
ZOOMで
ホームルーム

ZOOMの使い方に慣れよう！



授業に入る前に音声
とマイクのチェック



音声チェックタイム

先生の声が聞こえている

人は手を振って！

※みんなの声は他の人に聞こえないように先生が設定しています。



それではホーム
ルーム開始！



ホームルームのルール

•友だちの意見も自分の意見も大切にしよう！

•オーバーリアクションを心がけよう。

•ＺＯＯＭやパソコンのトラブルがあったら、

WeChatで教えてね。



ＺＯＯＭに
慣れよう！

今日やること

① zoomの使い方（２０分）

② 実践練習（１０分）

③ 振り返り（５分）



① ZOOMの使い方



ZOOMでできること

Zoomとは…

その場にいない人同士がカメラを

使って話し合うことのできる道具

① zoomの
使い方



ミーティング画面の操作

ミーティングが始まると
このような画面が表示されます。

① zoomの
使い方



ミュートの切り替え ① zoomの
使い方

先生が話すときは、みんなのマイクは「ミュート
（声が他の人にきこえない状態）」にします。

発表・話し合いをするときは、先生が「ミュート
を解除してください」言います。
自分でミュートを解除しましょう！



それでは、ミュートを
解除してみましょう。



マイクチェック ① zoomの
使い方

ミュートは解除できたかな？

先生が「せーの」と言ったら質問の答えを
声に出してみよう！

（例）「今日の朝ごはんは？ せーの！」

「せーの」という前に、
みんなが一斉に話すと先
生の声がきこえないよ。



マイクチェック ① zoomの
使い方

今度はミュートに戻してみましょう。

みんなのミュートの設定や解除は、先生
がすることもあります。



発表するとき、
以外はミュート
にしましょう。

授業中の約束



名前の変更 ① zoomの
使い方

自分の名前を「ひらがなの本名」にしましょう

「参加者」 → 「詳細」「名前の変更」



チャットを使ってみよう ① zoomの
使い方

先生への質問や文字での発表はチャット機能

「チャット」 → 文字を入力 → Enterで送信



それでは、チャットで

「赤いものといえば？」

のあなたの答えを送ろう！



チャットを使ってみよう ① zoomの
使い方

「りんご」と全員に送りたいときは…

「チャット」 → 文字を入力 → Enterで送信

りんご



チャットの内容は全員
がみます。
他の人が嫌な気持ちに
なることは送らない。

授業中の約束



発表・質問のときは手を挙げます。

「参加者」 → 手を挙げる

手を挙げて発表しよう ① zoomの
使い方



それでは、これから出すク
イズの答えが分かった人は
「挙手」してください。

〔クイズ〕

日本は「と」、中国は「ぺ」
イギリスは「ロ」・・・。

ではアメリカは？



一度、全員手を挙げてみましょう。

「参加者」 → 手を挙げる

手を挙げて発表しよう ① zoomの
使い方



今度は、手を降ろしてみましょう。

「参加者」 → 手を降ろす

手を挙げて発表しよう ① zoomの
使い方



発表や質問の前には
手を挙げよう。
先生に名前を呼ばれ
たらミュートを解除
して声を出そう。

授業中の約束



挙手してても先生が気づ
かないときもあります。

そんな時は、大きくジェ
スチャーで教えてね。

だけど…



◆先生もみんなも、オンラインで授業をする
のは初めてです。

◆困ったことやトラブル、上手にできないこ
ともあるかもしれませんが、少しずつ
zoomでの授業に慣れていきましょう。

① zoomの
使い方

来週からZOOMを使って
授業をしていきます。



◆普段の授業よりもゆっくりとしたスピード
で進めていきます。

◆授業の途中で困ったことがあれば、WeChat
で教えてね。

来週からZOOMを使って
授業をしていきます。

① zoomの
使い方



◆オンライン授業だと表情や雰囲気がつたわり
にくいです。

◆いつもより大きな
リアクションでいこう！

来週からZOOMを使って
授業をしていきます。

① zoomの
使い方



ＺＯＯＭに
慣れよう！

今日やること

① zoomの使い方（２０分）

② 実践練習（１０分）

③ 振り返り（５分）



〔目標〕

・全員がスムーズにチャットで文字を送れるよ
うになる。

・友だちの意見を見て、意見を共有することが
できるようになる。

② 実践練習今日はチャットの使い方を
練習します。



〔練習内容〕クイズ大会！

・1問ごとに答え合わせをします。

・先生が「回答オープン」と言ったら一斉に
チャットで答えを送ってね。

・フライングは反則！

今日はチャットの使い方を
練習します。

② 実践練習



【第一問】

② 実践練習クイズ大会（チャットの練習）

先生が「回答オープン」と言うまでは送信せずに、文字を打つ準備をしておきます。



【第一問】
小池知事が要請した「ノー３密」に含まれる
ものは？
①密閉された食品
②多くの人の密集する場所
③過密なスケジュールでの仕事

（①～③の番号を送信してください）

② 実践練習クイズ大会（チャットの練習）

先生が「回答オープン」と言うまでは送信せずに、文字を打つ準備をしておきます。

②３密は「密閉空間」「密集」「密接」



【第二問】

② 実践練習クイズ大会（チャットの練習）

先生が「回答オープン」と言うまでは送信せずに、文字を打つ準備をしておきます。



【第二問】
ゾウの歯は何本？
①２８本 ②１０８本 ③４本

（①～③の番号を送信してください）

② 実践練習クイズ大会（チャットの練習）

先生が「回答オープン」と言うまでは送信せずに、文字を打つ準備をしておきます。

③４本
ゾウは上あごと下あごの左右に１本ずつとても大きな歯が生えています。



【第三問】

② 実践練習クイズ大会（チャットの練習）

先生が「回答オープン」と言うまでは送信せずに、文字を打つ準備をしておきます。



【第三問】
山田太郎くんが太朗山田になる都道
府県はどこ？
（都道府県名を送信してください）

② 実践練習クイズ大会（チャットの練習）

先生が「回答オープン」と言うまでは送信せずに、文字を打つ準備をしておきます。

長崎県



〔練習内容〕○で始まる○○ゲーム！

・先生が「○で始まる○○は？」と質問します。

・先生が「回答オープン」と言ったら一斉に
チャットで答えを送ってね。

・最後にみんなで回答を共有します。

チャットの活用練習２ ② 実践練習



【例題】

② 実践練習○○と言えばゲーム（チャットの練習）

先生が「回答オープン」と言うまでは送信せずに、文字を打つ準備をしておきます。



【例題】
「え」で始まる美味しいものは？

（考える時間１分）

② 実践練習

先生が「回答オープン」と言うまでは送信せずに、文字を打つ準備をしておきます。

○○と言えばゲーム（チャットの練習）



答えが人によって違いましたね？

人によって意見が違うのは大事なこ
と。意見が違うから面白いのです。

② 実践練習○○と言えばゲーム（チャットの練習）



色々な答えを出してＯＫですが、他
の人を傷つけるような答えや他の人
が嫌な気持ちになる答えはやめま
しょう。

② 実践練習○○と言えばゲーム（チャットの練習）



【第一問】

② 実践練習○○と言えばゲーム（チャットの練習）

先生が「回答オープン」と言うまでは送信せずに、文字を打つ準備をしておきます。



【第一問】
「か」で始まる、今すぐ欲しいものは？

（考える時間１分）

② 実践練習

先生が「回答オープン」と言うまでは送信せずに、文字を打つ準備をしておきます。

○○と言えばゲーム（チャットの練習）



【第二問】

② 実践練習○○と言えばゲーム（チャットの練習）

先生が「回答オープン」と言うまでは送信せずに、文字を打つ準備をしておきます。



【第二問】
「お」で始まる、怖いものは？

（考える時間１分）

② 実践練習

先生が「回答オープン」と言うまでは送信せずに、文字を打つ準備をしておきます。

○○と言えばゲーム（チャットの練習）



実践練習はここまで。

チャットの使い方は分かりましたか？

オンライン授業でチャットはとても便利。

意見の発表や質問するときに活用することがあるからです。

② 実践練習○○と言えばゲーム（チャットの練習）



ＺＯＯＭに
慣れよう！

今日やること

① zoomの使い方（２０分）

② 実践練習（１０分）

③ 振り返り（５分）



③ 振り返りZOOMの使い方、
分かってきたかな？

授業中の約束

◆発表するとき以外は、 ミュート にしましょ
う。

◆チャットの内容は全員がみます。
他の人が嫌な気持ちになること は送らない。

◆発表や質問の前には 手を挙げよう。



今日のホームルームはここまで！

「ミーティングを退出」を押すことで、

このグループから出ることができます。



ZOOMで
ホームルーム

ZOOMの使い方に慣れよう！


