「ふせん」は動かすようにする
ふせんを作成すると、必ず左上の定位置に作成されます。どんどん重なってしまうので、作成したら位置を動かすように伝えましょう。

✓ 手書き機能を使うときは気をつける
手書き機能を利用する際、爪を立ててしまうと液晶が傷ついてしまうので、指の腹で操作するように伝えましょう。

ふせんを作成すると、必ず左上の定位置（左図）に作成されるので、ふせん
を触って別の場所に動かしておく
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2-3. Chromebook 端末の持ち帰り
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 持ち帰りに向けたルールづくり

1 端末の充電について

❏ 充電は自宅で行う
 　充電を忘れてしまった児童生徒を想定し、電源コード等あらかじめ学校側でも準備をしておきます。

❏ 自宅で充電する際の注意点

　思わぬ故障を防ぐため、充電コードの扱いや、充電コードを差し込む際は丁寧に行うようにします。

2 端末の扱いについて

❏ タブレット型の端末には特に気をつける

　タブレット  モードのまま鞄にしまうと、中のものと擦れて破損する可能性があります。必ず閉じてからしまうようにします。

3 アプリの利用について

❏ 利用時間に気をつける

　 “いつでもどこでも ” 利用できる  Google Workspace for Education は便利なツールではありますが、通知をさせる場合などはその時間に配慮します。

❏ 家庭に Wi-Fi 環境がない児童生徒への配慮

　家庭にネットワークの環境がない場合は、朝や休み時間の利用を許可する等のルールづくりをします。

Chromebook の持ち帰りをする際には、端末やアプリの利用、家庭に対する配慮が必要となります。

考慮すべきいくつかの点について、下記に一例を示します。
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 保護者の理解を得る

Chromebook の持ち帰りをする際には、保護者の皆様のご理解を得ることが必要になります。

以下の点に考慮しながら、保護者の理解を得るメッセージ・ガイドラインを決めておくことが重要です。

✓ 端末やアカウントは  “児童生徒のもの” 

児童生徒に付与されたアカウントは “家庭での共有アカウントではない” ことを周知しましょう。

✓ トラブル時の対応を保護者にも共有する

パスワードを忘れてしまう、入力を間違えてロックされてしまう、
端末の紛失・盗難・故障などのトラブル時の手順を保護者にも周知しましょう。

✓ 端末やアプリの安全性についての理解を得る

Chromebook や、クラウドツールを利用することへの安全性について、保護者の方へも共有します。
弊社の「学校外における 1 人 1 台端末の安心・安全な活用に向けて」もぜひご覧ください。
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https://events.withgoogle.com/gfe-ict-guideline/


さいごに
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 さいごに

学校での様々な利用シーンにおける  Google for Education のアプリの利用について、

自治体様、教員の皆様の環境に応じて考えてみたいという場合、より詳しい使い方について知りたいという

場合には、各種研修もご用意しておりますので、下記までお問い合わせください。

受付日　：月曜日〜金曜日  (祝祭日、年末年始除く )　
受付時間：9:00 – 18:00
電話番号：0120-905-860
メールアドレス：gfe-jp-isr@google.com

本資料でご紹介している内容は、あくまで一例です。

各自治体様、学校のご状況に合わせながら、幅広く  Google for Education のアプリを

ご利用いただけますと幸いです。
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