
令和のスタンダード 一人一台時代に向けて

G suite for Educationと
クロムブックを

使ったハイブリッドな
学習講座

Google
ドキュメント
の音声入力を
生かした学習

Google
スライドの
共同編集を
生かした学習

Google
フォームを
使った学習の
ための評価

Google
スプレット
シートを

使ったデータ
を生かす学習

Google
クラスルームの

学びの
プラットホーム

• 18:00～18:10

あいさつ，説明
• 18:10～18:20

ブレイクアウトミーティング
• 18:20～18:35

交流内容の発表と質疑
• 18:35～18:40

話合いのまとめ
• 18:40～18:45

諸連絡，おわりの言葉 国立大学法人

福岡教育大学附属福岡小学校 研究部



プロット

・G suite for Educationとクロムブックについて

・ロードマップ

・問題への対処

・取組紹介①「zoomとGoogleクラスルームで遠隔学習」

・取組紹介②「G suite for Educationとクロムブックで
ハイブリッドな学習講座」



G suite for Educationとは
Google社が教育機関に

向けて提供している
これからの教育現場に最適な
ICT環境を実現するための
ソリューションであるGoogle

for Educationに含まれる，
オンライン教育システム。

管理コンソールで簡単に
教師や児童が安全かつ快適に
利用することができる。



管理コンソール
□教育現場でＩＣＴを活用する場合・・・
・アカウントの管理 ・タブレット端末設定
・一つ一つにすべてに設定 ・定期的アップデート

〇Ｇ suite for Education→管理コンソールでの一括管理可能
・新入生へのアカウント付与･･･数分
・パスワード忘れ，ログインできない･･･数秒
・活用できるアプリの選別･･･即時

◎どこからでも一括管理
・休校期間中の対応がどこからでも可能
・自然災害時，停電時も



クロムブック
□設定が簡単

1 電源ボタンを押す
2 キーボードの設定を選択する
（英語か日本語キーボードか選択）
3 ネットワークを設定する
（スマホでWi-Fi接続と同じ）
4 Gmail IDとパスワードを入力する

□アプリが無料で使える

□データはクラウドで保存
・Ｇ suite for Educationなら
クラウドに無限に保存可能

□強固なセキュリティでウィルス
対策が不要
・自動で無料のアップデート

出典：hpホームページ



大学・校内のロードマップ
2019（令和元）年度 2020（令和２）年度 2021（令和３）年度

2019
12

2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021
1 2 3 4 5 6 7

大
学

学
校

Wi－Fi環境整備

先行導入
クロムブックレンル

G suite for Education 導入

５，６年
クロムブックレンタル ６年から順次配備

休校期間

オンライン
Zoomで朝の会

職員→全児童 アカウント配備 更新作業

遠隔学習

Zoomで朝の会
Googleクラス

ルームで遠隔学習
2020授業づくり
on-line Seminar

ハイブリッドな
学習講座

教育研究発表会
20201授業づくり
on-line Seminar

仕様書策定委員会



問題とその対処①

・職員研修

・ドメイン設定などの手続き

・教師と児童アカウントの設定

・クラウドのセキュリティ対策

・その他のセキュリティ対策

・Googleクラスルーム設定や利用

＜講師＞
小出泰久氏 Google for Education Japan 代表
併）GIGA School 推進本部本部長併）米グーグル
本社プラットフォーム＆エコシステムズ国際教育
事業 日本統括
上原 玲氏 Google for Education市場開発担当課
長（兼）Google for Education 認定トレーナー

※「無料で何度でも」ということであったが，
大変分かりやすいため本校教員は一度で大体の
操作などを習得
※その後の研修会を研究部が担当割をして行う。
感染対策としてVTRも作成した。（提供可）



問題とその対処②

・職員研修

・ドメイン設定などの手続き

・教師と児童アカウントの設定

・クラウドのセキュリティ対策

・その他のセキュリティ対策

・Googleクラスルーム設定や利用

G suite for Educationの導入は無料であるが，
各学校でドメインを取るには，ドメイン取得のた
めの費用が必要であり，国立の法人などが使用す
る「ac.jp」などが付くドメインであれば審査はす
ぐに通るがそれ以外は難しいとのことであった。

そこで大学のドメインで設定したが，当初G 

suiteに間違って登録してしまったため，切り替え
が大変であった。また，そもそもの大学のドメイ
ン管理者ではなく，私が設定をしたところで行き
詰った。
※各市町村であれば，学校に任せず教育委員会
主導でここは設定するとよい
※学校に任せると余計に時間がかかり，混乱が
生じる
・・・・
しかし管理者権限が学校の自分にもあったため

その後の設定は案外楽に進めることができた。
※市町村教育委員会と各学校の教頭または主幹
教諭が管理者となるとよい



問題とその対処③

・職員研修

・ドメイン設定などの手続き

・教師と児童アカウントの設定

・クラウドのセキュリティ対策

・その他のセキュリティ対策

・Googleクラスルーム設定や利用

教師は基本的に手動で設定した。
手順 ①元々のアドレスをID

②管理者が仮パスワードを設定
③教員にログインさせる
④パスワードを再設定・・・これで完了

児童は相当数いるので既定のスプレットシート
をCSVファイルに変換してアップロードする。
大学の学術情報課に手伝ってもらう。

・Excelを使用せずに、文字コードを意識して
テキストエディタ（メモ帳）で編集

・Excelでは文字形式を指定して読み込む。
①起動しデータ>外部データの取り込み

>テキストファイルを選択。
②テキストファイルウィザードで

65001 : Unicode (UTF-8) を選択。
https://primarytext.jp/blog/1275

ここに図解で載っていますので、参考まで。



問題とその対処④

・職員研修

・ドメイン設定などの手続き

・教師と児童アカウントの設定

・クラウドのセキュリティ対策

・その他のセキュリティ対策

・Googleクラスルーム設定や利用

文科省の通知にもあるが，学内サーバーを利用
するより，安全性が高いと思われる。クラウド上
にデータがあるときには暗号化されていて，IDと
パスワードが一致しない人間がアクセスしても情
報が全く読み取れない仕組みになっている。
また管理者が限定した人しか開けない共有フォ

ルダになっており，さまざまな階層での情報漏洩
に対する防御ができる。ちなみに共有フォルダに
児童はアクセスできない仕組みになっている。

※ただし，現時点では個人情報などは入れない
ようにしている。セキュリティガイドラインの
見直しを検討
※ちなみにクラウドに保存するデータは無制限で
どれだけでも入れることができるので容量を
気にする必要は全くない。
※クラウドへのGoogleドライブへのアクセスは
いつでもどこでもどの端末からも安全に入る
ことができる。



問題とその対処⑤

・職員研修

・ドメイン設定などの手続き

・教師と児童アカウントの設定

・クラウドのセキュリティ対策

・その他のセキュリティ対策

・Googleクラスルーム設定や利用

ウェブ会議システム

世界中で日本でも「zoom爆弾」と呼ばれる被害
が出ていると言われるが，基本的にはきちんとし
たセキュリティ設定をすれば，このようなことは
起こらない。
本校も１か月間zoom爆弾は起こっていない。
※ 統一したセキュリティ設定の確認は必須
※ セキュリティ対策は別紙参照
今後，meatがさらにバージョンアップされると

のことであったので，注視する必要がある。



問題とその対処⑥

・職員研修

・ドメイン設定などの手続き

・教師と児童アカウントの設定

・クラウドのセキュリティ対策

・その他のセキュリティ対策

・Googleクラスルーム設定や利用

アカウントはあっても，保護者や児童が正しく
IDを打込み，初期設定時のパスワードを正しく打
込み，自分で作ったパスワードを覚えておくこと
が必要だが，どうしても難しい方がいる。

設定ができない場合
・担任が保護者にリモート電話
・できるまで支援した

パスワードを忘れる場合
・学校保管用を文書を提出させる
・管理者である齋藤が再設定

今後問題が起こった場合
・アカウントから該当児童を退出させる（即時）
・児童と保護者で相談して対策を担任に伝える

等，現時点では考えているが該当するような問題
は今のところ起こっていない。



取組の前に 教職員の声から

実施日：６月11日
対 象：教職員（30名）
回答者数：27名
質問項目：９項目
回答方法：Googleフォーム

働き方改革につながる



貢献プロジェクトNo.2

「ZoomとGoogle
クラスルームで遠隔学習」
参観してみませんか？

福岡教育大学附属福岡小学校

主体

振り返り

CBT パフォーマンス

課題

対話

429名の
参加者

取組① 遠隔学習



事前 Googleクラスルームの設定

・学校で児童用アカウントを取得
・保護者へ郵送でIDと初期パスワードを通知
・保護者と児童で変更（自作）パスワードを設定
・自宅保管用，学校提出用に記入
・学校提出用パスワードを郵送で提出
・教員が学級のメンバーとして児童を招待
・児童がログインしてクラスルームに入る
・設定完了

・担任から使い方の説明
〇ストリーム…担任からの連絡や掲示板
〇授業…教科担当から課題，資料，テストなど



Google
クラス
ルーム
での

やりとり

Zoomで
ライブの
やりとり

事前 学習の時間設定

8:30 朝の会

8:55 １校時

9:25 ２校時

9:55 ３校時

10:25 ４校時

10:50 帰の会

13:00～17:00

・質問タイム

・課題の提出

午後メイン
Googleクラスルームのポイント
・ 質問をする
・ 簡単なテストをする。
・ 動画で学習の様子を見る。
・ 課題を提出する。

午前メイン
Zoomのポイント
・ 心的なつながりを重視
・ やりとりを大切にする
・ 子供の表情や行動を見る
・ 必要に応じてGWを入れる



事中 遠隔学習の様子

例
芸術科（音楽）
〇Zoomの機能を使って個別に活動を
させたり，動画をクラスルームに
送らせたりすることで個別化した
学びを実現

●協働で音楽をつくる響き合いや
ハーモニーをつくる学習は学校で
ないと実現が難しい。

言葉科（国語）
〇画面共有の機能をうまく使った集団
思考（練り合い）は実現できる

●停滞しがちなGディスカッションへの
支援が今後の課題



事後 参観者のお声から

実施日：５月18日開始
５月22日まで

対 象：参観者（429名）
回答者数：126名
質問項目：９項目
回答方法：Googleフォーム

〇遠隔学習の無料公開の
場が少なく，教師の
懸命な姿に共感して
いただいた。

☆今後も学びの質を向上

満足度

100 %



令和のスタンダード 一人一台時代に向けて

G suite for Educationと
クロムブックを

使ったハイブリッドな
学習講座

Google
ドキュメント
の音声入力を
生かした学習

Google
スライドの
共同編集を
生かした学習

Google
フォームを
使った学習の
ための評価

Google
スプレット
シートを

使ったデータ
を生かす学習

Google
クラスルームの

学びの
プラットホーム

取組② ハイブリッド学習



取組② ハイブリッド学習

個別
自律

協働
共有

説明・指示・発問

通常学習 オンライン学習

登校 自宅



〇どこにいても作成，編集，共同作業

〇無料

〇テキストや段落の書式が簡単に設定

〇音声入力もかなり正確

〇「保存」の必要なし

取組② ハイブリッド学習

Google
ドキュメント
音声入力を
生かした学習



取組② ハイブリッド学習

共同編集

同時に複数人が
打ち込むことが
できます。クロム
ブックの前で話を
すれば，児童で，
記述してくれます。

社会科



Google
スプレット
シート
データを
生かす学習

〇どこにいても作成，編集，共同作業

〇無料

〇チャートやグラフでデータを自在に

〇数式，テーブル，書式設定

〇「保存」の必要なし

取組② ハイブリッド学習



取組② ハイブリッド学習

健康科（体育）

共同編集

同時に複数人が
打ち込むことが
できます。結果を
すぐにグラフ化し
分かりやすく表現
してくれます。



取組② ハイブリッド学習

科学科（理科）



Google
スライドの
共同編集を
生かした学習

〇どこにいても作成，編集，共同作業

〇無料

〇パワーポイントに対応

〇かんたんに作業

〇「保存」の必要なし

取組② ハイブリッド学習



取組② ハイブリッド学習

共同編集

同時に複数人が
打ち込むことが
できます。一人で
容易に資料を創る
こともできます。

社会科



Google
フォームを
使った学習の
ための評価

〇簡単＆スピーディ

〇レスポンシブデザイン

〇共同作業

〇自動集計・グラフ化

取組② ハイブリッド学習



取組② ハイブリッド学習

科学科（理科）

CBT

アンケートや
テストを作成して
子供の今の力を
すぐに見取ること
ができます。



取組② ハイブリッド学習

社会科



Google
クラスルームの

学びの
プラットホーム

取組② ハイブリッド学習

〇管理業務を効率化

〇いつでもどこでもどれでも作業可能

〇無料で利用できる学習管理ツール

〇有意義なフィードバックの時間確保



Google
クラスルームの

学びの
プラットホーム

□ストリーム
・いつでもどこでも
見ることができる
学級黒板，掲示板

□授業
・テキスト
・作品提出箱
・アンケート･･･

□メンバー
・教師（関わる）
・全児童

□採点
・評価ファイル

取組② ハイブリッド学習



令和のスタンダード 一人一台時代に向けて

G suite for Educationと
クロムブックを

使ったハイブリッドな
学習講座

• 18:00～18:10

あいさつ，説明
• 18:10～18:20

ブレイクアウトミーティング
• 18:20～18:35

交流内容の発表と質疑
• 18:35～18:40

話合いのまとめ
• 18:40～18:45

諸連絡，おわりの言葉

•導入後，期待したいこと

•日頃の悩み

•これからの不安なところ

•取り入れてみたいこと

•疑問に感じたところ
・・・



令和のスタンダード 一人一台時代に向けて

G suite for Educationと
クロムブックを

使ったハイブリッドな
学習講座

• 18:00～18:10

あいさつ，説明
• 18:10～18:20

ブレイクアウトミーティング
• 18:20～18:35

交流内容の発表と質疑
• 18:35～18:40

話合いのまとめ
• 18:40～18:45

諸連絡，おわりの言葉

ご自由にご質問
ご意見をどうぞ。



Q１
• 校内に無線LANが設置されてい
なくても活用できるのか。

• 通信状況がスムーズではない。
通信データ量に制限がある。

A1
無線ランがないとクロムブック

はかなり使い勝手が悪いと思うの
で，まずはそこの整備を強固にす
る必要があるが，LTEモデルにする
ことも考えられる。お聞きした企
業では，月に1500円程度で行える
そう。

行政関係（教育委員会）の皆様1
Q2
• 校内の担当者への負担軽減は。
• ICTへの関心が低く，活用が普
及していると感じられないこと。

A2
支援員は欲しいが，それよりも

ICT環境が整わない方が致命的。ヘ
ルプデスクの対応も。
今の活用が普及していなくても

G suiteやクロムブックを導入すれ
ば意識は変わる。子供たちが感覚
的に次々と使えるようになる。



Q3
• 市教育委員会としての導入の
進め方。

• 家庭に通信網が整備されていな
い子への対応。

A3
理解できて実践することができ

る人が一人でもいれば，学校全体
に広まると言われている。
各学校または各中学校区と委員

会担当者がマンツーマンで最初は
やり合って校内のシステムを構築
し，調整していけば可能。

行政関係（教育委員会）の皆様2

本校でも行いたかったが，LTEモ
デルが家庭環境の格差がある自治
体にはお勧めとのことであった。
誰でも，いつでもどこでもつな
がって学べるようにすることが，
子供たちの格差を是正するとお話
を聴いている。



Q4
• 一番の心配はやはり職員のデジタルデバイドです。ICT活用は待ったな
し誰一人取り残さない生徒も職員もツールとして使えるようになるま
でどれぐらい時間を費やすのかが心配な事。

• 職員の機器リテラシー育成や苦手な先生方への指導の在り方
• これから学校全体に取り組むので研修のあり方について悩んでいる

A4
デジタルデバイド・・・情報活用の技能の差
本校でも休校期間中に何度も教え合う時間をとった。校内研修会，そ

の後グループでの勉強会，できない人にはマンツーマンで教えて全員が
できるように。合計すると５，６時間ほど。使いながら不安があれば，
分かっている人が飛んで行って教えるようにしている。

管理職の皆様1



Q5
• 職員にどう広めたら良いか、有効性や必要性を感じさせたい。
• G Suite導入済みだが，まだ浸透いない。校内での広め方が知りたい。
• 本市で今年度中に導入されるのに現時点で先生たちがchromebookに
全く触れたことがないこと

A5
実際に授業をしている様子を紹介する。時間と労力が大幅に軽減し，

授業の幅が格段に広がることを伝えることが重要。ただし，使うことを
目的化するのではなく，いつもあって当たり前な辞書や地図帳，蛍光ペ
ンなどと同じ感覚で必要な時に必要なだけ使うようにしていくとよい。

※ 本校でも机に置いていても必要がないときは使わないこともある。

管理職の皆様2



Q6
• 学校組織として内容や発信を管理しにくい。保護者や児童がGoogle
アドレスを通して学校を通さない集団や連絡組織を作成できる。それ
らに向けてのモラル指導やチェック体制のノウハウや組織化について。

A6
基本的に発信は外に漏れ出すことはない。組織も勝手につくれない。

ちなみに付与したGoogleアドレスでメールできないように設定している。
クラスルーム内ではコメントなどをやりとりできるが，すべて学級内で
閲覧することができる。モラル指導は学年に応じて行っている「情報は
一生クラウドに残る。よい情報はなかなか広まらないが，悪い情報はす
ぐに広まり，なかなか忘れられない」と伝えている。ここは失敗する場
と教師は心構えをもつべきではないかと考えている。

管理職の皆様3



Q7
• 配布したアカウントを生徒は自宅用パソコンでも使用できるか？
• その際のセキュリティポリシーは？

A7
配付したアカウントはクロムブックだけでなく，セキュリティ設定が

なされているどのデバイスからも入ることができるようにしている。
そもそもパスワードロックができていないデバイスからはG suiteに入

ることができないようになっているので，この点に関するセキュリティ
ポリシーの記述は現時点では入れていない。

管理職の皆様4



Q8
• 児童の登録と管理，年次更新，ouの構成と設定など，管理面。
• 児童端末をコントロールする機能が必要。(全児童の画面をモニタリン
グやロックできる。Netop Vision for Chromebooksのようなソフト)

• 推奨するソフトウェアを紹介頂きたい。"

A8
OU･･･組織単位，部門や部署，グループ，チームなど・・・
すべて管理コンソールで行っている。管理者は各学校に一名。特権管

理者が大学に１名。児童の登録は一人ずつでもできるし，CSVファイル
から一括登録もできる。組織の構成は特権管理者と相談してつくり，年
次更新は新入生のみ追加する卒業生は中学校に移すことも検討。全児童
の端末をモニタリングする必要があるとは思っていない。ただしロック
はアカウントを停止すればすぐにできる。ソフトウェアは使っていない。

管理職の皆様5



Q9
• BYODの有効性と問題点。

A9
BYOD･･･Bring Your Own Device 企業などで従業員が私物の情報端

末などを持ち込んで業務で利用すること
ほぼ今の教職員はそれで行っている。休校中でもすぐにオンラインを

進められたのはこのおかげである。G suiteのおかげでスマホでも仕事が
できる。しかし，公費と私費を分けることが難しい。PC端末は本来は公
費で賄われるべきなど。また，職員の規範意識や職務に対する意識。こ
れを裏打ちするルールづくり，システム面ではMDMなども必要。
※このあたりは大学の特権管理者が行っている。ただし，せっかくでき
ることができなくなることは避けている。バランスをどう取るかが重要。

管理職の皆様6



Q10
• クラウドへ児童生徒のデータをどこまであげるか(個人情報の観点)。
授業への活用方法など。

• 子供が主体的に学習に取り組んでいくための課題設定
• 個人情報の管理などはどのようにしているのか等データの管理

A10
クラウドには，子供たちの作品を中心に上げるようにしている。子供

の学習中の写真や動画。ドキュメント。スライド。スプレットシートな
ど。それ以外はほぼない。個人の情報は「マイドライブ」に保存させて
いる。共有ドライブは今のところ使わせず，クラスルームで教師が上げ
たドキュメントやスプレットシート，スライドなどを共同編集させてい
る。ちなみに児童からの不満はない。

管理職の皆様7



Q11
• 成績の処理の仕方等
• ICTを使ったグループワークのやり方。
• スプレッドシートやスライドを使って共同編集。
• クロムブックを手にしたことがないのでどんな違いを感じているのか
を体感的に個人の感想的にでもいいので教えてほしい。（各々から）

先生方から1

A11
クラスルームでルーブリックを使い評価し，通知簿や要録の基の資料

とはなるが，そのものではない。
zoomでは話し合う目的，対象，方法や手立てが必要。時間を区切る。

ホワイトボードが効果的であった。Meatやジャムボードはこれから。
クラスルーム→授業→作成→課題→追加→ファイルを指定→「生徒は

ファイルを編集可能」にしておく。



Q12
• オンラインの強みをいかした授業のあり方。
• ハイブリッド型学習の授業イメージを持つことができていないこと。

先生方から2

A12
いつでも学べる、どこでも学べる。学校の学習の続きを家庭でできる。

学校でつくっていたプレゼンを自宅でもできるなど。
ハイブリット型を研究中である。この単元ならどんな使い方ができそ

うかな。ということを考えて進めている。
例えば，反転授業をハイブリッド型として考えているのであれば，家

庭で課題に取り組ませるというよりも、クラスルームを開いたら「楽し
そうな課題があった」という気持ちをもって取り組ませたい。
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いつでも学べる、どこでも学べる。学校の学習の続きを家庭でできる。

学校でつくっていたプレゼンを自宅でもできるなど。
ハイブリット型を研究中である。この単元ならどんな使い方ができそ

うかな。ということを考えて進めている。
例えば，反転授業をハイブリッド型として考えているのであれば，家

庭で課題に取り組ませるというよりも、クラスルームを開いたら「楽し
そうな課題があった」という気持ちをもって取り組ませたい。



令和のスタンダード 一人一台時代に向けて

G suite for Educationと
クロムブックを

使ったハイブリッドな
学習講座

• 18:00～18:10

あいさつ，説明
• 18:10～18:20

ブレイクアウトミーティング
• 18:20～18:35

交流内容の発表と質疑
• 18:35～18:40

話合いのまとめ
• 18:40～18:45

諸連絡，おわりの言葉

簡単ではありますが
まとめにかえさせて
いただきます。
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