
Education

リモート授業をはじめよう

Apple製品を使ってリモート学習を行うステップはとても簡単です。iPad内蔵の無料アプリケーション
や、他社製のビデオ会議システムを使って、教師のみなさんはどこからでも生徒とつながり、教材や 
授業そのものを作成して配信することができます。

1. 必要な環境の準備
リモート学習に最適な環境を整えるにあたり、必要な要素は以下の5つです。IT管理者は、追加の設定や変更を行い、
生徒や教師のみなさんが必要とするツールや機能にアクセスできるようにしておきます。

• iPad

• Wi-Fi（Cellularモデルの場合は不要）

• Apple School Manager

• モバイルデバイス管理システム（MDM、導入されていない場合、各社より無料トライアルも提供されています）

• 各種アプリケーション

iPad
- 教育機関側で新規購入される場合は自動デバイス登録を済ませます。

- 最新のOSにアップデートします。

- 自宅にある個人所有のiPadを使用してもらう場合は、生徒や教師が追加のアプリケーションやリソースにアクセス
して家庭で使えるよう、MDMに手動でデバイスを登録するよう案内します。

「ITスポットライト #1：生徒のデバイスの準備」ビデオを見る >

Wi-Fi
- ネットワークの制限設定で、自宅や公共のWi-Fiネットワークからの接続を制限していないか確認します。
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https://support.apple.com/ja-jp/guide/mdm/mdme02fc7920/web
https://video.ibm.com/playlist/627649/video/126644523
https://video.ibm.com/playlist/627649/video/126644523
https://support.apple.com/ja-jp/guide/mdm/mdm0f7dd3d8/web


Apple School Manager
Apple School Managerは、IT管理者のみなさんが学校に 
導入するiPadを設定するための、ウェブベースの無料ポータルです。
アカウントの作成方法や必要な設定は以下の通りです。

- アカウントを取得するにはApple School Managerから 
登録申請し、審査を経てアカウントが付与されます。

- MDMサーバとApple School Managerを接続します。

- 生徒や教師のみなさんが使うAppleサービスのアクセス権を 
付与したり、アプリケーションやデジタルブックを入手して 
割り当てます。

- 管理対象Apple IDを作成し、スクールワークアプリケションを使ったり、iCloud Driveでファイルを共有したり、
Pages、Numbers、Keynote、メモアプリケーションでの共同編集ができるようにします。

- 自宅にある個人所有のデバイスを使用してもらう場合は、確認コードを送信し、各自の管理対象Apple IDを使って
iCloudにサインインできるようにします。

モバイルデバイス管理システム（MDM）
MDMを利用すれば、iPadの所有者が教育機関、個人のどちらであっても、設定やアップデート、ポリシー準拠状況の 
確認、コンテンツ配布をリモートで行うことができます。

-   各教育機関のニーズに合ったMDMソリューションを選択します。

-   MDMを使ってiPadの設定情報や機能制限を設定します。

- Safariや他社製アプリケーションのフィルタリングオプションを設定します。

- リモート授業に必要なアプリケーションやリソースを一括配布します。

各種アプリケーション
iPadではさまざまなアプリケーションを使ってリモート授業を 
進めることができます。

- 内蔵アプリケーションのKeynote, Numbers, Pagesでは 
リアルタイムでの共同編集が可能です。

- スクールワークアプリケーションを使うと課題の配布や回収を 
リモートで行うことができます。Apple School Manager上 
でクラスの設定をすることで、生徒の名簿と担当教師が自動で 
紐づきます。

- FaceTimeやメッセージアプリケーションを使う場合、 
Apple School Managerで有効にしておきます。

- Google ClassroomやGoogleドライブ、Microsoft Office 365や 
Teams、ロイロノートなど他社製アプリケーションもMDMからリモートで配布できます。

その他App Storeではリモート学習をサポートするアプリケーションをご紹介しています。
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https://support.apple.com/ja-jp/guide/apple-school-manager/tes7909096bf/web
https://school.apple.com/#enrollment
https://support.apple.com/ja-jp/guide/apple-school-manager/tes78b477c81/web
https://support.apple.com/ja-jp/guide/apple-school-manager/tesac999973d/web
https://support.apple.com/ja-jp/guide/mdm/welcome/web
https://support.apple.com/ja-jp/guide/deployment-reference-ios/edu85a99dd53/web
https://www.apple.com/jp/education/docs/get-setup-for-schoolwork.pdf
https://support.apple.com/ja-jp/guide/apple-school-manager/apdb43b66449/web
https://apps.apple.com/jp/story/id1502655717


2. リモート授業の準備

教材の準備
iPadを使って教材の準備や生徒の調べ学習をサポートする場合、以下のビデオを参考にしてみましょう。 
「遠隔授業のための教材や資料を準備する」ビデオを見る >

ブックストアではリモート学習に最適なデジタルブックをご紹介しています。

授業の内容を録画する
オンデマンドで、いつでも何度でも見ることができる授業のビデオを作成する方法は複数あります。

- iPadのカメラ、もしくはClipsアプリケーションを使って作成する 
「Clipsで相手を引き込むビデオを作ろう」ビデオを見る >

- Keynoteに解説を音声で追加して、ムービーに書き出す 
「プレゼンテーションや説明動画を作って共有する」ビデオを見る >

- 他社製ビデオ会議システムを使って行うライブ授業を、それぞれのアプリケーションの機能を使って録画する

3. リアルタイムでのコミュニケーション
- グループFaceTimeを使えば朝活やホームルームなどの時間でビデオチャットができます（最大32人まで）。

- メッセージアプリケーションを使って個人、もしくはグループ単位で連絡を取り合うこともできます。

- ビデオで話している間にチャットで質問を受けたり、画面を共有したりなど、複雑な双方向のやり取りや、複数の 
OSでの運用が必要な場合、Cisco Webexなどの他社製ビデオ会議システムを使って行います。

「リモートでつながる、共同作業をする」ビデオを見る >

4. 教材を配布、回収

ファイルアプリケーションを使う
ムービーを含む様々な教材ファイルを生徒と共有する場合、iPadのファイルアプリケーションを開き、iCloud Driveなど
クラウド上のフォルダに格納して、リンクを共有します。 「リモートでつながる、共同作業をする」ビデオを見る >

スクールワークアプリケーションを使う
スクールワークを使うと、より多様な課題設定と、きめ細く 
個々に寄り添った指導が可能になります。

- 生徒個人、グループ、クラス全体などさまざまな単位で 
コミュニケーションを取る

- アプリケーション内の学習内容を課題として設定する

- 生徒の学習状況を把握し、的確なサポートや、追加の課題を 
提供する

- グループワーク用にあらかじめファイルを共有設定にして 
配布する
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https://video.ibm.com/playlist/627649/video/126305533
https://video.ibm.com/playlist/627649/video/126305533
https://books.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewFeature?id=1506684383&mt=11&ls=1
https://video.ibm.com/playlist/627649/video/126489384
https://video.ibm.com/playlist/627649/video/126489384
https://video.ibm.com/playlist/627649/video/126305534
https://video.ibm.com/playlist/627649/video/126305534
https://support.apple.com/ja-jp/HT209022
https://video.ibm.com/playlist/627649/video/126489749
https://video.ibm.com/playlist/627649/video/126489749
https://video.ibm.com/playlist/627649/video/126489749
https://video.ibm.com/playlist/627649/video/126489749
https://www.apple.com/jp/education/docs/getting-started-with-schoolwork.pdf


5. リモート授業のアイデア

「季節の表現」
身の周りの風景の中で季節を感じられる場面をiPadで撮影し、イラストや、詩、俳句を 
追加したり、定点観測することで毎日の変化を観察します。

「政策提言」
自分が地域のリーダーになったら、どんな方法で人々を幸せにするか、iPadで調べたり、 
家族にインタビューしながらKeynoteやPages、Clipsなどで自分の考えをまとめます。

「身の周りにある数学」
家の中にある図形を探し、その面積、体積、距離を計算してみます。

iPadを使った授業のアイデアはApple Teacher Learning Center*でもご紹介しています。
*ログインにはApple IDが必要です。

6. 保護者向けコミュニケーション

スクリーンタイム
自宅にある個人所有のiPadを学習用に使ってもらう場合、保護者のみなさんがスクリーンタイムを使ってiPadを管理
することができます。子どもたちのデバイス使用状況を把握し、コミュニケーションを取りながら適切な使用ルールを 
家庭ごとに決めていくのに有効です。必要に応じて制限を設けることもできます。

キッズのためのクリエイティブなアクティビティ 30
子どもたちが自宅にいながらiPadを使ってクリエイティブな活動ができるよう、30のアイデアを用意しました。 
子どもたちだけで、もしくは保護者と一緒に楽しむことができます。

PDFをダウンロード >
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季節の表現

身の周りにある数学

https://appleteacher.apple.com
https://support.apple.com/ja-jp/HT204316
https://support.apple.com/ja-jp/HT208982
https://education-static.apple.com/geo/jp/creativity-for-kids/activities_jp.pdf
https://education-static.apple.com/geo/jp/creativity-for-kids/activities_jp.pdf


7. iPadのお手入れ方法
iPadをクリーニングする場合、ケーブル類をすべて取り外してiPadの電源を切った後、除菌シートや糸くずの出ない 
柔らかい布で拭き取ります。

さらに詳しく >

8. 関連情報
このガイドでご紹介した機能や授業のアイデアは以下のページにまとまっています。

学校のApple製デバイスをリモート学習に利用できるよう準備する

Apple Education Learning Seriesのビデオ

Appleと教育

Apple Teacher
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© 2020 Apple Inc. All rights reserved. Apple、Appleのロゴ、FaceTime、iPad、Keynote、Numbers、およびPagesは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。 
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https://support.apple.com/ja-jp/HT204172
https://support.apple.com/ja-jp/HT204172
https://support.apple.com/ja-jp/HT211092
https://video.ibm.com/playlist/627649/video/126305533
https://www.apple.com/jp/education
https://www.apple.com/jp/education/k12/apple-teacher/
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