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Wi-Fiの接続方法について
①クロームブック画面右下のパネルをタッチします。 ②［未接続］の文字の部分をタッチします。

 Keyを入力 

③表示されているネットワークの一覧の
中から、家庭で使用するWi-Fiの
「SSID」を
タッチします。

接続完了！

自分のパスワードで
ログインしよう！

クロームブック

④家庭で使用するWi-Fiの「Key」を　
「パスワード」欄に
入力し、「接続」をタッチ
します。

タッチ！

※家庭用Wi-Fiの
    ｢SSID｣と｢Key｣
は製品の側面等に
表示されています｡

※ ｢SSID｣と｢Key｣
は 製品によって、名
称が異なる場合があ
ります。
●｢SSID」→
･ネットワーク  等
●｢Key」→
･パスワード
･ネットワークキー

･暗号化キー
･PKS-AES 　 等
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Chromebookの起動について

手順①（共通）

基本的にChromebookは開く
と自動で電源が入ります。
もし入らなければ、右図の部分
（端末右側面）を押してくださ
い。

この部分を 
押してください

電源が入ります。

4
※閉じると電源が切れます。
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Chromebookへのログイン方法について①

手順②（入ったことがある場合）

電源が入ると、Googleのアカウントを求められ
ます。右図のように画面右下「次へ」をクリック
してください。

４項目を入力し
「ログイン」する
と、Googleの
ホーム画面に移
動します。 5

学校番号（お子さんにご確認ください）

学年

ＩＤ（４ケタ）

パスワード
小学校：４ケタ
中学校：８ケタ



Chromebookへのログイン方法について②

もしホーム画面が出ていなければ、上図の　　　 　ボタンをタップしてくだ
さい。ホーム画面にいきます。

【ホーム画面】
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文字入力の方法について①

キーボードを後ろ側に倒すと、画面上にタッチタイプのキーボードが表示
されます。 7

画面

キーボード



文字入力の方法について②

タッチタイプのキーボードの中では、「手書き入力」や「音声入力」の選択もで
きます。

8

手書き入力
画面上に手書きした
文字が、活字になっ
て入力されます。

音声入力
タブレットＰＣに向かって話し
た言葉が、活字になって入
力されます。

↪もくじに戻る



Google Classroomへの入り方について①

サイトの右上にあります①
の　　をクリックすると一覧
が出ます。
そこで、
②「GoogleClassroom」を
クリックすると入ることがで
きます。

手順①
①

②
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Google Classroomへの入り方について②

すでに参加していれば、そのClassroom
をクリックしてください。
初めての場合は、右図のように
Classroomの招待が来ますので、
「参加」をクリックするとそのグループに
入ることができます。

手順②

もし左図のような画
面が出たら、矢印の
「私は生徒です」を
選びます。 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Google Classroomへの入り方について③

自分のクラスのクラスルー
ムに参加すると、右図の
画面に移動します。

【主な機能】
・ストリーム
　→掲示板としての役割
・授業
　→課題のやり取り
・Meet（ミート）
　　→オンライン会議

手順③
ストリーム 授業

Meet（ミート）
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Classroomでのオンライン授業について

右図の「Meetのリン
ク」のURLをクリックす
ると
「Meet」が開始画面に
移動します。

手順④

先生が、既に授業の準備をして待っ
ているときは、左の画面のようにな
り、「今すぐ参加」をクリックするとつ
ながります。 

○○小学校５年３組
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Classroomでのオンライン授業について

上図の「授業」から「Meet」をクリックしても、開始画面に移動
します。

補　足
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GoogleMeetのおもな操作について①

入室すると、このような画面になります。
ここでは基本的な動作をお伝えします。

マイク：赤く斜線が入っている
ときはミュート（音が出ない）
状態です

カメラ：赤く斜線が
入っているときは
オフの状態です

挙手ボタン：このボタンをク
リックすると、画面左下の名
前のところが　　　　のように
変わります

挙手ボタン：このボタンをク
リックすると、画面左下の名
前のところが　 　　　  のよう
に変わります

チャット：ク
リックする
と、参加者
にコメントを
送信するこ
とができま
す
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GoogleMeetのおもな操作について②

ここでは画面共有の方法についてお伝
えします。

「あなたの全画面」：パソコンの画面をそのまま全て
共有します。様々な画面を切り替えながら説明等を
行う場合には便利ですが、共有したくない画面（子
どもの個人情報など）が映されないように気を付け
る必要があります。

画面共有：クリックす
ると、右図のような
画面が出てきます

「ウィンドウ」：画面下に出ている（赤枠）のアプリケー
ションを共有する際に使用します。

「タブ」：ブラウザのタブを共有します。例えば、
GoogleでMeetを開始した場合はGoogleの他のタ
ブを共有することができます。下図のように画面の
上に出ているものです。前もって共有したいデータ
をあげておくと、スムーズに共有できます。
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その他のオプション
：クリックすると、右
図のような画面が出
てきます

１　　　　　　　　①

１　　　　　　　　②

GoogleMeetのおもな操作について③

【ここでは①「ホワイトボード」、②「レイアウトの変
更」、③「カメラを切り替え」④「設定」についてお
伝えします】

①「ホワイトボード」：Jamboardが
立ち上がります。意見の交換や共有等で
活用することができます。

②「レイアウトの変更」：
右図のように参加者の画面表示
の方法や画面に一度に表示され
る人数が変更できます。（最大
で４９人まで表示されます）

ここでは「その他のオプション」について
お伝えします。
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１　　　　　　④

１　　　　　　　　③

GoogleMeetのおもな操作について④

ここでは「その他のオプション」について
お伝えします。

【ここでは①「ホワイトボード」、②「レイアウトの変
更」、③「カメラを切り替え」④「設定」についてお
伝えします】

③「カメラの切り替え」：画面側のカメラとキーボー
ド側のカメラの切り替えができます。
④「設定」：「その他のオプション」の一番下にカー
ソルをもっていくとあります。下の図のようにマイ
クとスピーカーの設定ができます。音声の不調等
のときにはこちらを設定してみてください。
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GoogleMeet使用時の音声に関する対処法

ここでは「マイクがオンになっているのに、通話ができない状況」についてお伝え
します。

【考えられる原因①】
・マイク音量が下がっている。

①

①-1
《対処法》
①画面右下の図の部分をクリック
し、①-1のように音量の　　をクリッ
クすると、①-2に移動するので、マ
イクの音量を調整する。

①-2
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GoogleMeet使用時の音声に関する対処法

【考えられる原因②】
・Chromebook自体の設定で
マイクがブロックされている

《対処法》
①設定が「ブロック」になっていると、右図
のような表示が出てきます。赤枠の指示に
従って対応してみてください。

①
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GoogleMeet使用時の音声に関する対処法
【考えられる原因②】
・Chromebook自体の設定で
マイクがブロックされている

《対処法》
②画面右上の「GoogleChrome
の設定」（赤枠）をクリックして、
②-1「設定」から②-2「プライバ
シーとセキュリティ」に進み、②-3
「サイトの設定」をクリックし、②-4
の図の部分をクリックし、設定を
【許可】に変更をしてください。

②

②-1

②-2

②-3

②-4
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GoogleMeet使用時の音声に関する対処法

【考えられる原因①】
・スピーカーの音量が下がってい
る。

《対処法》
・右図のキーボードにある音量ボ
タンで対応する。

音消（ミュート） 音量下げる 音量上げる

※相手の声が聞こえない場合
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GoogleMeet等でオンラインを実施する際の注意点の一例①

①自分のIDを大切に保管している。（安易に他人に教えない）

②Chromebookを平らな場所に置き、落下しないように気をつけている。

③Chromebookやミライシードのログインの方法がわかっている。

【準備段階】

①Meetなどでマイクのオン、オフのタイミングがわかる。

②カメラをオンにしたときに映り込むものに気をつけている。

③友だちの投稿やチャット等にコメントをするときは、相手の気持ちを考えて、児童生徒

本人がコメントしている。

④どんなことをネットにあげてはいけないのか、投稿してはいけないのかが、わかって

いる。

【使用時】

ご家庭でChromebookを使用する際に気をつけたいことを例として挙げました。参考に
して、ご家庭でも話題にしてみてください。
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GoogleMeet等でオンラインを実施する際の注意点の一例②

【健康面】（「さがみはらGIGAスクールハンドブック」より抜粋
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