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この資料の目的 : パートナーや  IT 管理者向けの  Google Workspace for Education 　　　　　　　　　   
導入学校の迅速なセットアップのための導入方法ガイド
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はじめに



授業

学習に命を吹き込む

生産化ツール

いつでもどこでも使用できる

デバイス 
パワフルな性能でシンプル

Google for Education 
で学び、未来を育む 

教育と学習を大規模に変革するためのツール

を構築しました。 今日、教育者と IT 管理者

は、児童生徒がどこにいても一緒に学習でき

るようになります。



全体のエコシステム
30 以上の製品と 85 
以上のイニシアチブ Google Workspace for Education は Gmail、Classroom、

ドキュメント、ドライブ、Classroom などを含んだ無料のコミュ

ニケーションおよびコラボレーションツールです。

Chromebook は教室に対応したタブレットやクラムシェルま

たはコンバーチブルデバイスなど、さまざまなフォームファク

タを提供し、教室特有のニーズに対応します。

Chromebook App Hub は教育者と Chrome 検証済みの開

発者をつなぐため、教師は有用なコンテンツのライブラリを学

年、科目、教育目標ごとに閲覧できるだけでなく、他の教師

から新しい教室での活動に関するヒントを見つけることがで

きます。



組織全体の管理に役立つ
ツールセット

● 管理者向けの高度なコントロール

● 強化された分析および検索機能

● ビジネス仕様のビデオ会議ツール「 Google Meet」



Google Workspace for Education と Chromebook は厳
格な基準への準拠をサポートしています

FERPA（Family Educational Rights 
and Privacy Act: 家庭教育の権利とプ

ライバシーに関する法律)

Software & Information Industry 
Association（米国ソフトウェアおよび情報

産業協会）

ISO/IEC 27018:2014
(データ保護規格)

COPPA (Children's Online Privacy 
Protection Act of 1998: 児童オンライン プ
ライバシー保護法、1998 年)

Future of Privacy Forum（FPF: プライバ

シーの未来フォーラム）が提唱する

Student Privacy Pledge（生徒のプライ

バシーに関する誓約）



Google Workspace には

広告が表示されますか？
いいえ。詳しくはこちら。

Chromebook はオフラインで使
用することができますか？

はい。詳しくはこちら。

レガシーソフトウェアプラッ
トフォームにアクセスできま
すか？

はい。詳しくはこちら。

Chromebook には十分なハードド
ライブ容量がありますか？
はい。詳しくはこちら。

Google はデータを安全に

保護していますか？
はい。詳しくはこちら。

Chromebook で Microsoft Officeを
使用することができますか？

はい。詳しくはこちら。

Chromebook は印刷することが
できますか？
はい。詳しくはこちら。

Chromebook には十分なRAMと処
理速度がありますか？
はい。詳しくはこちら。

プライバシーと

セキュリティに関するよく

ある質問

https://edu.google.com/intl/ja/why-google/privacy-security/?modal_active=none
https://support.google.com/chromebook/answer/3214688?hl=ja
https://docs.google.com/document/d/1Xun5pJgOjsf2I7DGMSnysKOFKyYdrrZY40i6iBARh90/preview
https://www.google.com/intl/ja_jp/chromebook/switch/
https://edu.google.com/intl/ja/why-google/privacy-security/?modal_active=none
https://support.google.com/chromebook/answer/7021273?hl=ja
https://support.google.com/chrome/answer/1069693?hl=ja
https://www.google.com/intl/ja_jp/chromebook/switch/


お申し込み方法のご案内



Google Workspace for Education
（https://goo.gl/xrvzJ9）にアクセス

1

https://goo.gl/xrvzJ9


教育委員会名もしくは
学校名を入力

・貴校・貴所で提供している　
教育の種類を選択

国と電話番号を入力

・貴校の所在地（国）と電話　番
号の入力

ウェブサイトを入力

・xxx.schoolname.com など　
の URL を記入

・生徒と教職員の数を選択

住所を入力

・貴校の郵便番号、都道府県、

　所在地詳細の入力

2 3

4 5



メールアドレスを入力

・受信できるメールアドレス　を
入力

ドメイン名を入力

・既にお持ちのドメイン名を　
入力

ドメイン所有情報

・[使用できるドメインがある ]
＞既にご準備されているドメインで 
Google Workspace for Education
をご利用する場合

・[ドメインを購入 ]
＞新規でドメインを購入し、購入し

たドメインで Google Workspace for 
Education をご利用する場合

ドメイン名を確認

・使用するドメイン名を確認

6 7

8 9



ログイン情報を入力

・管理者のメールアドレスを　
作成

Google Workspace for 
Education に関する学校
同意書

・内容をご確認の上、

　「同意して続行」をクリック

つながる

・Google より様々なお知らせ　
などの受け取りにご協力い　た
だける場合は「OK」をク　リック

Google Workspace for 
Education 申し込み完了

・申し込みに関する入力の完了

10 11

12 13



お申し込み手続きを完了すると、 Google Workspace for Education を 30 日間試用できるようになりま

す。（試用期間中は  10 ユーザーまでの制限があります）。 Google Workspace for Education を引き続

きご利用になる場合は、できるだけ早く次の手順を行っていただく必要があります。

1. まず、ドメインの所有権を証明します。これによって  Google サービスのドメインを他のユーザー

が許可なく使用していないことが確認されます。

2.  Education へのアップグレードのお申し込みが自動的に送信されます。 Google Cloud サポート

チーム（esupport@google.com）からのメールをご確認のうえ、ご返信ください。

Google Workspace for Education 申し込み完了 !



設定の手順



5つの簡単なステップで設定する

アカウントを作成

1.  Google Workspace for Education に申し込む  

2. ドメインを所有している場合 : ドメインの所有権を証明

する

組織構造を決定

● 組織構造のしくみ

ユーザー アカウントを作成

● ユーザーの追加方法

1

2

3

サービスを有効/無効にする

1. Gmail とカレンダーを無効にする（迅速なセットアップにお勧め）

2. Google Meet の高度な機能を使用する

3. 教師と生徒に  Classroom へのアクセスを許可する

Google Workspace for EDU: 登録方法

1. ユーザーのパスワード設定を管理する

2. 高等教育機関のアカウントのみ * : パスワードのリセット方法を設定

する

4

5

クイックスタート  IT 設定ガイド

*幼稚園から高校までの Google Workspace for Education ユー

ザーは、自分のアカウントに再設定用の電話番号やメールを追加す

ることはできないため、忘れたパスワードを自分でリセットすることは

できません。

https://edu.google.com/products/gsuite-for-education/?modal_active=none
https://support.google.com/a/answer/60216?hl=ja
https://support.google.com/a/answer/4352075?hl=ja&ref_topic=4390186
https://support.google.com/a/answer/179832?hl=ja
https://support.google.com/a/answer/57919?hl=ja
https://support.google.com/a/answer/6002940
https://support.google.com/meet/answer/9760270
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6023715?hl=ja&ref_topic=6024979
https://support.google.com/a/answer/139399?hl=ja&ref_topic=7293934
https://support.google.com/a/answer/33382?hl=ja
https://edu.google.com/intl/ja/training-support/setup-guides/gsuite/quickstart-guide/?modal_active=none


ドメインの所有権を
証明する

最適なオプション : ドメインの購入
サインアップしたときの  Google パートナー
Google Workspace 向け。

それが不可能な場合にのみ、検証プロセスを通じて

● TXT、CNAME、または  MX レコードを使用する（ドメインの  
DNS 設定）。

● メタタグをウェブサイトにアップロードします。

● HTML ファイルを  Web サイトにアップロードします。

1 2 3 4 5



組織構造を決定

1 2 3 4 5

ユーザー

端末

最上位の組織

教員

生徒

停止中

教員

生徒

検証用

学校管理

BYOD

特権管理者

入学年度

入学年度



ユーザー アカウントを
作成  

1 2 3 4 5

全てのオプション

1. マニュアル

2. CSV ファイルから追加する

3. AD Sync: GCDS / GADS

4. API 管理

5. GAM ツール

https://support.google.com/a/answer/179832?hl=ja
https://support.google.com/a/answer/33310?hl=ja
https://support.google.com/a/answer/40057?hl=ja
https://support.google.com/a/answer/9157033?visit_id=637194761149231294-2823981454&rd=1&hl=ja
https://developers.google.com/admin-sdk/directory/
https://github.com/jay0lee/GAM/wiki


サービスを有効/無効
にする

1 2 3 4 5

1. Gmail とカレンダーを無効にする（迅速なセットアップ
にお勧め）

2. Google Meet の高度な機能を使用する

3. 教師と生徒に Classroom へのアクセスを許可する

コアサービス  に含まれるもの : Gmail、カレンダー、連絡先、ド

ライブ、Google Meet、Keep、 サイト、グループ、Vault、

Classroom、Jamboard、Chrome Sync

https://support.google.com/a/answer/57919?hl=ja
https://support.google.com/a/answer/6002940
https://support.google.com/meet/answer/9760270
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6023715?hl=ja&ref_topic=6024979


基本的なセキュリティの
設定

1 2 3 4 5

1. パスワードを設定

2. パスワードのリセット方法を設定（高等教育機関のア
カウントのみ）

https://support.google.com/a/answer/139399?hl=ja&ref_topic=7293934
https://support.google.com/a/answer/33382?hl=ja&ref_topic=7294638


ユーザー設定の共通ポリシー

アプリ管理 セキュリティ（会議）カスタマイズ セキュリティ（ハードウェア）



カスタマイズ



アプリと拡張機能
の管理



セキュリティ（構成）



セキュリティ（ハードウェア）
外部ストレージデバイス: 組織のユーザーが Chrome デバイスを使

用して、USB フラッシュドライブ、外付けハードドライブ、光学式スト

レージ、Secure Digital（SD）カード、その他のメモリカードなどの外付

けドライブをマウントできるようにする。

オーディオ入力: 組織のユーザーがウェブサイトに Chrome デバイス

の内蔵マイクから音声入力へのアクセスを許可できるようにする。

音声出力: 組織内のユーザーが Chrome デバイスでサウンドを再生

できるようにする。 この設定は、内蔵スピーカー、ヘッドフォンジャッ

ク、HDMI および USB ポートに接続された外部デバイスを含む、

Chrome デバイスのすべてのオーディオ出力に適用される。

ビデオ入力: ウェブサイトが Chrome デバイスのウェブカメラにアクセ

スできるように設定する。



リソース



リソース

Google for Education

ITガイド

（IT管理者）

Google for Education

トレーニング・センター

（教職員）

教育コンテンツ

（教職員）

セキュリティとプライ
バシー

（教育機関）

https://edu.google.com/intl/ja/training-support/setup-guides/?modal_active=none
https://edu.google.com/intl/ja/training-support/setup-guides/?modal_active=none
https://edu.google.com/intl/ja/training-support/setup-guides/?modal_active=none
https://teachercenter.withgoogle.com/?hl=ja
https://teachercenter.withgoogle.com/?hl=ja
https://teachercenter.withgoogle.com/?hl=ja
https://edu.google.com/intl/ja/products/chromebooks/digital-tools/?modal_active=none
https://edu.google.com/intl/ja/products/chromebooks/digital-tools/?modal_active=none
https://edu.google.com/why-google/privacy-security/?modal_active=none
https://edu.google.com/why-google/privacy-security/?modal_active=none
https://edu.google.com/why-google/privacy-security/?modal_active=none


ありがとうございました。


