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1 オンライン授業とは

Web会議システムを活用することによって、教室での開講に限定することなくどこからでも実施できる授業のこと
です。
立教大学では、V-Campusアカウントをもつすべての学生・教職員が利用できるツールとして、Google Meet(以

下、Meet) またはZoomを使用します。
　本手順ではMeetのみに絞り、教員向けにオンライン授業の作成方法、開始方法、操作方法をMeetの実際の

画面に沿って示します。

1.1 Google Meetについて

Googleが提供するビデオ会議ツールです。V-Campusアカウントにより利用できます。

1.2 実行環境

Meetは、以下の環境で動作します。
· ブラウザ版Chrome(最新版)　※他ブラウザでは一部機能が使えないため、Chromeを推奨
· アプリ版iPhone　iOS11.0以降
· アプリ版Android　5.0以降

1.3 Zoomの利用について

Zoomの利用については、下記のサイトを参照してください。
「Zoomの利用について」

1.4 授業種別

オンライン授業は以下の三種類に分かれます。

1.4.1 ライブ参加型（双方向）

· Meetのビデオ会議機能を利用します。
· 授業中に参加者相互の映像が見え、音声が聞こえる方式です。
· ディスカッションなど、リアルタイムに会話する必要がある授業で使用します。

1.4.2 ライブ視聴型（一方向）

· Meetのライブストリーム機能を利用します。
· 授業中に視聴側の映像が見えず、音声が聞こえない方式です。
· 大人数教室での授業など、1：多の講義形式の授業で使用します。

1.4.3 オンデマンド型

· 教員が講義を録画して配信し、受講生がその動画を視聴する形式です。
· 一方向の動画配信ですので、受講の曜日や時限の指定はありません。

4 / 45

https://helpdesk.rikkyo.ac.jp/zoom/zoom_tea


教員用_オンライン授業_詳細版

1.5 開講時の電源確保と通信環境の留意点

オンライン授業はスマートフォンまたはパソコンを使ってインターネット経由で開講しますので、電源と通信環境
に注意してください。

1.5.1 電源の確保

· バッテリー式のモバイル端末の場合、開講中に充電が切れると途中から学生が授業を受けられなくな
ります。充分な充電状態で開講するか、通電したまま開講してください。

1.5.2 通信環境の留意点

· 電波の状態が不安定だと開講中に通信が途切れる可能性があります。その間学生は授業を受けられ
ませんので、有線LANをつないだパソコンでの開講を推奨します。無線LANを使用する場合は、電波
の状態が安定している場所で開講してください。

1.6 アカウントの留意点

オンライン授業はすべてV-Campusアカウント（末尾「@rikkyo.ac.jp」のアカウント）を使用します。個人のGoogle
アカウントでは受講できません。

1.6.1 V-Campusアカウントでログインする

· オンライン授業の「開講準備」も「開講」も、すべてV-Campusアカウントでログインして実施してくださ
い。個人で所有するGoogleアカウントでは実施出来ません。

· 「権限がなくマニュアルが開けない」「Meetに入れない」などの事象は、V-Campusアカウントでログインして
いない場合に発生します。

· 誤って個人のアカウントでログインしてしまった場合は、一度ログアウトしてから再度V-Campusアカウン
トでログインしてください。

1.6.2 V-Campusアカウントでログインできないとき

· V-Campusアカウントでログインできない場合は、下記のURLを参照しプライベートブラウジングを使用
してください。
（URL：https://spirit.rikkyo.ac.jp/mc/faq/SitePages/00109.aspx）
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2 ライブ参加型（双方向）

授業中に参加者相互の映像が見え、音声が聞こえる方式です。ディスカッションなど、リアルタイムに会話する
必要がある授業ですので、パソコンで開講する場合はカメラとマイクが内蔵されたパソコンか、パソコンに接続する
カメラとマイクが別途必要です。スマートフォンの場合は、内蔵のカメラとマイクで実施できます。

2.1 開講準備

2.1.1 Googleカレンダーにアクセスする

Meet上に授業用のWeb会議室を作成する手順を示します。初回授業の前に一度だけ行う作業となります。
必ず立教大学のV-CampusアカウントのGoogleカレンダーで作業してください。

1. SPIRITのトップページで、
SPIRIT Gmailをクリックしま
す。

※ SPIRITトップページ
https://spirit.rikkyo.ac.jp/

2. V-CampusIDとパスワードを
入力し、サインインをクリックし
ます。
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3. 右上のアイコンをクリックし、
カレンダーをクリックします。

4. Googleカレンダーが表示さ
れます。

※ Googleカレンダーの最初の
画面は、初期設定のままの
場合、ご自身の今日を含む
一週間の予定が表示されま
す。（左記は当日が3/12（木）
の表示例）

2.1.2 授業スケジュールを作成する

Meet上に授業用のWeb会議室を作成する手順を示します。初回授業の前に一度だけ行う作業となります。

1. 授業を開催する時間帯をク
リックし、編集画面を開きま
す。

2. 以下の項目を設定します。
1 タイトル（授業名）
2 始終了時間（授業時間）

3. Google Meetのビデオ会議を
追加をクリックします。

※ 上記以外の設定は任意に
行っていただいて構いませ
ん。
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4. Google Meetに参加するが
追加されたことを確認し、保
存をクリックします。

※ Google カレンダーに保存す
ることで、オンライン授業で使
用する授業用Web会議室を
繰り返し使えるようになります

5. 授業が作成されます。

8 / 45



教員用_オンライン授業_詳細版

2.1.3 Google MeetのURLを控える

作成したWeb会議室のURLを保管する手順を示します。初回授業の前に一度だけ行う作業となります。
※Meetが発行するURLは、授業スケジュールを作成するたび新たに割り当てられます。学生がアクセス
するURLを間違わないようにするため、URL発行は一度だけ行い、毎回同じURLを学生に周知する手
順としております。

1. 登録したスケジュールをクリッ
クし、詳細ポップアップを開き
ます。

2. Google Meetに参加の上に
カーソルを移動します。

3. 右側に表示されるアイコンを
クリックします。

4. 左記のような管理資料を用意
し、3で取得したURLを貼り付
ける。

※ 毎回の授業で参加者がアク
セスするURLになりますの
で、無くさないようご注意くだ
さい。

2.1.4 オンライン授業を立教時間に登録する

学生に向けて授業の案内を通知する手順を示します。授業の度に行う作業となります。
学生向けのお知らせのメール送信は即時ではないため、遅くとも授業の前日までに通知してください。

※ オンライン授業に際して、必ず立教時間を使わなければならない、ということではありません。

※ SPIRITとお知らせ連携機能がある立教時間の方が学生への周知力が高いため、各マニュアルは立教時
間の使用を前提にした記述になっています。
以下のようにBlackboardしかない機能を使用する場合は、Blackboardをご使用ください。

1 「掲示板」（学生同士のファイル共有と議論）
2 「類似性判定課題」

参考： Blackboard：教員用マニュアル（https://helpdesk.rikkyo.ac.jp/bb_tea）

1. URL管理資料を開き、
Google MeetのURLをコピー
します。
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2. 学生に向けたお知らせを作
成するため、立教時間にログ
インします。

※ 立教時間トップページ
https://portfolio.rikkyo.ac.j
p/login

3. オンライン授業を実施する授
業をクリックします。

4. お知らせをクリックします。

5. 表示されたお知らせ管理画
面から、作成をクリックしま
す。
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※ 上記設定が学生に送られるメールの内容になります。学生
が理解しやすいよう全授業を同じ文体にするため、ご協力
をお願い致します。

6. お知らせ作成・編集画面から
タイトルと内容を入力します。

※ 入力内容は下記フォーマット
に従ってください。

＜タイトル＞
日付(曜日)時限　科目名(授業形
式)
例：3/19(木)3限　メディアセンター
概論(ライブ参加型)

＜内容＞
オンライン授業(ライブ参加型)を開
催します。
下記リンクよりWeb会議にログインし
てください。
[URL]

※ [URL]に1で取得したGoogle
MeetのURLを貼り付けてくだ
さい。

※ 授業で使用する教材の案内
など、個別の案内が必要な場
合は、[URL]より下に記載し
てください。

7. 続いて、公開開始日・公開終
了日、問合せ先を指定しま
す。

※ 公開終了日は授業終了時刻
を設定してください。

8. 通知メール強制送信にチェッ
クを入れます。

9. 最後に作成をクリックして保
存します。
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10. お知らせの作成に成功すると
メッセージが表示されます。

※ しばらくすると受講生に向け
てメールが送られます。

2.2 開講

2.2.1 オンライン授業の事前確認

授業を開始する前に、必ず実施してください。

1. Googleカレンダーから対象と
なる授業をクリックします。

2. 「編集」をクリックします。
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3. 「この会議の設定を変更」をク
リックします。

4. 左側の「主催者用ボタン」を
選択し、「クイックアクセス」に
チェックを付けます

※ チェックがついてい要る場合
は「項番5」へ進みます。

※ チェックが付いていない場
合、受講生毎に会議への参
加を承認する必要がありま
す。

5. 「保存」をクリックします。

6. 左上の「✕」をクリックして設
定画面を閉じます。
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2.2.2 オンライン授業を開始する

7. URL管理資料を開き、
Google MeetのURLにアクセ
スします。

8. Google Meetが開きます。

9. 「今すぐ参加」をクリックしま
す。

10. ライブ参加型（双方向）授業
が開始します。

※ 受講生が先にログインしてい
る場合もあります。

※ 参加者の雑音で発言者の音
声を妨げないよう、発言者以
外はマイクをオフにするよう受
講生に案内してください。

2.2.3 参加者から参加リクエストが来るようになった場合

1. 参加リクエストが来た場合が
来た場合、リクエスト者(黄色)
を確認し、承認をクリックしま
す。

※ 拒否or承認を選択するまで
他の操作は行えません。

※ 拒否を選択した場合、この会
議を終了するまでの間、その
ユーザは再入室することがで
きません。

14 / 45



教員用_オンライン授業_詳細版

2.2.4 一度に参加リクエストが大量に来てしまった場合

1. 画面下の赤枠のアイコンをク
リックし授業を終了します。

2. 「2.2.1　オンライン授業の事
前確認」の手順を参照し、会
議室の設定確認を行ってくだ
さい。

2.3 授業中の操作

2.3.1 参加者を確認するには

1. 画面下の赤枠のアイコンをク
リックすることで、参加中の
ユーザーが確認できます。

2. メニューを閉じるに右上の「✕
」をクリックします。
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2.3.2 参加者とチャットするには

1. 画面下の赤枠のアイコンをク
リックすることで、参加中の
ユーザーとチャットができま
す。

2. メニューを閉じるには、開か
れたメニュー以外の部分をク
リックします。

2.3.3 ご自身の画面を学生に見せるには

参加者であれば誰でも画面共有を行うことができます。
あとから画面共有をかけた方が優先されるため、学生が無断で画面共有をかけないよう周知してください。

1. 画面下の赤枠のアイコンをク
リックします。

2. 画面共有のモードを選択しま
す。

　①あなたの全画面
表示中の画面全てが参加者の
ディスプレイに表示されます。

　②ウィンドウ
選択したウィンドウのみが参加
者のディスプレイに表示されま
す。

　③タブ
Meetが起動しているブラウザに
存在するタブが表示され、選択
したタブのみが参加者のディス
プレイに表示されます。

※ ご使用のPCがMacである場
合、標準ブラウザであるsafari
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では、②ウィンドウの選択肢
が表示されません。

※ Macで②ウィンドウを使用した
い場合は、Google Chrome
をインストールしてご使用くだ
さい。

①「あなたの全画面」の場合
3. 共有する画面を選択し、共有

をクリックします。

4. Meet画面を最小化して他の
アプリケーション(パワーポイ
ントやワードなど)を画面に表
示させると、その映像が参加
者に配信されます。

②「ウィンドウ」の場合
3. 共有するウィンドウを選択し、

共有をクリックします。

4. 選択したウィンドウの映像の
みが参加者に配信されます。

※ 最小化されているウィンドウは
選択肢に表示されません。

③「タブ」の場合
3. Meetを起動しているウィンド

ウから共有するタブを選択
し、共有をクリックします。

4. 選択したタブの映像のみが
参加者に配信されます。

参考：学生側の画面イメージ
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※ 「あなたの全画面」の場合

※ 「ウィンドウ」の場合

※ 「タブ」の場合

※ 「ウィンドウ」表示でパワーポイントのスライドショーを画面共有すると、相手の画面では上下が欠けて見
える事象が報告されています。（「あなたの全画面」表示の場合は事象の報告はありません）パワーポイ
ントの各ページは多少上下に余裕をもって作成するようにしてください。もし上下に余裕がない場合
は、「ウィンドウ」表示でパワーポイントのスライドショーの画面共有は避けた方が無難です。
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2.3.4 映像・音声のオンオフを切り替えるには

1. 画面下の下記ボタンをクリック
することで、オンオフが切り替
わります。

①赤枠：ご自身のマイクのオン
オフ
②黄色枠：ご自身のカメラのオ

ンオフ

2.3.5 授業を録画するには

※録画を行う場合は必ず参加者の同意を得てからにしてください！
1. 画面下の赤枠のアイコンをク

リックします。

2. 「ミーティングを録画」をクリッ
クします。

3. 確認のポップアップが表示さ
れるため、問題なければ承認
をクリックします。
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4. 確認のポップアップが表示さ
れるため、問題なければ「開
始」をクリックします。

5. 録画が開始れらると画面右上
の「REC」が赤で表示されると
録画が開始します。

※ 資料の公開を伴う場合、著作
権の取り扱いに十分注意した
上で録画を行ってください。

※ 画面右の枠は右上の「✕」を
クリックすると表示されなくなり
ます。

2.3.6 録画を停止するには

1. 画面下の赤枠のアイコンをク
リックします。

2. 表示されたメニューから「録
画を停止」をクリックします。
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3. 「録画を停止」をクリックします

4. 確認のポップアップが表示さ
れるため、問題なければ「録
画の停止」をクリックします。

5. 画面左上録画のアイコンが
消え、録画が停止します。

6. 一定時間経過後、ご自身の
Gmailに動画ファイル保存完
了のメールが通知されます。

※ 動画の長さによって反映に時
間がかかります
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2.4 閉講

2.4.1 授業を終了するには

1. 画面下の赤枠のアイコンをク
リックします。

2. 必ず「終了せずに自分
だけ退出」をクリックし会議
から退出します。

※ 全ユーザーが退出するまで
会議は開かれた状態となりま
す。残っているユーザーのみ
で引き続き会話ができます。
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2.5 録画した映像の共有

2.5.1 録画した動画を共有するには

1. 録画した動画は、Googleドラ
イブのマイドライブ内に自動
的に作成される「Meet
Recordings」内にあります。

2. 「Meet Recordings」内の動
画を確認し、共有する動画を
選びます。

※ 共有方法は、「教員用④オン
ライン授業_教材共有方法」
の「５．アップロードしたファイ
ルを共有する。」以降を参照
してください。
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2.6 開講時の留意点

2.6.1 静かな場所で開講する

開講中は、自分の声の他に周りの音も参加者全員に聞こえます。雑音の多い場所で実施するとお互いの声が
聞き取りづらくなりますので、できるだけ静かな場所で開講してください。マイクとイヤホンの付いたヘッドセットの使
用を推奨いたします。
また、学生の通信環境によっては音声の乱れや遅延が発生する場合があります。会話はできるだけゆっくり、

はっきり行うよう参加者へ周知してください。

2.6.2 カメラに映る背景に注意する

開講中は、ご自身の背景も参加者全員に見えてしまいます。機密情報などが背景に映らないよう注意して開講
してください。

2.6.3 参加者のアカウントに注意する

Meetの参加者は、立教大学のV-Campusアカウントをもつユーザに限ります。V-Campusアカウント以外からアク
セスがあった場合、下記のような画面が表示されることがあります。絶対に承諾しないでください。

学生が(V-Campusアカウントではない)個人のGoogleアカウント
を所有している場合、意図せず個人のGoogleアカウントでアクセ
スしてしまう場合があります。その際は下記に従い、V-Campusア
カウントでアクセスしなおすよう案内をお願い致します。

● V-Campusアカウント以外から
アクセスされた場合、会議参
加を求めるポップアップが表
示されます。

● V-Campusアカウント以外の
場合、そのユーザが学生であ
る確証がありませんので、必
ず拒否をクリックしてくださ
い。

1. MeetのURLにアクセスする。
2. 右上に表示されるメールアド

レスが@rikkyo.ac.jpであるこ
とを確認する。

3. 違うアカウントが表示されてい
る場合、アカウントを切り替え
るをクリックしV-Campusアカ
ウントでログインしなおす。

4. 今すぐ参加をクリックする。
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3 ライブ視聴型（一方向）授業

学生が教員の講義を映像で観ながら音声を聴く授業です。

3.1 開講準備

3.1.1 Googleカレンダーにアクセスする

Meet上に授業用のWeb会議室を作成する手順を示します。初回授業の前に一度だけ行う作業となります。
必ず立教大学のV-CampusアカウントのGoogleカレンダーで作業してください。

1. SPIRITのトップページで、
SPIRIT Gmailをクリックしま
す。

※ SPIRITトップページ
https://spirit.rikkyo.ac.jp/

2. V-CampusIDとパスワードを
入力し、サインインをクリックし
ます。
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3. 右上のアイコンをクリックし、カ
レンダーをクリックします。

4. Googleカレンダーが表示さ
れます。

※ Googleカレンダーの最初の
画面は、初期設定のままの場
合、ご自身の今日を含む一
週間の予定が表示されます。
（左記は当日が3/12（木）の表
示例）

3.1.2 授業スケジュールを作成する

Meet上に授業用のWeb会議室を作成する手順を示します。初回授業の前に一度だけ行う作業となります。
1. 授業を開講する時間帯をク

リックします。

2. 編集画面が開きますので、そ
の他のオプションをクリックし
ます。

3. 以下の項目を設定します。
①タイトル（授業名）
　②開始終了時間（授業時間）

4. Google Meetのビデオ会議を
追加をクリックします。名）
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5. 編集画面が開きますので、そ
の他のオプションをクリックし
ます。

6. 「ライブストリーム」を追加」を
クリックします。
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7. 確認のポップアップが表示さ
れるため、問題なければ「ライ
ブストリームを追加」をクリック
します。

8. ライブストリームが追加された
ことを確認し、保存をクリック
します。

※ 上記以外の設定は任意に
行っていただいて構いませ
ん。

※ Google カレンダーに保存す
ることで、オンライン授業で使
用する授業用Web会議室を
繰り返し使えるようになります
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9. 授業が作成されます。

3.1.3 Google Meet／ライブストリームのURLを控える

作成したWeb会議室のURLを保管する手順を示します。初回授業の前に一度だけ行う作業となります。

※Meetが発行するURLは、授業スケジュールを作成するたび新たに割り当てられます。学生がアクセスする
URLを間違わないようにするため、URL発行は一度だけ行い、毎回同じURLを学生に周知する手順としており
ます。

1. 登録したスケジュールをクリッ
クし、詳細ポップアップを開き
ます。

2. Google Meetに参加の上に
カーソルを移動します。

3. 右側に表示されるアイコンを
クリックします。

4. 左記のような管理資料を用意
し、3で取得したURLを貼り付
ける。

※ 毎回の授業で教員がアクセ
スするURLになりますので、
無くさないようご注意くださ
い。
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5. ライブストリームを視聴の上に
カーソルを移動します。

6. 右側に表示されるアイコンを
クリックします。

7. 6で取得したURLを貼り付け
る。

※ 毎回の授業で学生に周知す
るURLになりますので、無くさ
ないようご注意ください。

※ 「Google Meetに参加」のURL：授業を配信する側のURL　→　授業する際に教員が使うURL
※ 「ライブストリームを視聴」のURL：授業を視聴する側のURL　→　学生に知らせるURL
※ 同じカレンダー登録で作成したURLの組み合わせで、配信と視聴が行われます。

※ 学生に知らせるURLを間違えないようにしてください。
※ 配信と視聴の組み合わせを間違えて知らせると、学生は授業を受講できません。
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3.1.4 オンライン授業を立教時間に登録する

学生に向けて授業の案内を通知する手順を示します。授業の度に行う作業となります。
学生向けのお知らせのメール送信は即時ではないため、遅くとも授業の前日までに通知してください。
※ オンライン授業に際して、必ず立教時間を使わなければならない、ということではありません。

※ SPIRITとお知らせ連携機能がある立教時間の方が学生への周知力が高いため、各マニュアルは立教時
間の使用を前提にした記述になっています。
以下のようにBlackboardしかない機能を使用する場合は、Blackboardをご使用ください。

1 「掲示板」（学生同士のファイル共有と議論）
2 「類似性判定課題」

参考： Blackboard：教員用マニュアル（https://helpdesk.rikkyo.ac.jp/bb_tea）

1. URL管理資料を開き、ライブ
ストリームのURLをコピーしま
す。

2. 学生に向けたお知らせを作
成するため、立教時間にログ
インします。

※ 立教時間トップページ
https://portfolio.rikkyo.ac.jp/logi
n

3. オンライン授業を実施する授
業をクリックします。
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4. お知らせをクリックします。

5. 表示されたお知らせ管理画
面から、作成をクリックしま
す。

※ 上記設定が学生に送られるメールの内容になります。学生
が理解しやすいよう全授業を同じ文体にするため、ご協力
をお願い致します。

6. お知らせ作成・編集画面から
タイトルと内容を入力します。
入力内容は下記フォーマット
に従ってください。

＜タイトル＞
日付(曜日)時限　科目名(授業形
式)
例：3/19(木)2限　メディアセンター
概論(ライブ視聴型)

＜内容＞
オンライン授業(ライブ視聴型)を開
催します。
下記リンクよりライブ配信を視聴し
てください。
[URL]

※ [URL]に1で取得したライブス
トリームのURLを貼り付けてく
ださい。

※ 授業で使用する教材の案内
など、個別の案内が必要な場
合は、[URL]より下に記載し
てください。
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7. 続いて、公開開始日・公開終
了日、問合せ先を指定しま
す。

※ 公開終了日は授業終了時刻
を設定してください。

8. 通知メール強制送信にチェッ
クを入れます。

9. 最後に作成をクリックして保存
します。

10. お知らせの作成に成功すると
メッセージが表示されます。

※ しばらくすると受講生に向け
てメールが送られます。
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3.2 開講

3.2.1 オンライン授業の事前確認

1. Googleカレンダーから対象と
なる授業をクリックします。

2. 「編集」をクリックします。

3. 「ビデオ通話オプション」をク
リックします。
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4. 「クイックアクセス」にチェック
を付けます。

※ チェックがついてい要る場合
はそのままで問題ありませ
ん。

※ チェックが付いていない場
合、受講生がアクセスする度
に承認する必要があります。

5. 問題がなければ「保存」をク
リックします。

6. 左上の「✕」をクリックして設
定画面を閉じます。

3.2.2 オンライン授業を開始する

※ 「Google Meetに参加」のURL：授業を配信する側のURL　→　授業する際に教員が使うURL
※ 「ライブストリームを視聴」のURL：授業を視聴する側のURL　→　学生に知らせるURL
※ 同じカレンダー登録で作成したURLの組み合わせで、配信と視聴が行われます。

1. URL管理資料を開き、
Google MeetのURLにアクセ
スします。
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2. Google Meetが開きます。

3. 「今すぐ参加」をクリックしま
す。

4. 授業の準備が整ったら、画面
上の「ストリーミングを開始」を
クリックします。

5. 画面右に表示されるため、
「ストリーミングを開始」をクリッ
クします

6. 確認のポップアップが表示さ
れるため、問題なければ「開
始」をクリックします。
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7. 「ライブ配信中」のアイコンが
赤く表示され、ライブ視聴型
（一方向）授業が開始されま
す。

3.2.3 参加者から参加リクエストが来るようになった場合

1. 参加リクエストが来た場合が
来た場合、リクエスト者(黄色)
を確認し、承認をクリックしま
す。

※ 拒否or承認を選択するまで
他の操作は行えません。

※ 拒否を選択した場合、その
ユーザは再度リクエストを送
ることができなくなります。

3.2.4 一度に参加リクエストが大量に来てしまった場合

1. 画面下の赤枠のアイコンをク
リックし授業を終了します。

2. 「3.2.1　オンライン授業の事
前確認」の手順を参照し、会
議室の設定確認を行ってくだ
さい。

3.3 授業中の操作

3.3.1 参加者を確認するには

1. ライブ視聴型では視聴中の
ユーザを確認することはでき
ません。

※ 出欠の確認は出来ません。
他の方法ででご実施ください
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3.3.2 参加者とチャットするには

1. ライブ視聴型では視聴中の
ユーザとチャットをすることは
できません。

※ 学生とのやり取りが必要な授
業はライブ参加型にて開講く
ださい

3.3.3 ご自身の画面を学生に見せるには

1. 画面下の赤枠のアイコンをク
リックします。

2. 画面共有のモードを選択しま
す。

　①あなたの全画面
表示中の画面全てが参加者の
ディスプレイに表示されます。

　②ウィンドウ
選択したウィンドウのみが参加
者のディスプレイに表示されま
す。
③タブ
Meetが起動しているブラウザに
存在するタブが表示され、選択
したタブのみが参加者のディス
プレイに表示されます。

※ ご使用のPCがMacである場
合、標準ブラウザであるsafari
では、②③ウィンドウの選択
肢が表示されません。

※ Macで②③ウィンドウを使用
したい場合は、Google
Chromeをインストールしてご
使用ください。

①「あなたの全画面」の場合
3. 共有する画面を選択し、共有

をクリックします。

※ ご自身のパソコン画面全体を
受講生に見せる場合に使用
します。
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②「ウィンドウ」の場合
3. 共有するウィンドウを選択し、

共有をクリックします。

4. 選択したウィンドウの映像の
みが視聴者に配信されます。

※ ここでパワーポイントやワード
など受講生に見せたいウィン
ドウを選択すると、その資料
が受講生の画面に表示され
ます。

※ パワーポイントのスライド
ショーを受講生に見せる場合
は、パワーポイントのウィンド
ウを選択してスライドショーを
開始します。

※ 最小化されているウィンドウは
選択肢に表示されません。

③「ダブ」の場合
3. Meetを起動しているブラウザ

から共有するタブを選択し、
共有をクリックします。

4. 選択したタブの映像のみが
参加者に配信されます。

参考：学生側の画面イメージ

※　あなたの全画面の場合
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※　ウィンドウの場合

※　タブの場合

※ 「ウィンドウ」表示でパワーポイントのスライドショーを画面共有すると、相手の画面では上下が欠けて見
える事象が報告されています。（「あなたの全画面」表示の場合は事象の報告はありません）パワーポイ
ントの各ページは多少上下に余裕をもって作成するようにしてください。もし上下に余裕がない場合
は、「ウィンドウ」表示でパワーポイントのスライドショーの画面共有は避けた方が無難です。

3.3.4 映像・音声のオンオフを切り替えるには

1. 画面下の下記ボタンをクリック
することで、オンオフが切り替
わります。

①赤枠：自身のマイクのオンオ
フ
②黄色枠自身のカメラのオンオ

フ
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3.3.5 授業を録画するには

※ゲストスピーカーがいる授業の場合、必ずゲストスピーカーの同意を得てからにしてください！

1. 画面下の赤枠のアイコンをク
リックします。

2. ミーティングを録画をクリック
します。

3. 確認のポップアップが表示さ
れるため、問題なければ承認
をクリックします。

4. 「REC」のアイコンが赤色で表
示されたら、録画が開始しま
す。

※ 資料の公開を伴う場合、著作
権の取り扱いに十分注意した
上で録画を行ってください。
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3.3.6 録画を停止するには

1. 画面下の赤枠のアイコンをク
リックします。

2. 「録画を停止」をクリックします

3. 確認のポップアップが表示さ
れるため、問題なければ「録
画を停止」をクリックします。

4. 画面上の「REC」のアイコンが
消え、録画が停止します。
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5. 一定時間経過後、ご自身の
Gmailに動画ファイル保存完
了のメールが通知されます。

※ 動画の長さによって反映に時
間がかかります

3.4 閉講

3.4.1 授業を終了するには

1. 画面下の赤枠のアイコンをク
リックします。

2. 「終了せずに自分だけ退出」
をクリックし会議から退出しま
す。

※ 退出と同時にライブ配信が終
了します。

※ 全ユーザーが退出するまで
会議は開かれた状態となりま
す。残っているユーザーのみ
で引き続き会話ができます。
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3.5 録画した映像の共有

3.5.1 録画した動画を共有するには

1. 録画した動画は、Googleドラ
イブのマイドライブ内に自動
的に作成される「Meet
Recordings」内にあります。

2. 「Meet Recordings」内の動
画を確認し、共有する動画を
選びます。

※ 共有方法は、「教員用④オン
ライン授業_教材共有方法」
の「５．アップロードしたファイ
ルを共有する。」以降を参照
してください。

3.6 開講時の留意点

3.6.1 静かな場所で開講する

開講中は、自分の声の他に周りの音も受講者に聞こえます。雑音の多い場所で実施すると受講者が聞き取りづ
らくなりますので、できるだけ静かな場所で開講してください。マイクとイヤホンの付いたヘッドセットの使用を推奨い
たします。
また、学生の通信環境によっては音声の乱れや遅延が発生する場合があります。会話はできるだけゆっくり、

はっきり行うようご注意ください。

3.6.2 カメラに映る背景に注意する

開講中は、ご自身の背景も受講者に見えてしまいます。機密情報などが背景に映らないよう注意して開講してく
ださい。
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4 オンデマンド型

講義を録画して配信し、受講生がその動画を視聴する形式です。

4.1 開講準備

4.1.1 講義を録画して配信する

テキストのアップロードや講義の録画、動画サイトへの案内など、それぞれの授業で必要な準備を行ってくださ
い。授業支援システムの使い方については各システムの手順をご確認ください。

● 立教時間
https://helpdesk.rikkyo.ac.jp/rj_tea

● Blackboard
https://helpdesk.rikkyo.ac.jp/bb_tea

● 授業収録の手順マニュアル

「教員用③オンデマンド型」
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