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コアサービス一覧

Google Chrome 世界中で利用されている  Web ブラウザ

Gmail 世界中で利用されているWeb メールアプリ

Google Classroom 課題の一元管理ができる授業支援アプリ

Google ドライブ 共有と共同編集ができるコラボレーションツール

Google Meet 100名同時に安全に遠隔で繋がれるビデオ通話アプリ

Google Chat トピックごとのチャットルームを作って会話ができるアプリ

Google カレンダー Web 上で簡単に予定の作成・共有ができるスケジュール管理アプリ
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コアサービス一覧

Google サイト 専門的な知識なしで簡単に Web サイトを作成・共有できるアプリ

Google Keep Web 上で作成・共有できるデジタルメモアプリ

Tasks To Do リストを作成・管理できるアプリ

Jamboard 手書きにも対応したデジタルホワイトボードアプリ

Google Groups メーリングリストやトピックごとにフォーラムが作成できるアプリ

Google Vault Gmail やチャット記録のアーカイブや監査を実施できるアプリ
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1 快適な動作

2 様々な拡張機能

3 最先端の技術の活用

4 万全なセキュリティ対策

5 端末を問わず利用可能

Google Chrome 

世界中で多くの人に利用されている Web ブラウザ
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Google Chrome の特長①：快適な動作

快適な動作

Chrome はタブを 100 個開いてい

ても素早く切り替えることができる

仕組みになっています。また、目

的のタブにすばやく

移動できるデザインを採用してい

ます。
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Google Chrome の特長②：様々な拡張機能

様々な拡張機能

拡張機能を使って さまざまなことを行え

ます。Chrome には 150,000 
以上の拡張機能があり、お好みの形に

ブラウザをカスタマイズできます。
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Google Chrome の特長③：最先端の技術の活用

Chrome のアドレスバーは  Google の検索

技術と連動し、高速かつシンプルな方法で

すばやく情報を提供します。

どのウェブページを開いていても、翻訳するかど

うかを尋ねるメッセージが、必要なタイミングで自

動的に表示されます。

入力中の候補表示 Web ページの自動翻訳
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Google Chrome の特長④：万全なセキュリティ

Chrome には、危険なサイト

やダウンロードからユーザー

を保護する技術が搭載されて

います。不審な挙動があった

場合は警告が表示されます。

Chrome は 6 週間ごとに自動

的に更新され、セキュリティ機

能と修正プログラムは常に最

新に保たれます。

Chrome は世界で最も安全な

ブラウザです。様々な最新技術に

より、セキュリティ上の脅威から

ユーザーを保護します。

危険なサイトの回避 常に最新のセキュリティ 様々な最新技術
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Google Chrome の特長⑤：端末を問わない

端末を問わず利用可能

同期をオンにすることで Chrome が
ノートパソコン、タブレット、スマート

フォン間で自動的に最新の状態に保

たれるので、どの端末でも同じ設定を

利用できます。
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1 容量無制限

2 広告表示なし

3 独自ドメインで利用可能

4 優れた検索機能

5 様々なユニークな機能

Gmail

世界中で多くの人に利用されている Web ブラウザ
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無料アカウントとの比較

無料アカウント Google Workspace for Education

メールの容量 30GB
※ Google ドライブと合わせた容量

なし

広告の表示 あり なし

ドメイン @gmail.com 独自ドメインで利用可能
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Gmail の特長①：優れた検索機能

あらゆるメールを
すばやく検索可能

Google の検索アルゴリズムは、

ユーザーが探している情報を素早く

探し出します。検索機能の活用によ

り、メールを自動でフォルダに仕分け

てくれます。
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Gmail の特長②：アーカイブ

既読メールは 
“アーカイブ” して
受信トレイをすっきり

“アーカイブ” はメールを “非表示”にす

る機能です。見終わったメールをアーカ

イブしていくことで受信

トレイを整理することができます。

削除されたわけではないので、

必要なときは検索で探せます。
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Gmail の特長③：スヌーズ

アクションが必要な
メールを必要なときに表
示させる

“スヌーズ” は必要になるまで一時的に

受信トレイから非表示できる機能です。

先の日程でアクションが必要なメール

などを日時指定しておくことで、指定し

たタイミングで再度受信トレイに表示し

てくれます。
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Gmail の特長③：リマインド

返信を忘れないように
リマインドしてくれる

日々たくさんのメールが来ると、

返信が必要なメールが埋もれてしまう

ことがあります。そんなメールを

リマインドして教えてくれます。
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Gmail の特長④：送信予約

送信予約機能で必要な
ときにメールを送信

送信するタイミングが決まっているメー

ルをあらかじめ作成しておき、

指定した日時に送信予約しておく

ことができます。
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Gmail の特長⑤：スマート リプライ

受信したメールへの
返信内容を提案して
くれる

受信したメールに対して、簡単な

返信内容を提案してくれるので、

都度返信内容を考える必要がなく

なります。
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Gmail の特長⑤：Tasks との連携

返信が必要なメールを
タスク化してくれる

Tasks アプリ※後述と連携しているので、必

要なメールをタスク化して返信

忘れを防いでくれます。
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1 課題の一元管理

2 ルーブリック評価

3 成績のエクスポート

4 保護者との連絡・連携

5 各アプリとの連携

Google Classroom

課題の一元管理ができる授業支援アプリ
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Google Classroom の特長①：課題の一元管理

課題出し

Google Classroom 上で、課題の投稿から成績の集計までを一元管理することができます。

フィードバック

採点・返却

成績の集計

個人課題やグループ課題、アンケートなど様々な形式での投稿が可能

一度作成した課題の再利用や複数のクラスへの一斉投稿も可能

児童生徒との 1 : 1 のやりとりやクラス全体へのコメント

Google フォームで作成したテストの点数のインポート機能

ルーブリックに基づいた評価が可能

クラス内の全課題の成績をスプレッドシートへエクスポートが可能
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Google Classroom の特長②：ルーブリック評価

Google Classroom では、教員が課題ごとにルーブリック評価を作成することができます。一

度作成したルーブリックは、他の課題に再利用することも可能です。

ルーブリックで評価軸を明確に
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Google Classroom の特長③：成績のエクスポート

クラス内の課題は
スプレッドシートに
自動集計してくれる

Google Classroom 内で作成した

クラスで投稿された課題の成績を

スプレッドシートにエクスポート

することができます。

これにより、成績の集計にかかる

負担の軽減を見込むことができます。
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Google Classroom の特長④：保護者との連携

クラスで出された課題の
概要を保護者に共有す
ることができる

各生徒の保護者のメールアドレスを登録

しておけば、毎日もしくは週ごとの頻度で

クラスで出された課題の概要などを保護

者に共有することができます。
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Google Classroom の特長⑤：
各アプリとの連携（1）

Google Classroom 内で作成

した各クラスには  Google 
Meet のリンクが埋め込まれて

おり、クリック1つで遠隔授業を

始めることができます。  

Google Classroom 内で作成

した各クラスごとのサブカレン

ダーが自動で生成され、

課題に期限を設定すると

Google カレンダーにも連携を

してくれます。

Google Classroom 内で作成した

各クラスごとのフォルダがドライブ

内に自動で生成され、

成果物や資料にクリック 1つで

アクセスすることができます。

遠隔授業の実施 課題の提出期限確認 フォルダへのアクセス
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Google Classroom の特長⑤：
各アプリとの連携（2）

Google フォームで作成した小テ

ストを Google Classroom 上で

課題として投稿すると、

児童生徒の点数を  Google 
Classroom にもインポートするこ

とができます。

Google Classroom からクリッ

ク 1 つで Gmail を開き、児童

生徒や各保護者への連絡を

発信することができます。この

とき、全ての宛先は自動で  
Bcc に入るようになっていま

す。

フォームの点数の連携 連絡事項の発信

Google ドキュメント類を課題とし

て投稿すると、児童生徒への共有

を Google Classroom が
自動で実施してくれます。

人数分の課題のコピーもクリック  1 
つで自動で行われます。

課題の投稿
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1 “添付” ではなく“共有”

2 共同編集機能

3 編集作業をサポートするAI 
機能

4 Office ファイルとの互換

5 バージョンの管理 

Google ドライブ

共有と共同編集ができるコラボレーションツール
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Google ドライブの特長①： ファイルの “共有”

ファイルはメールで 
“添付” ではなくリンクで
“共有” する

ファイルをメールで添付する必要は

ありません。名前またはメールアドレスを入

力するだけでドライブ上でファイルを共有し、

そのファイルを全員で更新し続けることがで

きるので、添付する

ときのようにファイルのバージョンが

どんどん増えることがありません。
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Google ドライブの特長②：共同編集機能

同時に 100 名までが
ファイルを編集できる

Google ドキュメント、Google スプレッド

シート、スライドは同時に 100 名までが 1 
つのファイルにアクセスして共同編集す

ることができます。
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Google ドライブの特長③：
AI によるサポート機能

Google ドキュメントには、

音声を自動で入力してくれる

自動音声入力機能が備わって

います。

Google スプレッドシートには、

作成した表から自動でグラフ

を作成してくれる機能がありま

す。

音声の自動入力 グラフの自動作成

Google スライドには、画像とテキ

ストの組み合わせから

スライドのレイアウトを提案

してくれる機能があります。

レイアウト提案

ドライブ内で作成できるドキュメント類には、それぞれ AI 機能が備わっています。
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Google ドライブの特長④：
Office ファイルとの互換性

ドライブ上でOffice ファ
イルが直接編集
できるように

ドライブ上にアップロードした Office ファ

イルを一度パソコン上にダウンロードする

ことなく、

ドライブ上で Office ファイルの形式のま

ま直接編集ができます。
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Google ドライブの特長⑤：バージョンの管理

すべての編集履歴は自動で保存され、過去と

現在の版を行き来することも簡単にできます。

ドライブにアップロードしたファイルも簡単に差し

替えることができるので、再度共有し直す必要

はありません。

編集履歴の自動保存 ファイルの差し替えも簡単
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Google ドライブ内で作成できる様々なファイル

Google ドキュメント
ワープロソフト

メモから本格的なレポートまで作成できる文書作成アプリ

Google スプレッドシート
表計算ソフト

表作成から高度な関数を利用した集計まで可能な表計算アプリ

Google スライド
プレゼンテーションソフト

児童生徒の発表や教師の教材作成を支援するプレゼンテーションアプリ

Google フォーム
アンケート機能

簡単に質問フォームやテストを作成し即集計・採点できるアプリ

Google 図形描画
図形作成

様々な図形を作成・共有できるアプリ

Google サイト
Web サイト作成

専門知識なしで簡単にサイトを作成できるアプリ

Google マイマップ
地図作成

無償で利用可能な自分の地図を作成・共有できるアプリ
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1 万全なセキュリティ

2 画面共有

3 チャット機能

4 様々な表示レイアウト

Google Meet

100 名同時に安全に遠隔で繋がれるビデオ通話アプリ
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Google Meet のセキュリティ

データの暗号化

データはすべて “暗号化” の上で転送

予定ごとに解読困難な IDを発行

予期せぬユーザーによる不正入室を防止

アプリのインストール不要

ブラウザ利用のため外部による攻撃対象領域を制限

児童生徒による不正利用の防止

教師のみが外部のユーザーの参加の承認可能
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Google Meet の特長①：画面共有

見せたい資料を画面越し
に共有することができる

手元にある資料や教材を画面越し

にその場で共有することができるので、認

識合わせも容易になります。
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Google Meet の特長②：チャット機能

ビデオ通話中の大人数で
のコミュニケーションも
スムーズに

チャット機能を使うことで、発表者の話をさ

えぎることなく質問をすることができたり、

Google ドキュメント等で作成した資料や

議事録のリンクを

共有することができます。
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Google Meet の特長③：様々なレイアウト表示

最大 16 名までを同時に
表示させることが可能

Google Meet では、最大で 16 名までを

表示させることができるので、

大人数が参加する際も、1 人 1 人の顔を見

ながら進めることができます。
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1 チャットルーム

2 通知機能

3 Google ドライブとの連携

4 Google Meet との連携

Google Chat

グループごとのルームを作って会話ができるアプリ
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Google Chat の特長①：チャットルーム

トピックごとにチャットルー
ムを作ってコミュニケー
ションができる

Google Chat では、会話のトピックごとに

部屋を作成してコミュニケーションをするこ

とができます。

授業やイベントごとに部屋を作成すること

で、スムーズにやりとりを進めることができ

るようになります。
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Google Chat の特長②：通知機能

特定の人に対して通知を
させることでコミュニケー
ションを円滑に

メッセージを送信する際は、特定のユー

ザーに対して通知させることが

できます。通知されたユーザーのタブのア

イコンが赤くなるので、別チャットルームを

開いていても、自分宛のメッセージが来た

ということがすぐにわかります。
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Google Chat の特長③：ドライブとの連携

各部屋の参加者への
ドキュメントの共有は
リンクを貼り付けるだけ

各チャットルーム内で Google ドキュメント

等を共有する場合、参加者を 1 人 1 人ず

つ手動で共有する必要はなく、ルームにリ

ンクを貼り付けるだけで参加しているメン

バー全員に共有をしてくれます。
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Google Chat の特長④：Google Meet との連携

クリック 1 つで各部屋のメ
ンバーと Google Meet 
でのビデオ通話ができる

メッセージを送信する際に、Google Meet 
のリンクを挿入することができるので、顔を

見ながらのコミュニケーションを取りたい場

合もクリック 1 つで始めることができます。
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1 予定の管理

2 施設や備品の予約

3 AI 機能

4 各アプリとの連携

Google カレンダー

予定の作成・共有ができるスケジュール管理アプリ
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Google カレンダーの特長①：予定の管理

検索をすると学校内の他のユーザーの予定をす

ぐに確認することができます。

複数人での予定も、招待をすることで簡単に共

有することができます。

予定の確認 予定の招待

Google カレンダーでは簡単に予定を作成し、他のユーザーと共有することができます。
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Google カレンダーの特長②：施設や備品の予約

校内の特別教室や備品の
使用予約も簡単に

あらかじめ学校内の特別教室や備品を

登録しておけば、予定を作成する際に使

用予約をすることができるので、

これまでの紙での運用から効率化すること

ができます。
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Google カレンダーの特長③
：予定確認の手間を軽減する AI 機能

複数人の予定の確認は
AI におまかせ

複数人を招待する場合は、全員が空いて

いる時間の候補を AI が提案してくれるの

で、電話やメールなどで予定を

確認する手間が省力化されます。
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Google カレンダーの特長④：各アプリとの連携

予定作成時に住所を入れておくと  Google Map 
と連携することができます。

複数人での予定に  Google Meet のリンクを

埋め込むことができるので、クリック  1 つで

Google Meet を開くことができます。

Google Map との連携 Google Meet との連携
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1 Web サイトの作成

2 Web サイトの共同編集

3 公開範囲の設定

Google サイト 

専門知識なしで簡単にサイトを作成できるアプリ
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Google サイト の特長①：Web サイトの作成

専門的な知識がなくても
簡単にサイトが作れる

Google サイトは、専門的な知識がなくて

もボタンのクリック 1 つで様々な項目を挿

入することができます。

Web ブラウザ、タブレット、スマートフォン

の画面それぞれでのプレビューも確認しな

がら作成できるので、初心者の方でも心配

ありません。
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Google サイト の特長②：共同編集

ドキュメントと同様に
共有して共同編集ができる

Google サイトも、Google ドキュメントと

同様に名前やメールアドレスで共有して、

Google サイトを共同編集することができ

るので、離れた場所にいても効率的に 
Web サイトを作成することができます。
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Google サイト の特長③：公開範囲の設定

学校内限定もしくは一般に
公開するかを選択できる

Google サイトは、限定公開もしくは一般

公開を選択することができます。

限定公開の場合には、共有された

ユーザーのみがアクセスできるため、

学校内での情報共有サイトとして利用する

こともできます。
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1 メモの共有

2 様々なユニークな機能

3 ドキュメントとの連携

Google Keep 

Web 上で作成・共有できるデジタルメモアプリ
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Google Keep の特長①：メモの共有

伝言メモも簡単に共有
できるように

誰かへの伝言メモなどを渡すために、人

やデスクを探す必要はありません。

Google ドキュメントと同じように名前や

メールアドレスで簡単にメモを共有するこ

とができます。誰から共有されているか

も、表示されたアイコンですぐわかります。
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Google Keep の特長②：アーカイブ

用事が済んだメモは
アーカイブですっきり

Gmail と同様、Google Keep にも

アーカイブ機能（※Gmail 参照）があります。

用事が済んだメモはアーカイブで非表示

にすることで Google Keep の画面をすっ

きりさせることができます。必要なときは検

索でいつでも探せます。



5656 

Google Keep の特長③：リマインド

時間や場所で通知させる
機能を使えばアクション忘
れがなくなる

Google Keep では、メモを指定の時間や場

所で通知させる機能があります。

例えば場所を指定すると、その場所に

到着したときにメモの通知が出るので、せっ

かくメモを作成したのにアクションを忘れると

いうことがなくなります。



5757 

Google Keep の特長④：画像や手書きの挿入

言葉では伝えにくいことも 
Keep なら簡単に

Google Keep は文字だけではなく、

画像や図形描画を挿入したり、手書き文

字を入力することもできます。

文字だけでは長くなったり伝えづらいこと

も、様々な機能を組み合わせることでより

便利に使うことができます。



5858 

Google Keep の特長⑤：ドキュメントとの連携

Google ドキュメントの右側には  Google Keep のアイコンがあります。

クリックしてから任意のメモをドキュメントにドラッグ＆ドロップするだけで、

Keep のメモを簡単に挿入することができます。

ドラッグ＆ドロップだけで Keep のメモを挿入できる



5959 

2 To Do リストの作成・管理

2 Gmail との連携

3 カレンダーとの連携

Google Tasks

To Do リストを作成・管理できるアプリ
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Google Tasks の特長①：
To Do リストの作成・管理

To Do リストも簡単に
作成・管理が可能

Web ブラウザでTo Do リストを使う

場合には、各アプリの右側に Google 
Tasks のアイコンをクリックすることで開くこ

とができます。タスクを追加から

新しいタスクを入力すれば、どの

アプリを開いたときにも連携されます。



6161 

Google Tasks の特長②：Gmail との連携

返信が必要なメールは、 Gmail の画面で  Google Tasks を開いた状態でメールをドラッグ＆ ド

ロップするだけでタスク化することができるので、返信忘れを防ぐことができます。

ドラッグ＆ドロップだけで メールをタスク化できる



6262 

Google Tasks の特長③：
Google カレンダーとの連携

タスクに期限を設定すると 
Google カレンダーとも連
携

各タスク上で右クリックをすると期限を設定

することができます。

設定した期限は Google カレンダーとも

連携するので、よりタスク管理がしやすくな

ります。



6363 

1 電子ホワイトボード

2 複数人での “共有”

3 共同編集機能

Google Jamboard

手書きにも対応したデジタルホワイトボードアプリ



6464 

Google Jamboard の特長①：
電子ホワイトボード

教室のホワイトボードと同
じ感覚で使える

Google Jamboard では、テキストボックス

以外にも、ふせんや図形、画像、手書きの

文字など様々な形式で入力することができ

ます。教室のホワイトボードのように消され

てしまうこともなく、作成したものは Google 
ドライブ内に自動で保存されて何度でも編

集することができます。



6565 

Google Jamboard の特長②：共有機能

Google ドキュメントと同じ
ように共有することができ
る

Google Jamboard で作成したものは、

Google ドキュメント等と同様に共有するこ

とができるので、教室のホワイトボードのよ

うに書いたものを撮影してメール等で送る必

要もありません。



6666 

Google Jamboard の特長③：共同編集機能

リアルタイムで共同編集す
ることができる

Google ドキュメント等と同様に、

Google Jamboard も共同編集することが

できます。同じタイミングでGoogle 
Jamboard のファイルにアクセスしていると

きは編集箇所にアイコンが表示されるので、

離れた場所にいても問題ありません。



6767 

1 メーリングリスト

2 Web フォーラム

3 Q＆A フォーラム

4 共同トレイ

Google Groups

メーリングリストやフォーラムが作成できるアプリ



6868 

グループと Google Groups の違い

管理コンソール上には「グループ」と「Google Groups」という似たような項目があります。

グループ（管理コンソール項目） Google Groups（コアサービス項目）

メーリングリスト（グループアドレス）を作成す
る項目です。この項目では、
あらかじめ用意されたいくつかのテンプレート
からメーリングリストを作成したり、メーリング
リストへ追加する
メンバーを編集することができます。

管理コンソール項目の「グループ」同様、メーリ
ングリストを作成できる他、Web フォーラムや 
Q＆Aフォーラム、共同トレイ（※後述）としてグルー
プを利用することができます。なお、「グループ」
で作成したメーリングリストは「Google 
Groups」にも連携され、各メーリングリストにさ
らに細かい設定を反映させることができます。
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Google Groups の特長①：メーリングリスト

group@XXX.ed.jp
（メーリングリスト用アドレス）  

h-yamada@XXX.ed.jp 

i-tanaka@XXX.ed.jp 

j-suzuki@XXX.ed.jp 

メーリングリスト用のアドレスに
メンバーを追加

複数のメンバーへ同時にメールを配信することができる仕組みのこと

メーリングリストとは

メーリングリスト用のアドレスにメールを
送信すると、登録されたメンバー全員に
同時にメールが配信できる

mailto:group@XXX.ed.jp
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Google Groups の特長②：Web フォーラム

様々なトピックについて
ディスカッションをすること
ができる

Web フォーラム形式のグループでは、掲示

板のように、特定のトピックについてスレッド

形式でコミュニケーションを

することができます。



7171 

Google Groups の特長③：Q&A フォーラム

質問と回答のやりとりをす
ることができる

Q＆A フォーラム形式のグループでは、作

成したトピックについて質問と回答のやりと

りをすることもできます。

Q＆A フォーラムでは、役立つ回答をした

ユーザーに対して「ベストアンサー」を付与し

たり、「いいね」をすることもできます。



7272 

Google Groups の特長④：共同トレイ

学校外からの問い合わせ
などへの対応を管理する
ことができる

共同トレイ形式のグループでは、共同トレイ

のメールアドレス宛に届いたメールについ

て、対応者を割り当てる等のことができま

す。学校外からの問い合わせが多い場合な

どはこの共同トレイを使うことで対応の遅延

を防ぐことが可能になります。



7373 

1 データの記録保持

2 データの検索

3 監査レポート

Google Vault（管理者向け） 

Gmail などのアーカイブや監査を実施できるアプリ



7474 

Google Vault の概要

Google Vault では、管理者がデータの保持、記録保持、検索、書き出しを行い、組織のデータ保
持と電子情報開示の要求に対応することができます。Google Vault では、次の機能のデータを
利用できます。

1 Gmail のメール

2 従来のハングアウトのチャット（履歴オンの状態）

3 Google グループ

4 Google ドライブ内のファイル

5 Google Chat での履歴オンの会話

6 Google Meet の録画



7575 

Google Vault の特長①：データの記録保持

ユーザーのデータを法的
理由に基づき保持
することができる

Google Vault では、管理者は法的理由な

どによるデータの保持義務を満たすため

に、ユーザーに対して記録保持を設定し、

ユーザーのデータを恒久的に保持すること

ができます。



7676 

Google Vault の特長②：データの検索

ユーザーのデータを
すばやく検索することが
できる

Google Vault では、ユーザー アカウント、

組織部門、日付、キーワードを基にドメイン

のデータを検索することができます。



7777 

Google Vault の特長③：監査レポート

Google Vault にアクセス
可能な監査者の実施内容
を確認できる

Google Vault の監査レポートを参照して、

管理者は特定の期間内に Google Vault 管
理者が実施した操作内容を把握することが

できるので、監査者の不正も防ぐことができ

ます。
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