
【Google Classroom】
スマートフォン用アプリ

使用マニュアル
〈教師用〉

1



目次

Classroomを導入する
・準備段階・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P4～P5

・クラスを作成する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P6～P7

クラスにおける基本操作
・STREAM セクション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P8~P10

     》Reuse Post・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P9

     》Question・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P9

     》Assignment・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P10

     》Announcement・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P10

・STUDENTS セクション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P11

・ABOUT セクション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P12

頻出操作
・生徒をクラスに招待したい・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P13～P14

・シラバスをアップロードしたい・・・・・・・・・・・・・・・・・P15～P18

・教材をアップロードしたい・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P19～P22

・生徒に課題を出したい・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P23～P25

・動画講座を投稿したい・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P26～P35

       》動画ファイル自体を投稿する方法・・・・・・・・・・・・・・P26～P30

       》動画サイトの URL を投稿する方法・・・・・・・・・・・・・・P31～P35

・休講の知らせを出したい・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P36～P38

・作成/参加しているクラスを確認したい・・・・・・・・・・・・・・P39～P40

・複数のクラスを作成したい・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P41～P43

・生徒にアンケートを出したい・・・・・・・・・・・・・・・・・・P44～47

2



その他補足事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P48

3



【Classroomを導入する】

＜準備段階＞
●アプリ「Google Classroom」をインストールする　(アプリストアで「classroom」で検索)

アプリを起動し、Google アカウントでログインする。

4



ログインするとこのような画面が表示される。
これがスマートフォン版 Google Classroom のホーム画面である。
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<クラスを作成する>
ホーム画面にある「＋」をタップすると、「クラスの参加」と「クラスの作成」が行える。
※「参加」は生徒としてクラスに参加することであるため、教師側は「作成」の利用が主であろう。

必要事項を記入し、「CREATE」をタップするとクラスが作成される。
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これが作成された「クラス」のホーム画面である。
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【クラスにおける基本操作】
クラスは「STREAM」、「STUDENTS」、「ABOUT」の３つのセクションに大別される。
それぞれの機能について順に解説する。

・「STREAM」セクション
ここはクラスにおける掲示板にあたる場所である。

右下の「＋」をタップすると、以下の画像↓のように幾つかの選択肢が表示される。
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》Reuse post
これは、過去に投稿したお知らせ等をもう一度選択することで再掲することができる機能である。

》Question
生徒に対して質問形式で解答を求めることができる機能である。
生徒に求める解答は、「短文形式」と、「解答選択式」で設定できる。

上から、「質問内容」、「質問の説明」、「解答期日」、「項目」、「回答形式の選択」、「生徒の回答
編集権限の有無」、「生徒間でのコメント権限の有無」となっている。
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》Assignment
生徒に課題を課したいときに使用する項目である。
添付ファイルを設定し、それを生徒に編集という形で回答を記入後提出してもらうといった事も可能であ
る。

》Announcement
クラスに参加している生徒への「お知らせ」を投稿したい時に使用する項目である。
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・STUDENTSセクション
このセクションでは、クラスに参加している生徒名が表示される。
また、生徒がクラスに参加するために知る必要がある「クラスコード」が表示されている。
このクラスコードを第一回目の講義の際にでも伝えることで、生徒達は指定のクラスに参加することがで
きる。
ちなみに、以下の↓人型アイコンをタップすることでメールを使用して直接学生を招待することもできる。

メールアドレスを記入後、「INVITE」を押すと招待メールが送信される。
クラスへの参加方法がよく分からない学生に対しては、このような方法で参加させてあげる事ができる。
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・ABOUTセクション
このセクションでは、クラスの概要が表示される。(表示内容の編集もここで随時行える。)
また、授業で扱う教材もここからアップロードすることができる。
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【頻出操作】

<生徒をクラスに招待したい>
まずは参加させたいクラスの「STUDENTS」セクションへ行く。
教師側は上部に表示されている「クラスコード」を生徒達に伝える。

生徒側はクラス一覧から「クラスに参加」を選ぶ。
〈画像は生徒視点〉
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教師から通知された「クラスコード」を入力し、「JOIN」をタップする。

これにて参加が完了し、参加しているクラスは一覧として表示される。
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<シラバスをアップロードしたい>
クラスの ABOUT セクションへ行く。

最下部の「ADD MATERIALS」をタップする。
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アップロードする教材の名称を記入する。

「＋ADD MATERIALS」をタップし、添付したいシラバスのファイルを選択する。
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ファイルが正しく選択されると以下のように表示される。
また、ファイルを一度の投稿で複数アップロードすることも可能である。

タイトルの記入、ファイルの添付が完了したら、「ADD」を押すことでアップロードが完了する。
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アップロードされたシラバスは「ABOUT」セクションの最下部に表示される。
生徒達はここからシラバスをダウンロードできるようになる。
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<教材をアップロードしたい>
クラスの「STREAM」セクションへ行き、右下の「＋」アイコンをタップする。

一覧下の「Announcement」をタップする。
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教材名等を記入する。

上部のクリップアイコンをタップし、アップロードしたい教材を選択する。
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ファイルが正しく選択されると以下のように表示される。
ちなみに、ファイルを一度の投稿で複数アップロードすることも可能である。

タイトルの記入、ファイルの添付が完了したら、「紙飛行機アイコン」をタップすることでアップロード
が完了する。
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アップロードされた教材は「STREAM」セクションのタイムライン上に表示される。
生徒達はここから教材をダウンロードできるようになる。
(画像は生徒視点)
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<生徒に課題を出したい>
「STREAM」セクションに行き、右下の「＋」アイコンをタップする。

「Assignment」をタップする。
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課題内容、説明、課題の期日等を記入する。

右上の「紙飛行機」アイコンをタップすると課題が投稿される。

24



投稿された課題は「STREAM」セクション上で確認できる。

また、「DONE」には課題を完了した生徒数、「NOT DONE」には課題未完了の生徒数が表示される。

下記は生徒視点から見た課題投稿画像。
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<動画講座を投稿したい>
方法としては、「動画ファイル自体をアップロードする方法」と「動画サイトの URL を投稿する方法」
の２つがある。順に解説する。

》「動画ファイル自体を投稿する方法」

クラスの「STREAM」セクションへ行き、右下の「＋」アイコンをタップする。
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下部にある「Announcement」を選択する。

アップロードする動画のタイトルを記入する。
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右上の「クリップ」アイコンをタップする。

一覧から、「File」をタップし、アップロードしたい動画ファイルを選択する。
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ファイルが正しく選択されると以下のように表示される。

「紙飛行機」アイコンをタップすると動画が投稿される。
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投稿された画像は STREAM セクションより確認できる

下画像は生徒視点のもの。
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∠「動画サイトのURLを投稿する方法」
クラスの「STREAM」セクションへ行き、右下の「＋」アイコンをタップする。

下部にある「Announcement」を選択する。
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投稿したい動画ページのタイトルを記入する。

右上の「クリップ」アイコンをタップする。
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一覧から YouTube を選択する。

動画ページの URL を記入する。
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正しく URL が参照できていると下記のように表示される。

「紙飛行機」アイコンをタップすると動画記事が投稿される。
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投稿された動画ページは、「STREAM」セクションから閲覧できるようになる。
下画像は生徒視点のもの。

35



<休校のお知らせを出したい>
クラスの「STREAM セクション」へ行き、「＋」ボタンを押す。

「Announcement」を選択。
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・記入項目に休校の旨を記述する。

右上の紙飛行機マークをタップする。
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これにてタイムライン上にお知らせが投稿される。

下画像は生徒視点のもの。
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<作成・参加しているクラスを確認したい>
Google Classroom のホーム画面に行く。

ここに表示されているのがクラス一覧である。
アプリ起動時に開かれるのがこの一覧画面であるため、ページに辿り着けないということはないだろう。
だが仮に、個別のクラスページから「クラス一覧」へ行きたい場合は、下記図のように左上のアイコンを
タップする。
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最初の項目「Classes」をタップすることで、クラス一覧を表示することもできる。
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<複数のクラスを作成したい>
Google Classroom のホーム画面に行く。

右上の「＋」をタップし、クラス作成をタップする。
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クラス名等の必要事項を記入する。

記入が完了したら右上の「CREATE」をタップする。
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これにてクラスが作成される。
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＜生徒にアンケートを出したい＞

》複数のアンケート項目があるアンケートを出したい場合

スマートフォン等のモバイル端末向け Classroom アプリでは上記画像のような選択方式を利用した詳細な

アンケートを作ることは難しい。

PC 上で Google フォームにてアンケートファイルを作成し、それを生徒に対してアンケートとして投稿す

るという手順を推奨する。（詳しい手順は PC 版マニュアルを参照すること。）

※既に Google フォームにて作成したアンケートファイルが手元にあるのであれば、それを

「announcement」から添付ファイルとして投稿することは可能。
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》一問一答形式のアンケートを出したい場合

一問一答形式のアンケートであれば下記の手順に沿って行える。

クラスの「STREAM セクション」へ行き、右下の「＋」アイコンをタップする。　

一覧から「Assingnment」を選択する。
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アンケート内容、説明、アンケートの記述等を記入する。

記入後、右上の「紙飛行機」アイコンをタップするとアンケートが投稿される。
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投稿されたアンケートは「STREAM」セクション上で確認できる。また、「DONE」には回答が完了し

た生徒数、「NOT DONE」には回答未完了の生徒数が表示される。

下記は生徒側から見た投稿されたアンケートの様子である。
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【その他補足事項】
・アプリ版の基本仕様は PC とほぼ共通とみてよい。

だが、一部機能においてアプリ版では対応していない機能があるため、PC での使用を推奨する。

・機能を駆使すれば課題やアンケートの投稿、教材のアップロード等のあらゆる機能を携帯機器上で行う
のも不可能ではない。だが、手順としては PC 版と比較して複雑化する上、使い勝手が良いとは言い難い
ため本マニュアルではスマートフォンにおける一般的な使用方法にとどめて解説した。
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