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オンライン授業で受講生に動画を視聴させる方法 

（その２ オンデマンド授業の場合） 

 

                                2020.4.27    埼玉大学教育企画室 
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このマニュアルでは、オンデマンド授業で動画を視聴させる方法についてご説明します。視聴させたい

動画が、「1回の授業あたり合計 500メガバイトまで」という本学で設定している上限に収まる場合には、

WebClass の教材としてアップ（掲載）できます。それ以上のサイズの動画は、「YouTube 等の動画共有

サイトにアップしていただき、その URLを受講生に伝えて視聴してもらう」というご対応をお願いしま

す。WebClass の教材アップロード方法については他の資料でご説明しているので、ここでは動画共有サ

イトを使う方法と手順について、YouTubeを例に説明します。なお、YouTube 等の外部のサーバーを利

用される場合でも、通信量軽減にご協力いただくようお願いいたします。 

 

１．Gmail のアドレス・パスワードを用意（持っていない場合はまず取得） 

Gmail アドレス（Googleアカウント）をお持ちであれば、YouTubeにログインして動画をアップする

ことができます。パスワードも必要になるので、忘れてしまった場合はGmail（Google）のログイン画面

経由で、再設定しておいてください。Gmail のアドレスをお持ちでない場合は、無料で取得可能です。

https://www.google.com/intl/ja/gmail/about/ にアクセスし、「アカウントを作成（する）」ボタンを押

して進むと、アドレスを取得できます（図 1）。 

 

  
図 1  どちらのボタンを押してもかまいません 
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２．YouTube にログインする 

YouTube にアクセスして、ログインします。「ログイン」ボタンはトップ画面の右上にあります（図 2）。 

 図 2 

 

ログインボタンを押すと図 3のような画面が表示されるので、自分の氏名・gmail アドレスが表示されて

いるところをクリックします（複数のアカウントを持っている場合は、YouTube 用のアカウントを選び

ます）。すると図 4 のような画面が出てくるので、Gmail で使うのと同じパスワードを入力して、先に進

みます。 

        

   図 3                    図 4 

 

ログインが完了すると、YouTube トップ画面の最上部が図 5 のように変わります（使用されているブラ

ウザ ―InternetExplorer、Chrome、FireFox、Safari など― によって表示が少し異なるかもしれません。

画面の最上部右端に、自分の名前やイニシャル（の一部）などが表示されますが、これを「アカウントア

イコン」と呼びます。 

 

 

                    

  

図 5（画面最上部だけを切り取ったものです） 
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３．チャンネルを作成する 

 YouTube にログインすると、とりあえず動画をアップロードできる状態になります。しかし、いきな

り動画をアップする作業を進めてしまうと、チャンネル表示（「部屋の入口にかける看板」のようなもの）

が、Google アカウントと同じになってしまいます。それよりは「授業の名前」などを看板として掲げた

方が分かりやすいので、この段階で「チャンネルの作成」という作業を行うのがよいでしょう。前節の最

後に紹介した「アカウントアイコン」をクリックするとメニューが表示されるので、そこから「設定」を

選びます（図 6）。 

 

 

 図 6 

 

  

図７のような画面に切り替わるので、「チャンネルを追加または管理する」をクリックし、次に表示され

る画面（図８）で、「新しいチャンネルを作成」ボタンをクリックします。その次に出る画面（図９）で

「ブランド アカウント名」の欄に授業名などを入力し、「作成」ボタンを押すと、チャンネルの作成が終

了します。この時点で、アカウントアイコンの表示が変わります。これは、「Googleアカウントと同じだ

った当初の YouTubeアカウントとは別に、チャンネルに固有のアカウントが作成された」ということを

意味しています。 

 

※「この名前はご利用いただけません。もう一度お試しください」というメッセージが表示された場合は、

名前を付け直してください。丸括弧や半角スラッシュなど、チャンネル名に使用できない記号がいくつか

あるようです。 

 



4 

 

 図 7 

 

 図 8 

 

 図 9 

 

 

４．アカウントの確認を行う ― 15 分を超える動画をアップできるように 

 図 9 の画面で「作成」ボタンをクリックすると、「動画をアップロードしてください」というメッセー

ジが大きく書かれた画面が出てきます。しかし、アップロード作業に入る前に、先にすませておきたい作

業があります。というのも、YouTubeの初期設定では「1本の動画は 15 分以内」という制限があるので、

それよりも長い動画をアップロードする予定がある場合は、ここであらかじめアカウントの確認という
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作業をしておくと、後が楽になります。 

 まず画面右上の「アカウントアイコン」をクリックしてメニューを表示し、「設定」を選びます。図 7

と同じ画面になりますが、今度は、「チャンネルのステータスと機能」という文字をクリックします（図

10）。すると図 11 のような画面に切り替わるので、「制限時間を超える動画」というますの右下にある「有

効にする」という小さなボタンをクリックします。 

 図 10 

 

 図 11 

 

すると「アカウントの確認」という作業を行う画面が開きます（図 12）。一言でいうと、アカウントの持

ち主の電話番号を確認する、というステップです。そのために、アカウントの持ち主が申請した電話番号

に YouTube から確認コードが送られ、持ち主はそれを YouTube に通知する、という方法がとられてい

ます。最初に図 12の上半分が表示されるので、確認コードの受け取り方法を指定します。すると画面が

広がって、電話番号を入力する欄が現れるので、そこに自分の電話番号を入れて「送信」ボタンをクリッ

クします。すぐ、電話に確認コードが通知されるので、それを図 13 の画面に入力して「送信」ボタンを

クリックすると「YouTube アカウントが確認されました」というメッセージが表示されるので、「次へ」

ボタンを押スト、図 11 の画面に戻ります。「制限時間を超える動画」のますに「有効」という表示が出て

いるのを確認します。 
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 図 12 

 

 図 13 

 

 

５．動画をアップロードする 

上記の作業を終えたら、画面右上の「YouTube Studio に戻る」というボタンをクリックします。する

と、図 14のような画面が出てくるので、「動画をアップロードする」ボタンをクリックすると、動画をア

ップロードするための画面（図 16）に移動します。その際、図 15のような宣伝画面が表示されるかもし

れませんが、これは YouTube そのものが作っている宣伝なので、心配はいりません。宣伝画面の外側の

黒っぽくなっているところをクリックすると、先に進めます。宣伝が表示されず、図 16 の画面に直行す

ることもあります。 
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 図 14 

 

  図 15 

 

 

図 16の画面が出たら、「ファイルを選択」をクリックし、自分の PC などの中から、アップロードしたい

ファイルを選びます（図 13）。ドラッグ＆ドロップで作業することも可能です。 

 図 16 
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図 17 アップロードするファイルを選び、「開く」をクリック 

 

 

 

６．アップロードする動画そのものについての設定作業を行い、アップロード作業を完了する 

［ （１）詳細 ⇒（２）動画の要素 ⇒（３）公開設定 の順で作業を進めます ］ 

 

（１）詳細（図 18と 19） 

ここでは YouTube 上で表示される「動画タイトル」「動画についての説明」を入力し、画面を下にスクロ

ールして「この動画は子供向けですか」という質問に答えます。この質問に答えないと先に進めません。

最初に表示される画面ではこの質問が見えないことが多いので、気をつけてください。 

 

  

図 18 動画タイトルと説明文を入力するだけでなく、画面をスクロールして次図の質問に答えましょう 
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  図 19 授業で使用する動画の場合、「いいえ」で OK 

 

（２）動画の要素（図 20） 

 YouTube を視聴しているときに、画面の中に「関連動画を表す小さなアイコン」が現れたり、動画の

最後の部分に「関連動画に飛ぶためのリンク」が貼ってあったりするのを見た方も多いでしょう。「動画

の要素」は自分のアップロードしようとする動画に、これらの要素を組み込むためのステップです。もち

ろんこのような「細工」をしなくても動画のアップロードをすることは可能です。その場合は、何もせず

に「次へ」をクリックします。なお、「詳細」の部分に手を加えたいときは、画面上部のマークをクリッ

クすれば戻れます。 

 図 20 

 

（３）公開設定（図 21と 22） 

 自分がアップロードする動画をどの範囲まで視聴できるようにするかを決める、非常に重要なステッ

プです。YouTubeでは三段階の設定が可能ですが、授業での使用においては「限定公開」、すなわち動画

のリンク（＝動画の URL）を知っている人だけが視聴できるようにする、というのが現実的な設定だと

考えられます。ただし、第三者であっても動画のリンク（＝動画の URL）を知れば視聴できてしまいま

すので、リンク（URL）が知られないよう、細心の注意が必要です。   

またこのステップでは、動画をいつから見られるようにするかを設定することもできます。「スケジュ

ールを設定」を選択すると、図 22 のような画面が表示されるので、必要に応じて日時を決めます。 
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 図 21 

 

  図 22 

 

最後に「保存」（いつから公開するかを決めた場合は「スケジュールを設定」）ボタンをクリックすると、

図 23のような確認画面が現れ、アップロード作業は完了です。この画面を閉じる前に、青文字で表示さ

れている「動画のリンク」をクリップボードにコピーしておきましょう（コピーは後からでもできます）。

「閉じる」をクリックすると、図 24 が表示され、動画リストの中に自分がアップロードした動画が入っ

ていることが分かります。 

 図 23 
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 図 24 

 

 図 25 

 

  

図 26 動画についての詳細情報です。ここでも動画のリンク（URL）を確認できます。 
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※あとから動画のリンク（URL）を確認したい場合には、次のような流れで進んでください。 

 ①YouTube にログイン 

②動画を投稿したチャンネルを選択 

③「アカウントアイコン」をクリックして、YouTube Studio を選択 

④画面左に縦に並んでいる「ダッシュボード／動画／再生リスト／アナリティクス…」から「動画」を

クリック  

⑤ 上の図 24のような画面が表示  

 

 

７．動画リンク（URL）を WebClass で受講生に通知する 

 この「動画リンク（URL）」を、WebClass の教材作成機能やメッセージ機能を利用して受講生に伝えれ

ば、受講生が動画にアクセスできるようになります。 

 

 

８．ご注意いただきたい点 

（１）繰り返しになりますが、動画のリンク（URL）が受講生以外の第三者に伝わらないよう、ご配慮を

お願いします。とはいえ、動画が部外者の目に触れる可能性を 100％排除できるわけではありませんので、

動画を制作する段階で、そのような可能性を念頭に置いておく必要があると思われます。 

 ※６（３）で説明した「公開設定」で、「非公開」に設定したうえで、視聴を許可したい受講者のメー

ルアドレス（ただし使えるのは Gmail アドレスのみ）を入力するという対応も考えられます。ただし

これは、受講者がごく少数の場合のみに可能な手法でしょう。 

 

（２）YouTube では、アップロードできる動画の内容について、いくつかの規則を設けています。詳し

くは「YouTube のポリシー」をご覧ください。YouTube側が規則違反と判断した場合には、動画の削除

やチャンネルの停止といった措置が取られる場合もあります。これは非常に難しい問題をはらんでおり、

たとえば「暴力的な場面を含む動画を、教育的観点から必要と判断してアップしたが、YouTube から規

則違反と見なされて削除される」という可能性もあります。動画に対する YouTube側の監視は、おそら

く AIを使用して行われており、時に想定外の動画削除が行われることもあるようです。 

 

【YouTubeのポリシー】 

https://support.google.com/youtube/topic/2803176?hl=ja&ref_topic=6151248 


