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諸連絡を載せる 
クラス生徒に連絡したいことがある時は、「ストリーム」タブを使いましょう。 

このタブには資料や課題を投稿したものが自動的に掲載されるだけではなく、ちょっとしたお知らせ

を載せることもできます。 

生徒への周知などに利用できます。 

 

1、Classroom に入り、「ストリーム」タブを選択します。 

 
 

2、「クラスに共有…」ウィンドウをクリックすると、書き込みウィンドウが開きます。 

 
 

3、適宜書き込みをし、右下の「投稿」ボタンで投稿します。ここへの投稿・課題などは生徒に通知され

ます（なので投稿時間にご注意ください！即通知されます） 

 
 

ヒント： 書き込みウィンドウ部分の「対象」で、「同時に複数の Classroom に同じお知らせを送る」こ

とや、「特定の生徒だけにお知らせを送る」ことが可能です。 

 
 

 

 

 



また、左下の「追加」から、画像などを貼り付けることもできます。 

 
 

ヒント： 

・生徒にも「一日一回は目を通すこと」と伝えておきましょう。 

 

 

特定の生徒「のみ」に連絡を行う 

書類をまだ出していない生徒「だけ」に提出を促す連絡を送ったり、特定のグループの生徒「だけ」に

メッセージを送ることもできます。「ストリーム」タブを使う方法と、Gmail で送る方法の 2 種類があ

ります。 

 

「ストリーム」タブを使う： 

1、Classroom に入り、「ストリーム」タブを選択します。 

 

2、「クラスに共有…」ウィンドウをクリックすると、書き込みウィンドウが開きます。 

 
 

3、適宜書き込みをし、「対象」で「生徒一覧」を開きます。その連絡を見せたい生徒のみにチェックマー

クを入れ、右下の「投稿」ボタンで投稿します。 

この連絡はその対象生徒のみに送られます。 

 
 



Gmailで送る： 

1、Classroom に入り、「メンバー」タブを選択します。 

 
 

2、「生徒リスト」のなかから、メッセージを贈りたい生徒の右端にある「︙」マークから、「生徒にメール

を送信」を選びます。 

 
 

3、自動的に新しいブラウザタブが Gmail で開きます。 

（ヒント：Gmail で送られたメッセージを読むためには、生徒のスマートフォンに Gmail アプリが入っ

ている必要があります） 

 
 

 

応用・連絡事項を配信予約する 

Classroom では「ストリーム」タブでの連絡・「授業」タブでの課題の配信を予約することができます。

早朝や深夜の投稿を避け、昼休みなどに自動的に連絡が配信されるようにしましょう。 

 

1､連絡事項をボックスに記入する。 

 
 

 

2、右下「投稿」ボタンの右側にある▽を押し、「予定を設定」で投稿したい日時を指定する。 



    
 

・ヒント：＜休校時を想定＞生活リズムづくりの一環、朝の挨拶 

ストリームで書かれた連絡事項には、生徒が「コメント」をつけることができます。この機能を利用して、

休校時、生徒が家にいても朝の挨拶をさせることができます。 

朝の指定時間に、「ストリーム」タブでクラス担任があいさつを投稿→生徒は指定時間までにそれに 

コメントをつける。 

コメントは、「ストリーム」に投稿された記事を押せば、投稿欄が出てきます（「クラスのコメント」欄）。 

 
 

Google のサーバーにエラーがない限り、ほぼほぼリアルタイムにやり取りが行えます。 

 

 

応用・学年主任が全クラスに諸連絡を載せる 
全クラスに学年主任も入れておくと、学年全体への連絡を主任が一斉に行うことができます（前述の

「同時に複数の Classroom に同じお知らせを送る」を参照）。緊急時に備え、学年主任を招待してお

きましょう。 

 

招待の仕方： 

「メンバー」タブの「教師」から、「教師の招待」を選択。相手のメールアドレスを記入、送信します。 

   
 

 

 

 



時間割表・行事予定表などを載せる 

時間割表や教室移動一覧、行事予定表など…生徒が頻繁に利用するので持っていてほしい情報など

は、掲示板に紙で掲示するだけでなく、Google Classroom 上においておくと便利です。 

Word や Google ドキュメントで作られた資料なら、それを pdf にしてから Classroom に投稿す

ると、生徒はいつでもそのプリントを見ることができます。 

（そのプリントを生徒が編集する必要がなく「見るだけ」でいいのなら、pdf のほうが手軽です） 

家のパソコンやスマートフォンから生徒はいつでもそのプリントを見ることができます。 

 

1、プリントの Word ファイル、Google ドキュメントファイルを pdf で保存します。 

（Word: 「ファイル」→「名前を付けて保存」→「形式」を「PDF(*.pdf)」にして保存 

Google ドキュメント: 「ファイル」→「ダウンロード」→「PDF ドキュメント(*.pdf)」） 

 
 

2、Classroom に入り、「授業」タブ→「作成」ボタンで「資料」を選択します。 

 

3、タイトルを入力し、左下「追加」から「ファイル」を選択、保存した pdf を選択し、投稿します。 

 
 

ヒント： 授業プリントだけではなく、Powerpoint/Google スライドも pdf にすることができます。 

学級通信なども pdf にしてこの形で配布すると、印刷の手間がなくカラーで写真も載せられます。 

 

 

 

 



イベントなどのクラス写真を載せる 

クラスで撮った写真などは、ぜひ生徒にも見せてあげましょう！プリントにして渡すのも趣深いですが、

カラー写真も見せたいですよね。Classroom で投稿すれば、いつでも見られます。 

 

1、写真をスマートフォンで撮影します。それを Google ドライブにアップロードします（もしくは、

Google Classroom アプリをスマートフォンに入れれば、ドライブを経由せずに直接スマートフォン

から投稿できます） 

 

2、Classroom に入り、「授業」タブ→「作成」ボタンで「資料」を選択します。 

 
 

3、タイトルを入力し、左下「追加」からドライブに保存した画像を選択し、投稿します。 

（スマートフォン Classroom アプリから直接スマートフォン内の画像を投稿することも可能） 

 
 

4、画像付きの投稿が表示されます。 

 
 

ヒント：LHR でのクラスの役員決め／イベントのアイデア出し等で書いた板書を記録として残すことも

可能です。 

 

 

応用・Classroom トップのカバー写真をかえる 

Classroom のトップにあるバナーを写真に変えることもできます！パノラマ写真のような横長の写

真であればバナーになりますので、クラスの写真やイラストなどに変えてみても面白いでしょう 

（画像の大きさは横 800x縦 200ピクセル以上である必要があります） 

 



1、Classroom「ストリーム」タブの上部・バナー右下にある「写真をアップロード」を選択。 

 
 

2、アップロードウィンドウで画像を選択、その画像のどの部分をバナーにするかを選択し、「クラスの

テーマを選択」で該当部分がバナーに変化する。 

 
 

 

 

 

 

 

 



掲示物写真を載せる 

掲示物をホワイトボードや掲示板に貼るのと同時に Classroom に写真をアップロードしておけば 

教室前におらずともすぐに確認できて便利です。掲示物本体が風で吹き飛んでも平気です。 

また、個人情報・センシティブな情報を含むような掲示物も、クラス内だけで安全に共有できます 

（前項目「特定の生徒「のみ」に連絡を行う」もあわせてお使いください）。 

 

1、掲示物の写真をスマートフォンで撮影します。それを Google ドライブにアップロードします。 

 

2、Classroom に入り、「授業」タブ→「作成」ボタンで「資料」を選択します。 

 
 

3、タイトルを入力し、左下「追加」からドライブに保存した画像を選択し、投稿します。 

 
 

4、画像付きの投稿が表示されます。 

 
 

ヒント：写真を撮影したスマートフォンに Google Classroom アプリを入れておけば、ドライブを 

経由せずに直接 Classroom に投稿できます。 

 

 

「質問」で生徒の意見を集める 

課題の中の「質問」を使えば、クラス生徒一人ひとりから回答を回収することができます。 

懇談の希望日時・空いた LHR の使いみち・イベントの感想などもさくっと集められます。 

 

1、Classroom に入り、「授業」タブ→「作成」ボタンで「質問」を選択します。 

 



2、新しいウィンドウが開いたら、タイトルに質問の内容を書き、「記述式（文章を書かせる）」「選択式

（ひとつを選ばせる）」のどちらかを選ぶ。選択式の場合は選択肢も記入。 

 
 

3、対象者・回答期限を選択。「生徒にクラスの回答の概要の閲覧を許可する」にチェックを入れると、

回答した生徒がクラス全体の回答を見ることができます。 

 
 

4、教員側画面ではこのように回答状況がすぐに見られます。 

 
ヒント：Google フォームとの使い分けは 

・ひとつの質問を回収したい／誰が回答したかを確認したい→「質問」 

・複数の質問を回収したい→Google フォーム 

 （Google フォームでは、どの生徒が提出したかを確認するためには「学年・組・番号」を入れる欄を

作成するといいでしょう） 



自己紹介をオンラインで（Google ドキュメント） 

ひとり一台端末が手に入れば、生徒たちにキーボードの練習もさせたい。４月の学級開きのときに 

書かせる自己紹介プリントも、Google ドキュメントで作ると面白いかもしれません！ 

（ヒント：生徒がスマートフォンしか持っていない場合は、Google ドキュメントアプリをあらかじめイン

ストールさせましょう） 

 

1、自己紹介プリントのテンプレートを Google ドキュメントで作成。 

 
 

2、Classroom に入り、「授業」タブ→「作成」ボタンで「課題」を選択します。 

 

3、タイトルを入力し、左下「追加」から「google ドライブ」を選択、作成したドキュメントを選択します。 

 
 

4、作成したデータの右側に生徒にどのようにこのデータを配布するかが選択できる欄がある。 

ここでは「各生徒にコピーを作成」を選択。 

 

それぞれの違い： 

「生徒はファイルを閲覧可能」…生徒はそのファイルを 

見ることだけができる。書き込みはできない。 

「生徒はファイルを編集可能」…教員 Google ドライブに

あるそのファイルを編集できる。 

ひとつのデータを複数人で編集する、ということ。 

「各生徒にコピーを配布」…各生徒に、生徒名入りの 

コピーを作成し、それを編集させる。 

プリントを印刷してばらまくイメージ。 

 



5、右欄で提出期限などを決め、「課題を作成」ボタンで生徒に課題が配布される。 

 

「対象」…クラスの全員、もしくは一部を選択して課題を課

すことができる。 

 

「点数」…100 点満点、もしくは「採点なし」を選べる。 

課題は提出させたいが点数をつける必要がない場合は 

「採点なし」を選ぶ。 

 

「期限」…提出期限を課すことができる。 

ここで設定した期限は、教員・生徒ともども Classroom 

トップページ・左サイドバーの「カレンダー」に記載される。 

 

「トピック」…項目ごとに課題や資料はパート分けできる。 

これを「トピック」というが、投稿時にどのトピックに 

入れるかを選択できる。 

 

「ルーブリック」…採点のためのルーブリックを作成、 

付与できる。 

 

6、生徒は各自で配布されたデータを編集し、「提出」する。 

課題が作成されると、Classroom の「授業」タブから提出状況が確認できる。 

 
 

 

7、提出されたドキュメントは、Google ドライブ内の「Classroom」というフォルダ→LHR クラスの

フォルダ内に格納されている（後述）ので、印刷するなどして活用する。 

 

生徒側では： 

生徒側では、課題が課されると通知が飛び、「ストリーム」「授業」タブに表示される。 

 



そこに表示される Google ドキュメント／スプレッドシート／スライドを選ぶと、編集ができる。 

（スマートフォンの場合は、それぞれのアプリをインストールさせる） 

 
 

右上に「提出」ボタンがあり、それを押すと「提出」画面に移行し、課題提出ができる。 

   
 

一度出した課題は、「提出の取り消し」を押すことで提出を取りやめることができる。 

 
 

提出画面の「コメント」欄について： 

 
「クラスのコメント」…「ストリーム」「授業」タブで全員に表示されます。公開の質問に使います。 



 
「限定公開のコメント」…右サイドバーの「限定公開のコメント」に書かれた質問は、教員にのみ送信さ

れます。 

 

生徒から提出された課題はどこにあるのか？ 

Google ドライブ＞マイドライブ＞Classroom に自動的にフォルダが作成され、「Classroom 内で

作成したデータ」「生徒からの提出データ」がそれぞれのフォルダに格納されます。 

また、生徒それぞれの Google ドライブにも、提出データの原本が保存されます。 

 
 

 

LHRアンケートを行う（Googleフォーム） 
複数の質問を一斉に回答させたいときには、Google フォームが便利です。回答は即座に集計され、

また Google スプレッドシート（表計算）で出力できるので、その後のデータ整理にも便利です。 

 

1、Classroom に入り、「授業」タブ→「テスト付きの課題」を選択します。 

 

2、下部に Google フォームが自動で作成されます。クリックでフォームを開く。 

 



3、フォーム名は画面左上の部分で書き換えます（自動で保存される）タイトルなどを直接入力。 

 
 

4、小テストにするか、アンケートにするかを設定します。 
右端の歯車…「設定」 

目マークで完成品がどう見えるか

の「プレビュー」、パレットマークで

「テーマカラー」変更です 

 
 

自動採点の「小テスト」、

意見集めの「アンケート」

の切り替えは画面右上

の「設定」で行います。 

 

「設定」→「テスト」の 

「テストにする」を 

オンにすると、 

小テストになります 

（全ての問題に配点を 

つける必要があります） 

これをオフにすると、 

意見集めのアンケートと

して機能します 

5、質問を追加していきます。 

 
選択肢が必要な解答方法では適宜選択肢を作ります 

問題文などを入力します 

問題の解答方法は 

・記述式（短いテキスト） 

・段落（長文テキスト） 

・ラジオボタン 

（単一選択式） 

・チェックボックス 

（複数選択式） 

・プルダウン 

（複数選択肢リストから 

一つ選択） 



 

 

小テストの場合は配点・正答を

設定します 

選択肢が出来たら、左下の 

「解答集を作成」をクリック 

ここで正しい答えを選びます 

「回答に対するフィードバック

を追加」で、正解時・不正解時

に自動でメッセージを表示さ

せることもできます 

    

画面右側の「質問を追加」で、新しい質問を 

追加できます 

また、過去に作った質問を再利用もできます 

（「質問をインポート」） 

画像や Youtube 動画 URL などをはりつける

ことも可能です。 

（動画を見せたうえで答えさせる、など） 

 

6、完成したらフォームの編集画面を閉じ、タイトルなどを記入して「課題を送信」ボタンを押します。 

 
「回答」タブのスプレッドシートマークから、 

スプレッドシートを作成できます 

回答は自動的に記録され、このフォー

ムを Google ドライブで開き、 

「回答」タブで生徒からの答えを確認で

きます。 

また、スプレッドシートとして回答を 

保存することもできます。 

 

また、「回答」タブでそれまでの回答状

況（小テストなら誤答が多い問題一覧・

正答率）をグラフで即座に見ることが

できます。 

 

 

懇談時間割を作成・配布（Googleスプレッドシート） 

生徒の 2 者懇談ですが、うっかり生徒がすっぽかしたり、生徒同士が時間を入れ替えたりと、そのた

びに懇談時間割を何度も作り直すのは大変です。 

Google ドキュメント／スプレッドシート／スライドでは、複数の人間が同時に編集できる機能があり

ます。これを使い、Classroom 上で常に最新の懇談時間割を担任／生徒ともども見られるようにし

ましょう。 

（ヒント：生徒がスマートフォンしか持っていない場合は、Google スプレッドシートアプリをあらかじ

めインストールさせましょう） 

 

 



1、Google スプレッドシートで、懇談時間割の枠を作る。 

 
 

2、Classroom に入り、「授業」タブ→「作成」ボタンで「課題」を選択します。 

 

3、タイトルを入力し、左下「追加」から「google ドライブ」を選択、作成したスプレッドシートを選択し

ます。 

 

4、「生徒はファイルを編集可能」を選択し、課題を配信します。 

生徒は各自、自分の希望する時間帯のます目に名前を記入します。 

 

ヒント：一旦全員分集まったら、そのスプレッドシートに日付など名前をつけ、「シートを保護」しておく

と、うっかりなどでデータが書き換えられてしまうことを防げます。なお、そのままでは編集ができま

せんので、あらかじめ「コピーを作成」でさらに変更がある場合のものをつくっておき、「◯日以降の変

更はこちらをつかう」ように指示をしておくとよいでしょう。 

 
 

 

動画を撮影して載せる 

体育祭の応援合戦・文化祭のステージなど、せっかく撮った動画はクラスで共有しましょう！ 

Youtube などにあげる必要もなく、クラス内で安全に共有できます。 

（ヒント：生徒に対して、「Classroom にアップロードされた画像や動画などは、SNS などへの再配布

はしてはいけない」むねをあらかじめ指導しておきましょう） 

 

1、スマートフォンで動画を撮影する。 



2、Classroom に入り、「授業」タブ→「作成」ボタンで「資料」を選択します。 

 
 

3、タイトルを入力し、左下「追加」から撮影した動画を選択し、投稿します。 

 
 

4、動画付きの投稿が表示されます。 

 

 

応用・生徒たちに「仕事」として投稿をさせる 
生徒たちが Classroom になれたら、クラス運営に参加するという意味で、クラス役員・クラス係によ

る投稿を許可してもいいでしょう。もちろん事前の指導は必要ですが、「自分の役割を果たす」ことを

オンライン上でも行うことができます。 

 

1、Classroom 右上の歯車マーク・「設定」ボタンから設定画面に入ります。 

 
 

2、「全般」の「ストリーム」から生徒が「ストリーム」タブでの投稿ができるかを設定できます。生徒にも

投稿をさせたい場合は、「生徒に投稿とコメントを許可」を選択します。 

 



ヒント： 

クラス費の会計報告、体育祭までの応援団練習スケジュールや場所、今日は誰の誕生日か、提出物、 

忘れ物・無くしもの報告、文化祭での進捗報告など、アイデア次第で生徒たち自身に Classroom で

お互い助け合いをさせることができますよ 

 

 

リアルタイムオンライン LHRを行う（Google Meet） 
教員側／生徒側に機器と通信環境が整っていることが前提ですが、リアルタイムでオンラインビデオ

会議を使用することで朝の会や LHR を行うことができます。G suite for Education では

Google Meet というアプリを使用します。 

Google Classroom で、登録している生徒全員が参加できる Meet オンライン会議を開催するこ

とができます。 

（ヒント：生徒はスマートフォンに Meet のアプリをインストールしている必要があります。） 

 

1、Classroom のトップページ、上部バナーの「Meet のリンクを生成」を選択。 

 
 

2、「クラスで Meet を使用する」ウィンドウが開いたら、「Meet のリンクを生成」をクリック。 

 
 

3、URL が出たら「コピー」を押し、「保存」ボタンでウィンドウを閉じる。 

 
 

4、「ストリーム」タブで開始時間や詳細について書く。 

 



5、左下の「追加」ボタンから「リンク」を選択、コピーした URL を貼る。 

   
 

6、Meet へのリンクが貼られるので、「投稿」ボタンで投稿する。 

 
 

生徒側では： 

「ストリーム」タブに Meet へのリンクがついた記事が表示される。（Meet をインストールしていれば）

それをクリックすると、自動的に会議に参加できる。 

（ヒント：教員が先に会議に入っていなければ、生徒は中に入れない仕組みです） 

   
 

 

 

 



Google Classroom 設定などについて 
Google Classroom 画面説明（トップページ） 
作成されたクラス・参加しているクラスが表示されています。 

 

 

左上の「Ξ」ボタンをクリックすると、 

サイドバーメニューが出てきます。 

 

「クラス」…Google Classroom のトップページに 

戻ります。 

「カレンダー」…各クラスで提出期限のある課題を出し

た時、自動的にその期日が記載されます。 

 

指導科目 

「ToDo」…各クラスで出した課題・提出状況を見ること

ができます 

各クラス…各クラスのトップページに移動 

 

「アーカイブされたクラス」…もう使わないクラスを 

ここに置いておけます 

クラスの削除もここから行います 

 

「設定」…通知などの設定を行えます 

 

クラスを作成する 
教師アカウントでは、Classroom で授業クラスを作成することができます（生徒は参加のみ） 

 

1、Google Classroom トップページ・右上の「＋」マークを押すと、「クラスを作成」「クラスに参加」

とメニューが出てくるので、「クラスを作成」を選択します。 

 

2、クラスを作成します。 

 

クラス作成ウィンドウが出てきますので、 

「クラス名」「科目」を入力します 

 

「クラス名」…「授業講座名」＋「○年○組」とします 

 

展開授業は、「時間割通りの講座」にします 

例： 「英語読解演習 3 年 7・8 組」 

「体育 3 年 1・3・5 組男子」 

 
 



 
これだけで授業講座のクラスが完成しました！ 

トップにあるクラス名の下に書いてある文字列が「クラスコード」です 

生徒はこのクラスコードを入力することでクラスに入ることができます 

文字列のとなりの を押すと、大きく表示され 

コピーもしやすくなります 

 

 

 

クラスの設定を変える 
各クラストップページ・右上の「歯車」マークより、クラスごとの設定を行えます。 

また、左上の「クラス名」をクリックすることで、このトップページに戻ってこられます。 

 
 

 

クラスの詳細： 

「クラス名」「セクション」「部屋」「科目」 

作成時に記入したものを変更可能 

「クラスの説明」…説明をつけ足す 

 

全般： 

「クラスコード」…ここからコードの変更 

コードの無効化ができます 

コードを無効にすると、それ以上生徒が

入ってこられません（不審者対策） 

「ストリーム」…生徒に投稿・コメントを 

許可するかを選べます 

「ストリームでの授業」…「授業」タブの 

投稿の通知方法を選べます 

 



「クラスコード」について： 

大阪府教育庁の設定により、大阪府立学校の関係者以外は Classroom に入れない設定になってい

るようです。しかしながら、いたずら防止策として、クラス全員が揃ったら、この設定でクラスコードを

「無効」にしてしまうとよいでしょう。 

 

「ストリーム」について： 

「生徒に投稿とコメントを許可」「生徒にコメントのみを許可」「教師にのみ投稿とコメントを許可」を選

べます。授業は「コメントのみ」、LHR クラスは「投稿とコメントを許可」など必要に応じて使い分けてく

ださい。 

 

 

通知の設定を変える 
Classroom に投稿があると、Gmail やアプリに「通知」が来ます。必要不必要に応じ、設定します。 

Classroom トップページ→左サイドバー→「設定」に進みます。 

 
 

 



「メール通知を受け取る」…オンで Gmail に以下の際メール通知、オフですべての通知がなくなる 

コメント： 

上より、「自分の投稿にコメントがついた時」「誰かの投稿かコメントに自分の名前リンクが付けられた

とき」「生徒から限定公開のコメントを受け取ったとき」 

授業クラス： 

上から「生徒が期限を過ぎて課題を提出した時」「生徒が課題を再提出した時」 

「他の教師から副担任として招待された時」「スケジュール設定した投稿が公開された時／投稿失敗時」 

クラス通知：クラスごとに上記で設定した通知のオン・オフを行えます 

 

 

クラスをアーカイブ・削除する 
年度替わりし、もう使わなくなったクラスは「アーカイブ」することでトップページから片づけることが

できる。 

トップページ・片づけたいクラスのクラス名の横にあるマークから「アーカイブ」を選択する。 

（また、ここからクラスの場所移動・コピーや編集なども可能） 

 
 

だがこれは削除ではなく、Classroom トップページ左上「Ξ」→サイドバーの「アーカイブされたクラ

ス」に移しただけである。ここからいつでも過去のクラスの投稿を見ることができる。 

また同じようにクラス名横のマークをクリックすることで、トップページに戻す「復元」、完全にクラスを

削除する「削除」操作を行うことができる。 

 
 

 

 

 

 

 



Resources: 
 

Google Classroom ヘルプ 

https://support.google.com/edu/classroom/?hl=ja#topic=6020277 

 

家から教えよう 

https://teachfromhome.google/intl/ja/ 
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