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7章

パソコンで授業に
参加しよう
学校や家のパソコンを使って、オンライン授業を受けてみ
ましょう。ここでは、生徒のみなさんがどうやってクラス
に入ればいいのか？
とりすればいいのか？

先生とどうやってメッセージをやり

けるのか？

オンラインで授業をどうやって受

課題やテストはどうするのか？

などを紹介

します。
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1

Teamsを開こう

プリを使 います。まずはブラウザーで
「Teams（チームズ）
」のページを開いて
みましょう。

サインイン

Microsoft Officeにサインインする

Microsoft Edgeを
起動しておく

1

オンライン授業を受けるにはパソコンのア

▼ Microsoft OﬃceのWebページ

https://www.office.com/

キーワード
Microsoft Edge

P.179

Officeアプリ

P.179

Teamsアプリ

P.180

サインイン

P.181

上記のURLに移動

「Teams」ってなに？

パソコンで授業に参加しよう 第

章

7

「Teams（チームズ）
」は、インター
ネットを通じて授業を受けられる
サービスです。この中に自分のクラ
スがあり、そこで先生やクラスのみ
んなといっしょに話をしたり、授業
を受けたりします。

パスワードがいらないことも
ある

2 ［サインイン］を
クリック
［サインイン］画面が
表示された

3

学校から配布されたメール
アドレスを入力

学校から配られたパソコンを使って
いるときは、手順1で自分のメールア
ドレスやパスワードの入力がいりま
せん。
「https://www.office.com/」
にアクセスすると、自動的に手順2
の画面になります。

間違った場合は？

を
4 ［次へ］
クリック

130

パスワードを入力する画面が表示されるので
パスワードを入力する

手順1でOfficeのページが開かない
ときは、入力したURL（アドレス）
が 間違っているかもしれません。
「https://www.office.com/」と入力
されていることを確認しましょう。

2

TeamsのWebページを表示する

［Microsoft Officeホーム］の
画面が表示された

いろいろな機能が使える
手順2の画面は、
「Office 365」とい
うサービスのWebページです。この
ページから、オンライン授業用の
「Teams」だけでなく、文書を作る
ための「Word（ワード）
」や表やグ

42
サインイン

ラフづくりに使える「Excel（エクセ
ル）
」などが使えます。

自分のアイコンに変えよう
Teamsには、自分のアイコンを表示
できます。先生やクラスの友だちに、
自分が誰なのかがわかるように、自
分の写真に変えておきましょう。

1

1 ［Teams］を
クリック
［Microsoft Teams］の
画面が表示された

右上のアイコンをクリック

2 ［画像を変更］をクリック
3

［画像をア
ップロード］
をクリック

パソコンにある画像を
アップロードできる

「Teams」で授業を受ける

このままでも使用できるがより使いやすい
アプリケーションをダウンロードする

パソコンを使って授業を受けるとき
は、
「Teams（チームズ）
」を使います。
パソコンにTeamsが入っていなくて
も大丈夫です。このページのように
「ブラウザー」というアプリを使って
Teamsのページをかんたんに開けま
す。そのまま授業を受けることもで
きますが、より使いやすいアプリを
次のレッスンでパソコンに入れま
しょう。
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1

Teamsのアプリを
入れよう

Teamsのアプリをパソコンに入れましょ
う。前のレッスンで開いたTeamsのペー
ジから入れます。次からはアプリを使って
授業を受けられます。

インストール

キーワード

アプリをダウンロードする

レッスン を参考にTeamsの
初期画面を表示しておく

Microsoft Edge

1

ここをク
リック

P.179

Teamsアプリ

p.180

アカウント

P.180

サインイン

P.181

「通知」の画面が開いたままで
見にくい

パソコンで授業に参加しよう 第

右下に表示されている青い通知の画
面は、
ここでは使いません。
［閉じる］
をクリックして閉じましょう。

どうしてアプリを使うの？

2 ［デスクトップアプリをダウン
ロード］
をクリック

アプリがダウン
ロードされる

アプリを使うと、すぐにTeamsで自
分のクラスに入れます。また、クラ
スで授業があったり、課題が出され
たりしたときに、そのことが通知さ
れるので、うっかり忘れてしまうこ
とがありません。
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間違った場合は？

3 ［ファイルを開く］を
クリック
132

手順1でブラウザーを閉じてしまっ
て、ダウンロードしたアプリがどこ
にあるかがわからなくなったときは、
ブラウザーの右上の［･･･］をクリッ
クして、
［ダウンロード］を選びます。
ダウンロードしたファイルの一覧が
出てくるので、そこからファイル名
をクリックするとインストールでき
ます。

2

Teamsにサインインする

［Microsoft Teams］のサイン
イン画面が表示された

1

メールアドレスを
入力

アプリが起動したら
ブラウザーは閉じてもいい
手順2でアプリからクラスに入れる
ようになったら、ブラウザーはもう
使いません。これからはアプリを
使って授業を受けます。

43
インストール

を
2 ［サインイン］
クリック
パスワードを入力する画面
が表示されるのでパスワー
ドを入力する

サインインしたままにする
かどうか確認する画面が表
示された

3

Teamsのアプリが
起動した

［いいえ、このアプリの
みにサインインします］
をクリック

「すべてのアプリにサインイン
したままにする」ってなに？
手順2の2枚目の画面は、使うパソコ
ンによって設定がちがいます。家の
パソコンなら
「いいえ」
でいいですが、
学校のパソコンでは「OK」を選ぶ
場合があります。この画面が出たら、
先生にどうするかを聞きましょう。

終了するときはここを
クリックする

自分のクラスを確認しよう
このレッスンで、パソコンにTeams
アプリが入りました。これから、こ
のアプリを使って授業を受けます。
Teamsアプリを開くと、自分のクラ
スが表示されます。表示されたクラ
スが合っているかを確認しておきま
しょう。クラスが違っていたら、先
生に聞いてみましょう。
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44

Teamsの画面を
確認しよう

んな画面になるのかや、どの画面で何を

画面の名称

するのかを覚えましょう。

Teamsの画面がどうなっているのかを見
てみましょう。どこをクリックすると、ど

キーワード

［チーム］の画面
タブを
1 ［チーム］
クリック

タブ
◆プロフィールアイコン
あなたの名前や写真が表示されます

P.182

チーム

P.182

チャネル

P.182

メッセージ

P.183

「チーム」ってなに？
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◆チーム
あなたのクラスの科目ごとに
作られます
◆メニューバー
クリックするとアプリの一覧が
表示できます

［チャネル］の画面
「チャネル」ってなに？
◆タブ
項目の切り替えに
使います

◆今すぐ会議
会議（オンライン授業）の予定
を作るときに使います
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◆チャネル
授業内容ごとに作られます

134

Teamsでは、クラスのことを「チー
ム」といいます。チームの分け方は
学校によって違います。クラスと同
じように学年と組になっていること
もあれば、
「5年2組理科」のように
科目との組み合わせになっているこ
ともあります。

◆メッセージ
先生と文章でやり取りができます

チャネルは、クラス（チーム）の中
にある作業スペースのようなもの
で、チームをクリックすると表示で
きます。それぞれの科目の授業内容
ごとに分けられています。
「一般」
がみんなが集まる全体の場所で、こ
のほか「天気」
「実験」
「グループワー
ク」などのように、授業ごとにいろ
いろな場所があります。

Teamsをすぐに起動できるようにするには
Teamsを起動するのに毎回スタートメニューから探す

は、ここにあるTeamsアイコンをクリックするだけで

のは面倒です。次の画面のように操作して、画面の下

すぐにクラスに入れます。

にいつも表示されるようにしておきましょう。次から
［Teams］を起動
しておく

44
画面の名称

1

ここを右
クリック

ーにピン
2 ［タスクバ
留めする］
をクリック

［予定表］の画面
タブを
1 ［予定表］
クリック

予定表が表示
された

ここをクリックするとTeamsの
画面が表示される

「会議」や「予定表」ってなに？
Teamsでは、動画配信のようなオン
ライン授業のことを「会議」といい
ます。また、時間割や学校の行事日
程表のことを「予定表」といいます。
予定表で、いつオンライン授業があ
るのかや、いつまでに課題を出せば
いいのかがわかります。

授業に必要なボタンを
おぼえよう

会議や課題などの
予定が表示される

Teamsには、左側にたくさんのボタ
ンが並んでいますが、最初に覚えて
おきたいのは、
「チーム」ボタンと「予
定表」ボタンです。
「チーム」の中
にクラスがあって、
「予定表」でオン
ライン授業の日付や時間がわかりま
す。まずは、この2つのボタンと画
面を覚えておきましょう。
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1

自分のクラスに
参加しよう
チームとチャネル

Teamsを起動する

を
1 ［スタート］
クリック

Teams］を
2 ［Microsoft
クリック

自分のクラスに入ってみましょう。Teams
を開くと自分のクラスが一覧表示されま
す。ここでは、例として「5年2組理科」と
いうクラスに入ってみます。
キーワード
Teamsアプリ

p.180

サインイン

P.181

チーム

P.182

チャネル

P.182

アプリを探すには

パソコンで授業に参加しよう 第

手順1でアプリが見つからないとき
は、
画面の左下に表示されている［こ
こに入力して検索］に「teams」と
入力すると、アプリがすぐに見つか
ります。

Teamsが起動する

2

クラスを表示する

前回終了したときの
画面が表示される

章
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タブを
1 ［チーム］
クリック

チームが科目で
チャネルが授業内容
チームやチャネルの分け方は、学校
によって違います。ここでは、次の
図のように「クラス＋科目」のチー
ムの中に、授業内容ごとのチャネル
があります。
◆チーム
（クラス）

5年2組理科

◆チャネル

グループ
ワーク
実習レポート
自然観察

クラスが表示された
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3
1

チャネルを表示する

間違った場合は？
手順2でサインイン画面が表示され
たときは、レッスン

クラスを
クリック

の手順2を参

考に学校から配られた自分のメール
アドレスとパスワードを入力してサ
インインします。

45
チームとチャネル

チーム画面が表示されたまま
のこともある
画面が広いパソコンを使っていると
きは、手順3で画面右側に表示され
るチーム画面がいつも表示されたま
まになります。表示されたままの場
合は、
［チーム］をクリックせずに、
そのままチャネルをクリックしてみ
ましょう。
［一般］チャネルの［投稿］
タブが表示される

タブにマウス
2 ［チーム］
カーソルを合わせる

チャネルの一覧を閉じるには
手順3の下の画面で開いたチャネル
の一覧画面は、表示が重なった奥の
画面をクリックすることで閉じるこ
とができます。

クラスの中で勉強する

チャネルの一覧が
表示された

3

授業内容が表示される

表示したいチャネルを
クリック

Teamsで授業を受けるときは、まず
［チーム］からクラスに入ります。科
目ごとにクラスが分けられていると
きは、時間割などに合わせて科目ご
とのチームに入りましょう。チーム
の中には、いろいろなチャネル（作
業スペース）があります。まずは、
どんなものがあるのかを見ておくと
いいでしょう。
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1

メッセージを
確認しよう
メッセージ

メッセージを選択する

レッスン を参考にク
ラスを表示しておく

タブを
1 ［投稿］
クリック

Teamsでクラスの先 生や友だちとメッ
セージをやり取りしてみましょう。先生が
書き込んだメッセージを見たり、自分で
メッセージを書き込んだりできます。
キーワード
Teamsアプリ

p.180

チーム

P.182

チャット

P.182

チャネル

P.182

みんなと話すならチャネル
直接の相談はチャット

パソコンで授業に参加しよう 第

先生やクラスの友だちみんなと話し
たいときは、このレッスンの手順の
ようにチャネルの
［投稿］
を使います。
自分が書き込んだメッセージは、ク
ラスのほかの人も見ることができま
す。先生と相談したいときなど、他
の人にメッセージを見られたくない
ときは、左側の［チャット］をクリッ
クして、宛先に先生を選んで直接
メッセージを送ります。
を付けるメッセージを
2 ［いいね!］
クリック

章
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間違った場合は？

リアクションが表示された
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違うメッセージに［いいね！］を付
けてしまったときは、もう一度、手
順1の下の画面を表示して、付けた
アイコンと同じものをクリックする
ことで、
［いいね！］などのマークを
取り消せます。

2

［いいね!］を付ける

1 ［いいね!］を
クリック

［いいね！］はみんなに
表示される
メッセージに付けた［いいね！］は
みんなに表示されます。また、
［い
いね！］を付けるとそのことが相手
に通知されます。

46
メッセージ

誰が［いいね！］したのかが
わかる
［いいね！］にマウスカーソルを合わ
せると、
［いいね！］をした人の一覧
が表示されます。名前も表示される
ので、誰が［いいね！］をしたのか
がわかります。

メッセージに［いいね!］が
付いた

［一般］タブからはじめよう
クラスに、たくさんのチャネルがあ
るときは、
［一般］タブをクリックし
てはじめましょう。
［一般］は、クラ
ス全体や科目全般の話をするときに
使います。

［いいね！］から
気軽にはじめよう

他の人が付けた［いいね!］も
表示される

先生や友だちみんなと話をするとき
は、チャネルの［投稿］を使います。
先生や友だちがメッセージを書き込
んでいると、そのメッセージが読め
るので、
［いいね！］を付けてみましょ
う。
［いいね！］はいろいろな意味で
使えます。たとえば、
「わかりました」
という意味で使ったり、
「いい意見で
すね」と賛成する意味で使ったりで
きます。アイコンの種類もいろいろ
あるので、自分の気持ちに合わせて
使い分けましょう。
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1

メッセージに
返信しよう

返事を送ってみましょう。キーボードから
入力した文字を使って、自分の気持ちや
意見を書き込めます。

返信

キーワード

メッセージを確認する

レッスン を参考にメッセージを
表示しておく

先生や友だちが書き込んだメッセージに

1

返信するメッセージを
確認

チャット

P.182

チャネル

P.182

メッセージ

P.183

メンション

P.183

自分宛のメッセージは
赤く表示される

パソコンで授業に参加しよう 第

手順1の画面のように、メッセージ
の中には自分の名前が赤くなってい
るものがあります。これは「メンショ
ン（＠）
」という機能を使って、自分
宛に送られたものです。みんなにも
メッセージが見えますが、自分宛で
あることが強調され、通知も届きま
す。赤い名前を見かけたら、忘れず
に［いいね！］などを押したり、返
事を書き込みましょう。

2 ［返信］をクリック

Enterキーを押すと
送信される

章
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メッセージは、キーボードのEnter
キーを押すことで送信できます。間
違って途中でメッセージを送信して
しまったときは、
［間違った場合は］
を参考にメッセージの内容を直しま
しょう。

間違った場合は？

返信の準備ができた

140

メッセージを間違えてしまったとき
は、手順2の下の画面でメッセージ
にマウスカーソルを合わせ、右側の
［･･･］から［編集］をクリックする
ことで、メッセージを直せます。

2
1

返信を送る

返信するメッセージを
入力

改行するには
を
2 ［送信］
クリック

文章を改行したいときは、Shift
キーを押しながらEnterキーを押し
ます。Enterキーだけだと送 信さ
れてしまうので注意しましょう。

47
返信

メッセージを消すには
投稿したメッセージは、後から消す
こともできます。削除したいメッセー
ジにマウスカーソルを合わせ、右側
に表示された［･･･］から［削除］を
選びましょう。

長い文章を入力したいときは
長い文章を入力したいときは、メッ
セージ入力欄の下にある
［書式
（ ）
］
ボタンをクリックします。この状態
で入力すると、Enterキーで改行
できます。また、
文字を大きくしたり、
色を付けたりすることもできます。

先生や友だちと話ができる

返信が送られた

チャネルの［投稿］には、先生や友
だちが書き込んだメッセージが表示
されます。メッセージに返事を書き
込んで、オンラインで会話をしてみ
ましょう。相手がメッセージを読ん
だり、返事を書き込んだりするまで、
時間がかかることもありますが、離
れていても気軽に相談や意見交換が
できます。メッセージは、
クラス
（チー
ム）やチャネルごとに分けられてい
るので、ほかにもチームやチャネル
があるときは、そのメッセージも確
認しておきましょう。
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1

オンライン授業に
参加しよう

つオンライン授業があるのかは［予定表］
でわかります。時間の少し前になったら参
加しましょう。

会議への参加

キーワード

授業に参加する

レッスン を参考に［予定表］を表
示しておく

オンライン授業に出席してみましょう。い

1

授業の予定を
確認

Webカメラ

P.180

オンライン授業

P.180

チャネル

P.182

ミュート

P.183

授業の前に通知がくる

パソコンで授業に参加しよう 第
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先生が授業の予定を登録するとメー
ルで通知が届きます。また、先生が
授業を開始すると、それを知らせる
通知が表示されます。

チャネルからも参加できる

2 ［参加］をクリック
オンライン授業の準備をする
画面が表示された

オンライン授業の予定は、その授業
のチャネルにも投稿されています。
授業のチャネルからもオンライン授
業に出席できます。

カメラやマイクがないときは
パソコンにカメラやマイクがなくて
もオンライン授業は受けられます。
自分の映像や音声を先生に届けるこ
とはできませんが、先生の映像を見
たり、音声を聞いたりすることはで
きます。

間違った場合は？
参加する授業を間違えたときは、手
順1の下の画面で［キャンセル］を
クリックし、正しい授業に参加し直
します。
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2

音声を設定する

ここではカメラをオフにして
手順を進める

1 ［コンピューターの
音声］
をクリック

カメラやマイクは
どう設定すればいいの？
カメラはオンでもオフでもかまいま
せんが、普通はオンで使います。音
声は、手順2で必ず［コンピューター
の音声］を選んで使えるようにしま
すが、普段は［ミュート］
（音を伝え
ない状態）にしておきます。

48
会議への参加

カメラやマイクが
複数つながっているときは

コンピューターの音声が
オンになった

を
2 ［マイク］
クリック

マイクがミュートに
なった

パソコンにカメラやマイクが2つ以
上つながっているときは、どのカメ
ラやマイクを使うのかを選びます。
次のように［PCのマイクとスピー
カー］の隣にある［デバイスの設定］
アイコンをクリックして使いたい機
器を選びましょう。
を
1 ［デバイスの設定］
クリック

パソコンに接続した機器を
選択する

出席前にカメラとマイクを
設定する

を
3 ［今すぐ参加］
クリック

オンライン授業に
参加できる

オンライン授業には、
［予定表］
やチャ
ネルに登録されている予定から参加
できます。クリックするだけですぐ
につながりますが、最初はカメラや
マイクの設定が必要です。カメラは
オンでもオフでもかまいませんが、
マイクはミュートにしておきましょ
う。設定ができたら、
［今すぐ参加］
をクリックすることで、授業につな
がります。
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レッスン

49
1

先生や黒板を
表示しよう

認してみましょう。先生やクラスのみんな
の映像が画面に表示されます。先生や資
料の画面を大きくしてみましょう。

ピン留め

先生の画面をピン留めする

レッスン を参考にオンライン
授業に参加しておく

1

オンライン授業につながったら、画面を確

先生と他の生徒が同じ大きさで
表示されている

先生の画面にマウス
カーソルを合わせる

キーワード
Webカメラ

P.180

オンライン授業

P.180

ピン留め

P.182

ミュート

P.183

はじめから先生が大きく
表示されることもある

パソコンで授業に参加しよう 第

先生が、自分の画面を大きく表示す
るように設定しているときは、自分
でどの画面を大きくするか（ピン留
めするか）を選べません。

カメラをオフにしている人は
表示されない

［その他のオプション］が
表示された

章

カメラをオフにしている人は、アイ
コンしか表示されません。自分がカ
メラをオフにしているときは、先生
にも、クラスの友だちにも映像は表
示されません。

7

右クリックでも設定できる
手順1の下の画面で表示している［そ
の他のオプション］は、画面を右ク
リックすることでも表示できます。
を
2 ［その他のオプション］
クリック
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3 ［ピン留めする］を
クリック

カメラやマイクを設定するには
カメラやマイクは、画面上に表示されているアイコン
ですぐにオン/オフできます。カメラはどちらでもかま

ここをクリックするとカメラ
やマイクをオンにできる

いませんが、マイクは普段はオフにしておき、発言す
るときだけオンにしましょう。また、先生の声が大き
すぎたり、小さすぎたり感じるときは、手順2で画面
上に表示されている［･･･］をクリックして、
［デバイ
スの設定］を表示することで、スピーカーの音量を調
整できます。

ピン留め

2

49

画面を確認する

先生の画面が大きく
表示された

他の生徒は小さく
表示される

誰が参加しているのかを
見るには
誰が授業に参加しているのかを見た
いときは、画面上にある［参加者を
表示（ ）
］をクリックします。す
ると、参加している人が右側に一覧
表示されます。

間違った場合は？
オンライン授業につないでも誰も表
示されないときは、参加する授業を
間違えているかもしれません。
［退
出］をクリックして、もう一度、予
定表を確認してオンライン授業に参
加してみましょう。
ピンのマークをクリック
すると画面が元に戻る

困ったときは先生に相談しよう
オンライン授業につなぐと、すぐに
先生の映像が表示されます。先生が
大きく表示されたら、このレッスン
の操作は必要はありません。そのま
ま授業がはじまるまで待ちましょう。
もしも、先生が表示されなかったり、
音が聞こえなかったりするときは、
先生に相談してみましょう。次のレッ
スンで紹介するチャットを使うと、
先生と文字で会話できます。

145

レッスン

50
1

授業中に質問や
回答をしてみよう

授業中に質問したり、先生からの問いか
けに答えたりしてみましょう。チャットや
［手を挙げる］で自分の意見を先生に伝え
られます。

手を挙げる

キーワード

メッセージを作成する

レッスン を参考に先生の画
面をピン留めしておく

を
1 ［会話の表示］
クリック

チャット

P.182

チャネル

P.182

手を挙げる

P.182

メッセージ

P.183

［いいね！］で反応しよう

パソコンで授業に参加しよう 第

チャットに書き込まれたメッセージ
にマウスカーソルを合わせると、
［い
いね！］などのアイコンを付けられ
ます。ほかの人の意見に賛成したり、
良い意見だと思ったりしたときは［い
いね！］を付けましょう。また、
［い
いね！］を使って出席をとることも
あります。

［会議チャット］画面が
表示された

2 ［新しいメッセージの
入力］
をクリック

メッセージはみんなに
表示される

章

チャットに投稿したメッセージは、
授業に参加しているみんなに表示さ
れます。また、授業の記録として保
管されます。授業に関係ないことや
友だちへのメッセージは書き込まな
いようにしましょう。

7

間違った場合は？

3

146

メッセージを
入力

［送信］をクリックするとメッセージが
全員に送られる

間違ったメッセージを投稿してしま
たっときは、メッセージにマウスカー
ソルを合わせて［･･･］から［編集］
を選ぶことで内容を直せます。

2

手を挙げる

先生からのメッセージを
確認

を
1 ［手を挙げる］
クリック

チャネルでチャットを
確認できる
チャットの内容は、後から確認でき
ます。授業が終わると、チャネルに
終了した授業のチャットが投稿され
るので、
後から確認したいときはチャ
ネルを見ましょう。授業が録画され
ている場合は、後から授業の映像を
見直すこともできます。

50
手を挙げる

手を挙げている人数がわかる

手を挙げた状態に
なった

他の生徒が手を挙げている
ことも表示される

先生からのメッセージを
確認

手を挙げている人がいるときは、画
面上の［参加者を表示（人の形のア
イコン）
］のところに人数が表示され
ます。また、
［参加者を表示］
をクリッ
クすると、誰が手を挙げているのか
もわかります。

チャットや［手を挙げる］で
先生と話そう

2 ［手を下ろす］をクリック

元の状態に戻った

オンライン授業では、マイクやカメ
ラを使って先生と話をすることもで
きますが、みんなが一度に話すと混
乱してしまいます。このため、先生
と話をするときは、チャットや［手
を挙げる］を使います。ここでは文
字でメッセージを入力しましたが、
キーボードが苦手なときは、
［手を
挙げる］で先生に指名してもらって
から、マイクをオンにして声で質問
したり、回答したりすることもでき
ます。
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レッスン

51
1

授業を欠席してしまっても安心です。先

授業の録画を見よう

生が録画した授業やそのときのチャットを

ビデオを再生

習したいときにも活用しましょう。

後から簡単に見られます。授業内容を復

キーワード

ビデオを再生する

レッスン を参考に［チャネル］の
画面を表示しておく

タブ

1

授業のチャットを
クリック

P.182

チャット

P.182

チャネル

P.182

ホワイトボード

P.183

チャネルに投稿される

パソコンで授業に参加しよう 第

章

7

先 生 がTeamsで 録 画した 授 業は、
チャネルの［投稿］に保存されてい
ます。Teamsでは、
クラスの中にチャ
ネルがあるので、まずは［チーム］
からクラスを選び、さらにチャネル
を選んで、
［投稿］タブをクリックし
ましょう。

を
2 ［ビデオを再生］
クリック

授業中のチャットも見られる
ビデオの再生が始まった

チャネルには、録画された映像だけ
でなく、
授業中に書き込まれたチャッ
トのメッセージも保存されています。
授業中の質問などを見たいときは、
メッセージも確認しておきましょう。

間違った場合は？
先生が授業を録画していないとき
は、録画された映像は表示されませ
ん。見つからないときは先生に聞い
てみましょう。
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2

ビデオを終了する

ビデオを一時
停止する

1

録画されない画面もある
ホワイトボードを使ったときなど、

画面の上にマウスカーソルを
合わせる

授業中に使ったアプリの種類によっ
ては、その画面が録画されないこと
があります。すべての画面が録画さ
れるわけではありません。

51
ビデオを再生

画面全体に表示するには
ビデオのメニューが
表示された

を
2 ［一時停止］
クリック

手順2の画面で、右下の［全画面表
示（斜めの矢印）
］をクリックすると
画面全体に映像を表示できます。ま
た、
［1x］をクリックすると、映像の
再生速度を変えられます。

ビデオが一時 ［再生］をクリックすると一時停止
停止した
したところから再生する

ビデオをすべて見終わった

3

ここをクリック

わからないところを
確認しておこう

ビデオ画面が閉じる

授業の録画は、後から何度でも見ら
れます。欠席してしまったときはも
ちろんのこと、わからないところが
あったときなども録画を見直してみ
ましょう。もう一度見ることで、苦
手なところもわかるようになること
があります。
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レッスン

52
1

課題を確認しよう

先生が出した課題（宿題）を確認してみ
ましょう。どんな課題をいつまでに出せば
いいのかを確認したり、パソコンで作った
課題を提出したりできます。

課題

キーワード

課題を確認する

レッスン を参考に［チャネル］
の画面を表示しておく

タブを
1 ［課題］
クリック

課題

P.180

タブ

P.182

チーム

P.182

チャネル

P.182

自分に出された課題を
まとめて確認できる

パソコンで授業に参加しよう 第
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このレッスンのように、Teamsの左
側に表示されている［課題］アイコ
ンをクリックすると、自分に出され
ている課題がすべて表示されます。
ほかの科目の課題も全部表示される
ので、ここから課題を確認すると、
出し忘れる心配がありません。

2

課題をクリック

課題が表示された

クラスからも
課題を確認できる
課題は、クラス（チーム）の［一般］
チャネルにある［課題］タブからも
確認できます。ただし、
クラスの［課
題］タブでは、その科目の課題しか
表示されません。

間違った場合は？
先生が課題を出してないと、手順1
の画面に課題は表示されません。先
生に確認してみましょう。
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2

課題を提出する

課題を［作業の追加］から
添付しておく

提出方法は課題によって違う

1 ［提出］を
クリック

どんなファイルを使って、どのよう
な内容の制作物を提出すればいいか
は課題によって違います。課題の
［手
順］にどうすればいいのかが書いて
ありますが、わからない場合は、そ
の科目のチャネルの［投稿］から先
生に聞いてみましょう。

52
課題

期限を過ぎたらどうなるの？

課題が提出された

期限が過ぎた課題は赤く表示されま
す。期限が過ぎても提出できるかど
うかは、課題によって違います。先
生が許可している場合は提出できま
すが、許可していない場合は期限を
過ぎると提出できません。

課題がないかをチェックしよう

間違えて提出した場合は［提出を取
り消す］
をクリックしてやり直す

やらなければいけない課題があるか
どうかは、このレッスンのように［課
題］を開くだけで、すぐに確認でき
ます。どんな課題をいつまで出せば
いいのかが書いてあるので、しっか
りと確認しておきましょう。また、
課題の期日は、
［予定表］にも表示
されます。出し忘れたり、遅れたり
しないように、期日を確認しておき
ましょう。
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レッスン

53
1

クイズに回答しよう

科目によっては、
Teamsを使ってテスト（ク
イズ）が実施されることがあります。先生
からテストが出されたら、
［課題］から回
答しておきましょう。

小テスト

キーワード

小テストを表示する

レッスン を参考に課題を
表示しておく

1

小テストを
クリック

Teamsアプリ

p.180

課題

P.180

タブ

P.182

チャネル

P.182

テストも［課題］に
表示される

パソコンで授業に参加しよう 第

章

7

テストも、前のレッスンで説明した
課題（宿題）と同じように［課題］
に表示されます。一覧からテストを
クリックすると、テスト画面が表示
されるので、画面上の問題を読んで、
回答しましょう。

小テストの画面が表示された

記入式のテストもある
ここでは、マウスを使って答えを選
ぶ方式のテストを紹介しましたが、
問題によっては、キーボードを使っ
て文章を入力する場合もあります。
先生や科目によって、いろいろなテ
ストがあります。

間違った場合は？
手順2で［送信］をクリックすると、
回答を変更できません。回答を間違
えたことに気づいたときは、
［送信］
をクリックする前に答えを直しま
しょう。

152

2

回答を送信する

テストの問題に答える

1 ［送信］をクリック

内容は記憶される
途中で［閉じる］をクリックしても、
そこまでに入力した回答は消えませ
ん。もう一度、
［課題］から開くこと
で、途中から回答を続けることがで
きます。

53
小テスト

点数を確認するには

回答が送信された

提出した課題やテストは、手順1で
［課題］をクリックした後、
一覧で［完
了］をクリックして開くことで確認
できます。先生が点数やコメントを
入力して返却すると、チャットで通
知が表示されます。完了した課題の
一覧やチャットから課題を表示する
と点数や先生のコメントを確認でき
ます。また、クラスの［一般］チャ
ネルで［成績］タブを開くと、今ま
での課題やテストの成績も確認でき
ます。

テストも忘れずに受けよう
回答内容を確認したい場合は
［結果の表示］
をクリックする

授業によっては、授業が終わった後
や単元の区切りにテストが出される
ことがあります。
［課題］から確認
できるので、忘れずに取り組みま
しょう。Teamsの画面で、マウスや
キーボードを使って、その場でテス
トを受けることができます。また、
返却もTeamsでされるので、点数な
ども簡単に確認できます。
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この章のまとめ
先生といっしょに使い方を覚えよう

パソコンで授業に参加しよう 第
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この章では、パソコンを使って授業を受ける

室の授業とはまったく違います。Teamsな

やり方や課題やテストを受ける方法を紹介し

らではの使い方やクラスで決めたルールを守

ました。今まで教室で受けてきた授業とは、

らないと授業が進まなくなってしまうので、

感じ方がずいぶん違うと思います。たとえば、

先生といっしょに少しずつ使い方を覚えるよ

出席の取りかたや発言のしかたは、普段の教

うにしましょう。

どんどん使って慣れよう
先生と一緒に Teams を使って、
操作の仕方やルールを覚えよう

