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2020年9月18日 13:00-14:30
(オンラインにて開催)

担当：松原 良輔（埼玉大学教育推進室長）
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はじめに

・本日の研修会の模様は録画し、ポータルサイトにて公開する予定ですので、ご了承のほどよろしくお
願いいたします。

・質疑応答の時間はなるべく長めにとりたいと思いますが、チャットでのご質問・ご意見もうけたまわります。
シェアする必要があると思われるものは、ポータルサイトで公表させていただきます。
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本日の研修会の流れ

１．基本編
１－１ Zoomの使い方（基本編）
１－２ WebClassの使い方（基本編）

２．応用編
２－１ Zoomの使い方（応用編）
２－２ WebClassの使い方（応用編）

３．質疑応答
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１－１ Zoomの使い方（基本編）
（１）Zoomの特徴

・Web会議システムの中では、操作が容易

・音声や映像を圧縮する技術に優れているため、ネットワーク環境に左右されにくい
（ただし実際には、「固まる」「飛び飛びになる」「切れる」といった現象は生じる）

・参加者を任意の人数にグループ分けして、ディスカッションやグループワークを行ってもらうことが可能
（ブレイクアウトセッション）

・Zoomの特徴が生きるのは、比較的少人数の語学や演習形式の授業

・もちろん大人数の講義でも使用可能だが、その際は多少の工夫が必要
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１－１ Zoomの使い方（基本編）
（２）Zoomをリアルタイム授業で使用する際の基本的な流れ

【授業前】
・教員はミーティング（授業）をスケジュール
・教員はミーティングIDやパスコードを受講生に連絡 ⇒ WebClassのメッセージ機能を利用

【授業時】
・教員はミーティングを開始
・学生が待機室に来るので入室させる ⇒ 授業開始
・授業が終わったら、「全員に対してミーティングを終了」

【授業後】
・授業動画の保存(スケジュール時に設定しておけば自動保存、中断・再開も可能)
※中断・再開については https://zoomy.info/movie_next_day/等をご参照ください

・必要に応じ、チャットのログを整理
※チャットは、手動（チャット画面右下の「…」から「チャットの保存」をクリック）でも、自動
（https://zoom.us/signin からサインインし、画面左の「設定」をクリック、画面を下にスクロールし、「チャット自
動保存」をオンに切り替え）でも保存可能です。
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１－１ Zoomの使い方（基本編）
（２）Zoomをリアルタイム授業で使用する際の基本的な流れ
【ミーティングのスケジュール】
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１－１ Zoomの使い方（基本編）
（３）Zoomをリアルタイム授業で使用する際に気をつけたいこと【技術面】
【授業前】
・複数のアカウントを持っている ⇒ スケジュールの際にどのZoomアカウントを使っているか確認（授業当
日も）
・スケジュールを行う際の設定 ⇒ 「ミーティング名称は“科目名＋日時”」、「レコーディングを行う」、
「待合室を有効に」
・ミーティングIDやパスコードを受講生に連絡 ⇒ 連絡手段としてはWebClassの「メッセージ」が原則

【授業時】
・授業開始後に待合室にいるのは、単に遅刻した人だけではない！授業中に接続が不安定になり、「強
制退室」になるケースもしばしば ⇒ 待合室を見られる状態にしておくことを推奨
・トラブル対応のために、チャット画面を常に開いておくことを推奨
・「聞こえているか」「見えているか」をときどき受講生に確認（とくに「画面共有」機能を利用する時）
⇒ 返事はチャットか「反応」で返してもらう
・カメラオンを強制しない
・プライバシー保護の観点から、表示名は「学籍番号の下3桁＋イニシャル」が原則

【その他】
・重要な連絡は文字化して、WebClassで流してください。
・接続トラブルに対しては丁寧なフォローをお願いします。
・「参加者全員をミュートする」方法をマスターしておきましょう。
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１－１ Zoomの使い方（基本編）
（４）Zoomを授業で使用するためのヒント【授業手法面】
①「画面共有」機能の利用
・あらかじめ用意した資料（PowerPointスライドなど）を示しながら授業を進めることが可能
・ワードなどの白紙画面に文字を書いていくことで、板書の代わりにもなる
（Zoomには「ホワイトボード」が用意されているが、慣れていないと意外と大変）

・【手順１】あらかじめ示したいファイルを開いてから、Zoomツールバーで「画面の共有」ボタンをクリック

・【手順２】下のような画面が表示されるので、示したい画面を選んで「共有」ボタンをクリック

・【手順３】共有を終わるときは、「共有の停止」ボタンをクリック
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１－１ Zoomの使い方（基本編）
（４）Zoomを授業で使用するためのヒント【授業手法面】

②双方向性を生み出すツールの活用を
Zoomであれば「チャット」「投票」「反応」といった機能を活用して、「教員と学生の交流」を活性化することが重要。
チャットを使う際には、「全員に送信」か「教員のみに送信」かを使い分ける。

教員側は必ずしも瞬時に反応する必要はない。たとえばチャットで寄せられた声を整理して、それに対する「返事」を
次の授業で行う、でもよい(その方がコミュニケーションの濃度が高まることもある)。

ブレイクアウトセッションは、「学生同士で学び合う」機会を増やしていくために、ぜひ活用していただきたい。「何につ
いて」「どのような点を意識しながら」語り合ってほしいかを、事前にある程度教員が示すことが重要

③WebClassをうまく併用
・授業前に読んでおいてもらいたい資料、授業で使用するプリントの代用品となるファイルなどをあらかじめアップして
おくと、授業の展開を円滑化できる

・チャットで寄せられた質問に対する回答・意見についてのコメントを、PDFファイルにしてアップするというのも、双方向
性を確保するうえで優れた方法では？

・質問・意見等を受け付ける手段としてWebClassを活用するということも可能
※何を使うかを受講生に明示することが、混乱を避けるうえで重要
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１－２ WebClassの使い方（基本編）
（１）WebClassとは？

・LMS(=Learning Management System、学習管理[支援]システム)のひとつ

・さまざまな機能が組み込まれているが、「学修の双方向性」を確保するうえで基本となるのが「教材作
成」と「メッセージ」

【注意点】教務システムに履修登録すると、それが2時間後(夜中)にWebClassに反映

（２）ログイン・ログアウトの方法は？
①WEB教務システム経由でログイン
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１－２ WebClassの使い方（基本編）
（２）ログイン・ログアウトの方法は？

②直接アクセス（ID・パスワードは教務システムと同じ)でログイン

※検索エンジンで「埼玉大学、webclass」で検索 ⇒ ログインページを表示
※最初学生用のログインページが表示されるので、教員用ページに移動
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１－２ WebClassの使い方（基本編）
（２）ログイン・ログアウトの方法は？

ログインすると下図のような画面＝コースリスト(時間割表)が表示 ⇒ 画面右上に「ログアウト」ボタン
※さまざまな作業をする際には、コースリストの科目名をクリック
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１－２ WebClassの使い方（基本編）
（３）「教材作成」機能を利用する

①何ができるのか？

・対面授業における「プリント」に相当する資料の配布 (授業資料、ワークシートなど)

・授業開始前に読んだり見たりしておいてほしい文書や画像の掲載（事前学修用素材の掲載）

＝上記二種類はリアルタイム／オンデマンド双方で利用可能

・オンデマンド授業で使う音声・動画データの掲載

②注意点

・受講者に自動的に送られるわけではない。受講者がアクセスしてダウンロード・視聴する作業が必要

・受講者に「送りたい」という場合は、「メッセージ」機能を利用（ただし添付できるデータの大きさ・数は
限られる）

・1回の授業(80分)あたり、アップロードできるファイルのサイズは、合計500メガバイトまで（学期中
通して消去不要) ⇒ 大容量のファイルを利用する場合は、YouTube等の利用を推奨しています
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１－２ WebClassの使い方（基本編）
（３）「教材作成」機能を利用する

③イメージ化すると…
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１－２ WebClassの使い方（基本編）
（３）「教材作成」機能を利用する

④「教材作成」機能の使い方

【基本的な手順】

・WebClassにログインすると表示される「コースリスト(時間割表）」から、資料を掲載(アップロード)した
い科目を選ぶ

・いったん非公開の状態にして、資料を掲載するための作業を行う

・公開状態に切り替え、「学生としてログイン」を利用して、受講者からどう見えるかを確認
⇒ 受講者がアクセスできるようになる
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１－２ WebClassの使い方（基本編）
（３）「教材作成」機能を利用する

④「教材作成」機能の使い方

【使い方の実際】

「コースリスト」で科目名を選んでクリック⇒下図のような画面が表示⇒「教材を作成」をクリック



18

１－２ WebClassの使い方（基本編）
（３）「教材作成」機能を利用する

④「教材作成」機能の使い方

【使い方の実際】
下図のような画面が表示⇒「資料」をクリック
※レスポンスシート(コメントペーパー)の場合は「アンケート」、レポートの場合は「レポート」機能も
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１－２ WebClassの使い方（基本編）
（３）「教材作成」機能を利用する

④「教材作成」機能の使い方

【使い方の実際】

右図のような画面が表示

・タイトルを入力(「いくつかの資料を入れる
フォルダの名前」をつけるイメージ)

・「アクセス制限」で「教材一覧で非表示に
する」を選ぶと教材完成まで非公開状態

・「資料作成：ページ編集」ボタンをクリック
⇒次ページのような画面が表示
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１－２ WebClassの使い方（基本編）
（３）「教材作成」機能を利用する

④「教材作成」機能の使い方

【使い方の実際】
大きく分けると2つのブロックから構成されている
※ポイント：１つの「教材(フォルダ)」（＝ここでは「第1回授業用教材」）の中を、いくつかのセクション
(節や章)に分けることができる
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１－２ WebClassの使い方（基本編）
（３）「教材作成」機能を利用する

④「教材作成」機能の使い方
【使い方の実際】
※設定：第1回の授業動画(音声)の視聴前に、ミニ課題に取り組んでもらいたい。課題についての説明
文も必要だ。

・まず右のブロックに入力
―「第1節タイトル」 入力例）授業動画視聴の前に(説明)
―「テキスト」 入力例）授業動画を視聴する前に取り組んでほしいミニ課題です。課題ファイ

ルは次のページに表示されます。取り組む際には～を意識してください。
・ブロック右端の「保存」ボタンをクリック
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１－２ WebClassの使い方（基本編）
（３）「教材作成」機能を利用する

④「教材作成」機能の使い方
【使い方の実際】
・左ブロックの「新しいページを追加」ボタンをクリック

・右ブロックが白紙状態になるので、入力
―「第2節タイトル」 入力例）授業動画視聴の前に(ファイル)
―「取り込みファイル」 操作例）ミニ課題を書いたPDFファイルを、「参照」ボタンを押して自分のPC

から取り込む。「添付ファイルとしても使う」にチェックすると、受講者
はそのファイルをダウンロード可能 ⇒画面右端の「保存」をクリック

☆同じページに「テキスト」と「取り込みファイル」を置くと、「テキスト」が表示されません☆
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１－２ WebClassの使い方（基本編）
（３）「教材作成」機能を利用する

④「教材作成」機能の使い方

【使い方の実際】
・ここまでの作業が終わると、画面全体は下図のように ⇒ これで「第1回授業教材」は完成ということ
であれば、左ブロックの「変更を保存して終了」ボタンをクリック ／ さらにファイルなどを追加する場合に
は「新しいページを追加」ボタンをクリック
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１－２ WebClassの使い方（基本編）
（３）「教材作成」機能を利用する

④「教材作成」機能の使い方

【使い方の実際】
「変更を保存して終了」をクリックすると以下のような画面に移動⇒「…」をクリックして、公開に切り替え
ることが可能。

※別の科目の教材を作成したいときは、画面右上の自分の名前をクリックして「コースリスト」を選択。
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１－２ WebClassの使い方（基本編）
（３）「メッセージ」機能を利用する

①「メッセージ」機能でできること
・Zoom授業で使用するミーティングURLやパスワードを受講者に送る

・レスポンスシート、レポート等を提出してもらう(メッセージ本文、添付ファイル)
※受講者が多い場合は「アンケート」「レポート」機能を使うと便利

・教員がコメントを送る

・その他さまざまな受講者とのやり取り・連絡(Zoom授業での通信状況の把握なども）

【メールソフトと何が違う？】
―自分が担当している授業の受講者とだけやり取りできる（「個別」でも「まとめて」でもOK ／オムニ
バス授業の場合は共同担当者とも通信可能)      ⇒「誤配」のリスクが低い

―受信ボックスも授業科目ごとに設置されているので、比較的整理が容易

―メッセージひとつに添付できるファイルが1つというのは難点
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１－２ WebClassの使い方（基本編）
（３）「メッセージ」機能を利用する

②「メッセージ」機能の使い方（「メッセージ作成」を例に）
・「時間割表(コースリスト)」で科目を選ぶと出てくる画面 ⇒右上の封筒マークをクリック ⇒ 下の画
面に移行するので、「メッセージ作成」をクリック ⇒ 次ページの画面に移行
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１－２ WebClassの使い方（基本編）
（３）「メッセージ」機能を利用する

②「メッセージ」機能の使い方（「メッセージ作成」を例
に）

「宛先」欄に入力する必要のあるIDは、メールアドレスで
はなく、学籍番号
⇒ 「ユーザリストから選ぶ」を利用するのが、間違いの
起こりにくい方法

[手順]
（１）宛先を選ぶ（氏名の左に表示されるチェック欄、
受講者全員宛の場合は、次ページ①の欄をチェック

（２）「選択したユーザを宛先に追加」ボタンをクリック
⇒メッセージの宛名欄に反映される

（３）「このウィンドウを閉じる」を押して、メッセージ作
成画面に戻る

☆画面上では次ページに示すような流れに
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１－２ WebClassの使い方（基本編）
（３）「メッセージ」機能を利用する

②「メッセージ」機能の使い方（「メッセージ作成」を例に）

受講生の氏名の左にある□にチェックを入れ（全員宛の場合は①にチェック）⇒「選択したユーザを宛
先に追加」⇒「このウィンドウを閉じる」の順にクリック ⇒ メッセージ作成画面の「宛先」欄に学籍番号
が入っていることを確認
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１－２ WebClassの使い方（基本編）
（３）「メッセージ」機能を利用する

②「メッセージ」機能の使い方
（「メッセージ作成」を例に）

・「件名」をつける時は「学生は短時間に大
量のメッセージを受け取る」ことに配慮
⇒どの科目の、何回目の授業(どの課題)に
関する連絡か明示するとよいでしょう

・「メッセージ」欄に伝えたい内容を記入
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１－２ WebClassの使い方（基本編）
（３）「メッセージ」機能を利用する

②「メッセージ」機能の使い方
（「メッセージ作成」を例に）

最後に「送信」ボタンを押すと「送信しますか」と質
問す
る画面が表示されるので、「はい」を押すと送信完
了。
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２－１ Zoomの使い方（応用編）
（１）「ブレイクアウトセッション」機能を利用してディスカッションやグループワーク

①使い方
・Zoomツールバーで「ブレイクアウトセッション」をクリック

・下図のような画面が表示されるので、グループの数（＝１グループの人数）を選び、受講者
をランダムに割り振る場合は「自動」、教員がメンバーを決める場合は「手動」を選択 ⇒
「セッションの作成」ボタンをクリック
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２－１ Zoomの使い方（応用編）
（１）「ブレイクアウトセッション」機能を利用してディスカッションやグループワーク

①使い方
・「自動」の場合は左図、「手動」の場合は右図のような表示 ⇒ 「手動」の場合は、右の四
角い吹き出しに、受講者の学籍番号の下３桁＋イニシャルが表示されるので、チェック欄で選
び、左の枠内の「割り当て」をクリック ⇒ 右下の「すべてのセッションの開始」ボタンをクリック

※手動の場合、全出席者の割り当てが終わると、「すべてのセッションを開始」ボタンが青
に変わります）
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２－１ Zoomの使い方（応用編）
（１）「ブレイクアウトセッション」機能を利用してディスカッションやグループワーク

①使い方
・ホスト（教員）がブレイクアウトセッションに参加することも可能（左図：なお参加中に遅刻
者が現れると、Zoomツールバーの「ブレイクアウトセッション」ボタンの上に、人数と「〇人の未割り
当ての参加者」と表示）

・ホスト（教員）がメインセッションに、学生がブレイクアウトセッションにいる状態では、ホスト
（教員）が学生に音声を届けたり、チャットを送ることはできない ⇒ 「全員宛てのメッセージ
を送信」ボタンをクリック ⇒ メッセージを入力し「ブロードキャスト」ボタンをクリック（右図）
※この方法で送ったメッセージはすぐ消えるので注意

※画面右下に表示されている
「すべてのセッションを停止」ボタ
ンを押すと、一定時間（初期設
定では1分、割り当て時の「オプ
ション」で変更可能）経過後に
学生はメインセッションに戻されま
す。
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２－１ Zoomの使い方（応用編）
（１）「ブレイクアウトセッション」機能を利用してディスカッションやグループワーク

②利用する際のヒント
・１グループの人数：あまり多いと話が盛り上がらない（４～５人程度が適切？）
・テーマによっては事前の仕込みが必要な場合も
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２－２ WebClassの使い方（応用編）
（１）「アンケート」機能を利用して、レスポンスシート(コメントペーパー)を提出してもらう

①「アンケート」機能の優れた点
・提出されたレスポンスシートを、一つのエクセルファイルとしてダウンロードできる。
・自由記述だけでなく、選択肢を提示して答えてもらうこともできる。

②「アンケート」機能の使い方
・ WebClassにログインし、コースリスト（時間割表）から、レスポンスシートを作りたい科目を選びクリック
⇒ 表示された画面の右にある「教材を作成する」ボタンを押すと、メニューが表示されるので「アンケート」
を選択。
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２－２ WebClassの使い方（応用編）
（１）「アンケート」機能を利用して、レスポンスシート(コメントペーパー)を提出してもらう

②「アンケート」機能の使い方（１ アンケートを作成する）

アンケートに関する基本設定画面が表示されるので、以下の要領で入力・選択を行う
⇒最後に、「テスト作成・問題編集」ボタンで、作成画面に進む

①タイトル：「第〇回授業のリアクションシート」など適宜

②種別：「アンケート(記名式)」を選ぶ。
※ダウンロードするエクセルファイルに、氏名・学籍番号
が自動的に入るので便利

③アクセス権限：課題をまとめ終わるまで非公開にしたい場
合は、「教材一覧で非表示にする」を選びます。

④これらの入力・項目選択が終わったら、画面下部の「テスト
作成・問題編集」ボタンを押します。
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２－２ WebClassの使い方（応用編）
（１）「アンケート」機能を利用して、レスポンスシート(コメントペーパー)を提出してもらう

②「アンケート」機能の使い方（１ アンケートを作成する）
作成画面では、レスポンスシートに書いてもらいたい内容を「設問手入力」の欄（下図①）に記入し、
「設問スタイル」欄（下図②）で「記述式」を選ぶ。字数制限を設定することも可能。
⇒ 入力が終わったら「変更を保存して終了」ボタンをクリック

☝③
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２－２ WebClassの使い方（応用編）
（１）「アンケート」機能を利用して、レスポンスシート(コメントペーパー)を提出してもらう

②「アンケート」機能の使い方（１ アンケートを作成する）
画面が教材の一覧に戻り、下図のようなフォルダが表示されていることを確認し、「…」をクリックして「公開」
に切り替える

これで作成作業は完了。
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２－２ WebClassの使い方（応用編）
（１）「アンケート」機能を利用して、レスポンスシート(コメントペーパー)を提出してもらう

②「アンケート」機能の使い方（２ アンケートを読む／ダウンロードする）
教材の一覧に戻り、「コンテンツ成績管理」をクリック ⇒ 「アンケート集計」を選択 ⇒ 右図のような画
面に移るので、「アンケート名」欄内をクリックして、該当するものを選択 ⇒ 画面が次ページのように変化
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２－２ WebClassの使い方（応用編）
（１）「アンケート」機能を利用して、レスポンスシート(コメントペーパー)を提出してもらう

②「アンケート」機能の使い方（２ アンケートを読む／ダウンロードする）
「表示」ボタンをクリック ⇒ 画面が右図のように変わるので、「詳細データのダウンロード」をクリック
⇒ ダウンロードするファイルの種類を選ぶ画面が出る ⇒ 拡張子が csv のものを選んで保存（エクセル
ファイル）
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２－２ WebClassの使い方（応用編）
（１）「アンケート」機能を利用して、レスポンスシート(コメントペーパー)を提出してもらう

②「アンケート」機能の使い方（２ アンケートを読む／ダウンロードする）
エクセルファイルを開く ⇒ いくつかのゾーンから構成されているので、「ユーザごとの回答リスト」（緑に着
色した部分）だけを残す
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２－２ WebClassの使い方（応用編）
（２）「レポート」機能を使う
①「レポート」機能のメリット
・まとめて受け取れる！

②使い方（作成作業 その１）
・「教材を作成」ボタンをクリック ⇒ レポートを選択 ⇒ ⇒ 基本設定を行い「テスト作成・
問題編集」ボタンをクリック



44

２－２ WebClassの使い方（応用編）
（２）「レポート」機能を使う
②使い方（作成作業 その２）
・次に表示された画面の右ブロックで、レポートそのものについての基本情報を入力。なお、ワー
ドファイルやPDFファイルを提出させる場合は、「課題スタイル」は初期設定と同じ「レポート提出」
でよい。添付資料が複数ある場合は、「教材作成」機能で別に資料置き場を作った方が良い
と思われる。 ⇒ 画面右端の「保存」をクリックすると、下にプレビュー画面が表示 ⇒ 確認
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２－２ WebClassの使い方（応用編）
（２）「レポート」機能を使う
②使い方（作成作業 その３）

・左ブロック（左図）に移動し、「変更を保存して終了」ボタンをクリック
⇒ 公開に切り替える（右図）

これで作成作業は完了
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２－２ WebClassの使い方（応用編）
（２）「レポート」機能を使う
②使い方（受領作業 その１）
・「コンテンツ成績管理」から「レポート／記述式問題の採点」を選択 ⇒ 右図のような画面が
表示されるので「選択してください」の上をクリックし、対象となるレポートのタイトルを選択
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２－２ WebClassの使い方（応用編）
（２）「レポート」機能を使う
②使い方（受領作業 その１）
・画面が左図のように切り替わるので、「回答を表示」ボタンをクリックすると、下に提出されたレ
ポートの一覧が表示される ⇒ 一括ダウンロードしたい場合は、同じ画面の「レポートをまとめ
てダウンロード(.zip)」をクリック ⇒ ダウンロード用の画面が表示
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２－２ WebClassの使い方（応用編）
（３）「チャット」「掲示板」機能を使う
①特徴
チャットや掲示板といった機能を使うと、学生同士あるいは教員と学生のやりとりを、他の学生に
も見える形で行うことが可能 ⇒ 疑問や意見を共有したり、質問や説明を交わしたりすること
で学びの促進につながる（心理的な効用も）

②違い
・チャット：授業時間内に会話を行うのに適している（オンデマンド授業でも、授業時間に合わ
せてチャットを使うことで、学習リズムを作りやすくなる）
・掲示板：テーマ（「専門用語についての疑問・質問」）を区切って、意見や質問をかわすの
に適している。他の学生の質問が見えるので、教員に質問しやすい雰囲気が出てきやすい

③使い方
・どちらを使う場合も、まず「教材を作成する」ボタンをクリック ⇒ リストの中から「チャット」「掲
示板」を選ぶ
・基本的な設定を行う：利用可能な日時、匿名での投稿を許可するか、掲示板の場合は表
示形式の選択
・設定が終わったら、「会議室作成」ボタンをクリック
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２－２ WebClassの使い方（応用編）
（３）「チャット」「掲示板」機能を使う
④注意したい点
・共通：匿名での投稿を許可する場合は、ルールを作って発言をコントロールする必要がある

・チャット：大人数の授業で投稿数が多いと、教員の書き込みがどこにあるか分からなくなる

・掲示板：古い書き込みがどんどん下に行ってしまうので、読み飛ばしが出る可能性もある


