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「オンライン・ツール」と向き合えるサイト集 

 

信州大学教職支援センター 

荒井英治郎 （earai@shinshu-u.ac.jp） 

 

本学の学生に協力いただきながら、「オンライン・ツール」と向き合えるサイト集を作成しました（2021 年

2 月 10 日時点）。一人でも多くの関係者の皆様に、参照いただき、ご活用いただけたら幸いです。なお、

今後定期的な更新を予定しているため、おすすめのサイト等があれば、ご紹介いただけたら幸いです。 
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Ⅰ 基礎編 

 

【ZOOM】 

 

①〈ZOOM の使い方〉 

 

・「ZOOM って何？参加するには、どうすればいいの？」 

https://zoomy.info/ 

 

・「Zoom の基本的な使い方や PC でのミーティングの開催方法を紹介」 

https://symphonict.nesic.co.jp/workingstyle/zoom/pc-howto/ 

 

・「Zoom の使い方をマスターしよう！」  

https://zoom-tatsujin.com/using/ 

 

・「Zoom でミーティングに参加する方法を初心者向けに解説」 

https://zoom-tatsujin.com/using/ 

 

・「ZOOM+α」 

https://zoom.les.cmc.osaka-u.ac.jp/ 

 

・「Zoom の基本操作・遠隔講義開始」 

https://dn.med.kyushu-u.ac.jp/zoom_manual/ 

 

・「【初心者向け】web会議システム zoom（ズーム）の使い方」 

https://mind-and-map.com/zoom/ 

 

・「web会議ツール「Zoom」とは？使い方１から解説します」 

https://www.remotework-labo.jp/2018/01/zoom_beginner/ 

 

・「オンライン会議サービス「Zoom」の使い方を解説。無料プランでは何ができるのか」 

https://media.voista.jp/business/zoom-guide/ 

 

・「オンライン授業の zoom で必要なもの。学校での使い方と準備を解説します」 

https://jyukubag.com/online-lesson-zoom 

 

・「【塾生向け完全マニュアル】ＺＯＯＭオンライン授業の受け方」 

https://mana-viva.jp/mana-viva/2020-04-16-zoom 

 

・「遠隔授業で使う Zoom とは？ダウンロードから設定・使用方法まとめ」 

https://arschool.co.jp/blog/archives/2937 

 

・「ZOOM の使い方パソコン編！基本的な機能と操作手順を解説」 

https://webcommu.net/zoom-install/ 
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・「無料の Web会議ツール「Zoom（ズーム）」の使い方【テレワーク】」 

https://webcommu.net/zoom-how-to-use/ 

 

・「ZOOM の学校 ZOOM 使い方ご案内」 

https://zoom-school.info/zoom_school/ 

 

・「臨時休校から、テレワークまで。よくわかる｢Zoom｣の使い方【基礎知識】」 

https://www.businessinsider.jp/post-208979 

 

・「Zoom の使い方とは？ マニュアルで分かりやすく解説！テレワークや教育現場で活用されている

「Zoom(ズーム)」の使い方」 

https://biz.teachme.jp/blog/telework_zoom_manual/ 

 

・「世界一わかりやすい zoom の使い方 完全マニュアル」 

https://kigyolog.com/article.php?id=755 

 

・「"かんたん！無料で！すぐできる！ 2020 年度版【Zoom 使い方・始め方22個の動画マニュアル集】"」 

https://zoom-

shukyaku.com/zoom-%e4%bd%bf%e3%81%84%e6%96%b9-%e3%83%9e%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%82%a2%e3%83

%ab/ 

 

・「先生向け・初級編 いますぐ Zoom を始めたい人へ丁寧解説」 

https://ciqba.jp/5259 

 

・「Zoom を使いこなすには？基本的な使い方を解説」 

https://blog.hubspot.jp/zoom-how-to-use 

 

・「Zoom の使い方・パソコン版の基本的な機能と操作方法を簡単解説」 

https://relation-blogseo.com/zoom-%e4%bd%bf%e3%81%84%e6%96%b9/ 

 

・「《超入門》ZOOM のパソコン・スマホでの使い方【初心者から始められる！ビジネス活用法まとめ】」 

https://zoom-shukyaku.com/zoom-%e4%bd%bf%e3%81%84%e6%96%b9/ 

 

・「Zoom ってこんなに便利！使い方や活用法をご紹介！」 

https://www.bitlab.jp/staff/zoom3/ 

 

・「超初級：Zoom の使い方｜ 「明日の会議は Zoom でね」と言われて、あわてないための基礎講座」 

https://www.itreview.jp/blog/archives/7030 

 

・「Zoom の使い方 オーディオ（音声）の設定方法 ZOOM」 

https://relation-

blogseo.com/zoom-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA-%E8%A8%AD%E5%AE%9A/ 
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②〈オンラインレクの紹介〉 

 

・「教員向け オンラインあそびクラスレク１０選！Zoom やテレビ電話で大人数の子どもが楽しめる！」 

https://manabitime.com/zoomrec-1327 

 

・「ZOOM でも楽しい!オンライン授業のレク・遊び・アイスブレイク 5選」 

https://ao-labo.com/online-recreation/ 

 

 

③〈教育分野向けの ZOOM の活用〉 

 

・「Zoom 授業での使い方（教員編）」 

https://utelecon.github.io/zoom/how_to_use_in_classroom_faculty_members.html 

 

・「Zoom を活用した学校向けの新サービスが発表されました 

https://blog.edunote.jp/entry/2020/09/25/065209 

 

・「"Feels like a real classroom. Built on Zoom."」 

https://www.classedu.com/ 

 

・ 「 Class for Zoom 誕生 ！早速解 説 し ま す 。授業 で Zoom 使 う な ら こ れ 一択！ 」

https://note.com/edup/n/n330cd9a12885 

 

・「教育機関向けに Zoom が開発した「Class for Zoom」の全貌とは」 

https://www.gakkou-

keiei.com/column/%e6%95%99%e8%82%b2%e6%a9%9f%e9%96%a2%e5%90%91%e3%81%91%e3%81%abzoom%e3%8

1%8c%e9%96%8b%e7%99%ba%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%8cclass-for-

zoom%e3%80%8d%e3%81%ae%e5%85%a8%e8%b2%8c%e3%81%a8%e3%81%af 

 

・「Zoom を活用したオンライン朝の会、進行のポイントは？ 公立小学校での実践事例」 

https://edtechzine.jp/article/detail/3859 

 

・｢オンラインで授業｣先生たちの試行錯誤の日々」 

https://toyokeizai.net/articles/-/339136?page=4 

 

・「Class for Zoom！ 学校・教育者向けの画期的なサービス！」 

https://deepissue.com/classforzoom/ 

 

・「結論 オンライン授業は疲れる！？ZOOM の問題点や注意点は？」 

https://ceiblog.com/online-school 

 

・「"｢Zoom授業｣が学ぶ意欲を向上させる 3つの理由。学校以外でも｢勉強できる環境｣の発見になる"」 

https://toyokeizai.net/articles/-/337917 
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・「Zoom 教育機関で使える設定」 

https://umeyalabo.com/zoom-setting 

 

・「これで授業もオンライン化！ZOOM の「個室」（ブレークアウト）機能を使って、学校全体をオンライン化

してみよう〜学校向けの機能と利用方法の紹介〜」 

https://note.com/base_campus/n/n10203e822b47 

 

・「zoom を使ったオンライン授業の受け方！どんな準備が必要？」 

https://sokutrend.com/zoomwotukattaonrainjigyou/ 

 

・「Zoom 利用は未成年でも利用可能？年齢制限は？利用規約を確認してわかること・まとめ【2020 年最

新版】」 

https://tipstour.net/zoom-use-minor-and-education 

 

・「教育事業者向け「Studyplus for School」が「Zoom」と連携開始」 

https://ict-enews.net/2020/11/5studyplus/ 

 

 

④〈企業・一般向けの ZOOM の活用〉 

 

・「"3分で分かる Zoom とは？知らないと損する Web会議ツール"」 

https://zoom.nissho-ele.co.jp/blog/practice/zoom-meeting.html 

 

・「Zoom を使ったオンラインレッスンのやり方 ～事前準備からレッスン当日の流れまでを徹底解説」 

https://blog.coubic.com/coubic/zoom-online-lesson/ 

 

・「オンラインセミナー受講の手順」 

https://www.macnica.net/contents/howtoonline_zoom.html/ 

 

・「オンライン英会話レッスンのための Zoom(ズーム)の始め方・使い方まとめ」 

https://www.s-world.jp/ryugaku/infomation/zoom-for-online-lessons/ 

 

 

⑤〈ZOOM のテクニック・マナー〉 

 

・「Zoom会議で｢この人慣れてるな｣と思わせる､ワンランク上のテク 5つ」 

https://president.jp/articles/-/35152  

 

・「Zoom」でホストを務めるなら最初に知っておきたい 5つのテク」 

https://www.msn.com/ja-

jp/news/techandscience/zoom-%E3%81%A7%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%92%E5%8B%99%E3%

82%81%E3%82%8B%E3%81%AA%E3%82%89%E6%9C%80%E5%88%9D%E3%81%AB%E7%9F%A5%E3%81%A3%E3%81

%A6%E3%81%8A%E3%81%8D%E3%81%9F%E3%81%845%E3%81%A4%E3%81%AE%E3%83%86%E3%82%AF/ar-

BB187Ds6 
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・「IT オンチが｢初めての Zoom会議｣でまず押さえるべき超基本テク 5」 

https://president.jp/articles/-/34892 

 

・「ZOOM などテレビ会議「テクニック集」 一目置かれる技で好印象をゲットしよう」 

https://vpsset.net/zoom-technic/ 

 

・「Zoom会議で初心者がついやってしまいがちなマナー違反5つ」 

https://president.jp/articles/-/35151?page=3 

 

 

⑥〈ZOOM のメリット・デメリット〉 

 

・「Zoom オンライン授業を始める前に知っておきたい危険性」 

https://koumuroom.com/gakkozoomjugyo.html 

 

・「Zoom のセキュリティ問題とは？2020 年 7月現在までの最新アップデートや安全に使うための対策方

法」 

https://www.zoom.style/knowhow/002 

 

・ 「 Zoom で 教 員 が オ ン ラ イ ン 授 業 ！ コ ロ ナ に よ る 休 校 に 負 け な い ！ 」

https://usab1og.com/entry/zoom%E3%81%A7%E6%95%99%E5%93%A1%E3%81%8C%E3%82%AA%E3%83%B3%E3

%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E6%8E%88%E6%A5%AD%EF%BC%81%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%

81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E4%BC%91%E6%A0%A1%E3%81%AB 

 

・「"ZOOM で研修会をして気づいた１２の発見"」 

https://teachers-job.com/20200322-12/ 

 

・「オンライン授業をやってみた方々による実感のこもったツイートの数々」 

https://digitalnagasaki.hatenablog.com/entry/2020/04/15/012910 

 

・「オンライン（Zoom）授業を振り返る。  

https://kango-support.or.jp/3986 

 

・「【悲報】ZOOM の問題点や注意点は？不安定でオンライン授業が中止」 

https://ceiblog.com/online-school2  

 

・「Zoom って本当に大丈夫？ 危険性や気になるセキュリティ対策は？」 

https://allabout.co.jp/gm/gc/485882/ 

 

 

⑦〈ZOOM の機能〉 

 

・「ミーティングの投票機能」 

https://zoom-support.nissho-

ele.co.jp/hc/ja/articles/360022864972-%E3%83%9F%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%
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B0%E3%81%AE%E6%8A%95%E7%A5%A8%E6%A9%9F%E8%83%BD 

 

・「Web会議ツール Zoom の最低限知っておきたい機能13選や便利な使い方のこと」 

https://symphonict.nesic.co.jp/workingstyle/zoom/function/ 

 

・「先生向け:ZOOM 集団授業：複数台の活用例  

https://note.com/sumycafe/n/n74f6ce3fbe57 

 

・「ブレイクアウト (Breakout)」 

https://lecturehub.kobe-u.ac.jp/zoom/teacher/breakout/ 

 

・「【Zoom で授業】ブレイクアウトルームの有効活用 

https://taiyolab.net/zoom-breakoutroom-effectiveway/ 

 

・「無料で使える！Zoom のブレイクアウトルーム (グループ分け) 機能の使い方・オプション機能を徹底

解説」 

https://blog.coubic.com/onlinelesson/zoom-breakoutroom/ 

 

・「Zoom の録画機能を使いこなして毎日の MTG を効率化！知っておきたい録画の方法と活用術」 

https://www.zoom.style/knowhow/011 

 

・「Zoomズームの使い方| 資料やスライドを画面共有する方法を画像付きでわかりやすく！  

https://aokiin.com/zm/zoom-shiryou/ 

 

・「先生向け・中級編 Zoom のオンライン授業にプラスアルファでおすすめの補助サービス 

https://ciqba.jp/5666 

 

 

⑧〈ZOOM の設定・参加・ホストなど〉 

 

・「Zoom ミーティングに参加する手順をどこよりもわかりやすく解説しました」 

https://makefri.jp/work/7922/ 

 

・「Zoom で授業を始めよう Step.7～オススメの設定～」 

https://www.fy1203.com/2020/05/08/zoom-7/ 

 

・「Zoom（ズーム）の始め方  Step1：招待された会に参加する方法などの方法」 

https://shimin-sector.jp/report/zoom_step1/ 

 

・「ZOOM の使い方。初心者でもわかる PC での Web会議の開催・参加方法」 

https://dekiru.net/article/20030/ 

 

・「初めての Zoom会議 7分で完了するサインアップ手順（アカウント作成方法）【無料】」 

https://mix-time.com/zoom/kaisai/signup 
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・「Zoom（WEB会議システム）の無料アカウント取得方法 2020 年7月最新版Zoom 使い方①」 

https://zoom-

shukyaku.com/zoom-%e7%84%a1%e6%96%99-%e3%82%a2%e3%82%ab%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%88-%e5%9

c%a8%e5%ae%85%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af-%e4%bd%bf%e3%81%84%e6%96%b9/ 

 

・「Zoom(WEB会議システム）への招待方法 2020 年7月最新版Zoom 使い方」  

https://zoom-shukyaku.com/zoom-%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af-

web%e4%bc%9a%e8%ad%b0-%e6%8b%9b%e5%be%85-%e5%9c%a8%e5%ae%85%e3%83%af%e3%83%bc%e3%82%af-%

e6%96%b9%e6%b3%95/ 

 

・「最新 新規無料アカウント作成画面の変更点を徹底解説！2020年版Zoom使い方⑯（在宅ワークWEB

会議システム）」 

https://zoom-

shukyaku.com/zoom-%e7%84%a1%e6%96%99-%e3%82%a2%e3%82%ab%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%88-%e5%a

4%89%e6%9b%b4/ 

 

・「Zoom アカウントの作り方」 

https://zoom.les.cmc.osaka-

u.ac.jp/zoom-%e3%82%a2%e3%82%ab%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%88%e3%81%ae%e4%bd%9c%e3%82%8a%e6%

96%b9/ 

 

・「Zoom の使い方マニュアル！参加方法から便利な機能の操作方法まで！」 

https://www.bitlab.jp/staff/zoom_faq/ 

 

・「使い方解説 Zoom でミーティングを主催する（ホストする）方法」 

https://symphonict.nesic.co.jp/workingstyle/zoom/host/ 

 

・ 「 Zoom ミ ー テ ィ ン グ に 参 加 す る 手順を ど こ よ り もわか りや す く 解 説 し ま し た 」

https://makefri.jp/work/7922/ 
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【Google Meet】 

 

①〈Google Meet の使い方〉 

 

・「"Google Meetビジネスで使える安全性の高いビデオ会議ツール" 

https://gsuite.google.co.jp/intl/ja/products/meet/ 

 

・「"Google Meet でビデオ会議を行う方法"」 

https://apps.google.com/intl/ja/meet/how-it-works/ 

 

・「Google Meet でできること【オンライン授業も OK】」 

https://kitajimatakahiro.com/what-googlemeet/ 

 

・「Google Meet とは？便利な機能から使い方までわかりやすく解説！今すぐ使えるマニュアルも大公開

中」 

https://biz.teachme.jp/blog/telework_google-meet_manual/#i 

 

・「Google Meet におすすめの拡張機能7選 グリッド表示や挙手のリアクションも」 

https://tech-camp.in/note/technology/87090/#Google_Meet-2 

 

・「Google Chrome の拡張機能とは？インストールや設定方法をわかりやすく解説」 

https://tech-camp.in/note/technology/85437/ 

 

・「最新版 Google Meet の使い方を徹底解説」 

https://www.cloud-ace.jp/column/detail41/ 

 

・「誰でも無料で利用可能に！Google Meet の使い方と便利機能を紹介」 

https://ferret-plus.com/23339 

 

・「Google Meet の使い方を解説！特徴やハングアウトとの違いも紹介」 

https://qeee.jp/magazine/articles/9286 

 

・「Google Meet （旧称 Hangouts Meet）の使い方！特徴やおすすめ機能をご紹介」 

https://funtre-blog.com/apps/how-to-use-google-meet/ 

 

・「初めての方必見！Google Meet の使い方 – URLからのアクセス方法・発行方法」 

https://good-things.jp/note/first-google-meet-url/ 

 

・「徹底解説 Google Meet の使い方・特徴・便利機能をわかりやすく解説」 

https://blog.misosil.com/%e3%80%90%e5%be%b9%e5%ba%95%e8%a7%a3%e8%aa%ac%e3%80%91google-

meet%e3%81%ae%e4%bd%bf%e3%81%84%e6%96%b9%e3%83%bb%e7%89%b9%e5%be%b4%e3%83%bb%e4%be%bf%e5

%88%a9%e6%a9%9f%e8%83%bd%e3%82%92%e3%82%8f%e3%81%8b/ 

 

・「Google Meet の便利な使い方〜特徴などを解説」 

https://www.jicoo.com/resources/blog/google-meet 
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・「Google Meet の基本的な使い方やパソコンで WEB会議を開催する方法」 

https://pokapokazoku.com/google-meet-use-host/ 

 

・「2020.9.30 更新 Google Meet の使い方と使いこなすコツ」  

https://xn--yck7ccu3lc8026d6fwg.jp/google-

meet%E3%81%AE%E4%BD%BF%E3%81%84%E6%96%B9%E3%81%A8%E4%BD%BF%E3%81%84%E3%81%93%E3%81%

AA%E3%81%99%E3%82%B3%E3%83%84/ 

 

・「簡単図解 Google Meet の使い方【無料版】」  

https://www.asobide.com/google-meet/ 

 

・「画面解説 Google Meet のパソコンでの使い方と感想」 

https://otahiroyuki.com/google-meet-pc/ 

 

・「Google Meet （旧ハン グアウト ）を 活用す る 5 つの メ リ ッ ト ！基礎的な 使い 方も 解説」

https://www.topgate.co.jp/google-meet-merit 

 

・「Google Meet とは？料金と使い方、メリット・デメリットや ZOOM の違い・口コミ」 

https://kurasinomamechisiki.com/2020/05/meet%e3%81%a8%e3%81%af/ 

 

・「Google Meetから退出する方法と注意点について解説！」  

https://app-story.net/googlemeet-exit/ 

 

・「Google の Web会議「Google Meet」の基礎知識と基本的な使い方」 

https://news.mynavi.jp/article/20200522-1035918/ 

 

 

②〈Google Meet の機能〉 

 

・「Google Meet に新しく追加された「背景ぼかし機能」の使い方」  

https://news.goo.ne.jp/article/lifehacker/trend/lifehacker_220775.html 

 

・「必見！ Google Meet でブレイクアウトルームを作成する方法とは？」  

https://www.topgate.co.jp/breakoutroom-google-meet 

 

・「Google Meet をカレンダーに追加して招待・参加する方法」  

https://dekiru.net/article/19833/ 

 

・「５分でわかる！ Google Meet で会議を録画する方法」 

https://www.cloud-ace.jp/column/detail73/ 

 

・「Google Meetの新機能「ブレイクアウトセッション」が発表に西田 夏美2020年10月12日0 Comment1」 

https://slashgear.jp/tech/14373/ 
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③〈教育分野向けの Google Meet の活用〉 

 

・「Google Classroom の実践例～板谷大介先生インタビュー～【コロナと向き合う】」  

https://edupedia.jp/article/5ea306270933450893268682 

 

・「"オンライン授業の実践"」オンライン授業の実践例  

http://www.hayasino.okayama-c.ed.jp/wordpress/?page_id=5710 
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【Microsoft Teams】 

 

①〈Teams の使い方〉 

 

・「Microsoft Teams」 

https://www.microsoft.com/ja-jp/education/products/teams/default.aspx 

 

・「遠隔学習向けに Microsoft Teams の使用を開始する。」 

https://docs.microsoft.com/ja-jp/MicrosoftTeams/remote-learning-edu 

 

 

・「Microsoft Teams でオンライン授業をするための手引き書」 

https://blogs.windows.com/japan/2020/04/15/onlinelesson_microsoft-teams/ 

 

・「初心者向け「Microsoft Teams(チームス)」の使い方を解説！」 

https://appli-world.jp/posts/14907 

 

・「2020 年最新版 Microsoft Teams の使い方を徹底解説！」 

https://app-story.net/microsoft-teams-how-to-use/ 

 

・「Microsoft Teams でオンライン授業をするための学習コースを 12 本リリース」 

https://blogs.windows.com/japan/2020/04/17/learning-courses-for-the-online-classes-in-microsoft-

teams/ 

 

・「Microsoft Teams 使い方：会議の設定/招待/参加方法【2020】」 

https://sns.yaoyorozu-hito.jp/microsoft-teams-meeting/ 

 

・「"Microsoft Teams とは？導入のメリットから使い方までわかりやすく解説！今すぐ使えるマニュアルも

大公開中」 

https://biz.teachme.jp/blog/microsoft-teams/ 

 

・「Microsoft Teams の「Web会議」機能の使い方 – 基本操作・機能を解説」 

https://webmtg-dodesho.com/teams-for-beginners/ 

 

・「Microsoft Teams(チームス)の使い方 初心者向け」 

https://heysho.com/how-to-use-microsoft-teams/ 

 

・「Microsoft Teams(チームス)とは？感想＆レビュー 」 

https://heysho.com/microsoft-teams/ 

 

・「Microsoft Teams の使い方/導入メリットは？テレワークにおすすめ？」 

https://appli-world.jp/posts/14829 

 

・「Microsoft Teams とは？チームス使い方マニュアル」 

https://hep.eiz.jp/how-to-use-microsoft-teams/ 
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・「Microsoft Teams の機能と活用方法」 

https://www.biz2cloud.com/blog/how-to-use-teams 

 

・「Teams の Webブラウザ版とは？ログイン方法とアプリ版との違い」 

https://office-hack.com/teams/teams-web/ 

 

・「Microsoft Teams とは？Teams の使い方を詳細解説」 

https://office-hack.com/teams/teams-how-to-use/ 

 

・「Microsoft Teams の使用を開始する」 

https://docs.microsoft.com/ja-jp/microsoftteams/get-started-with-teams-quick-start 

 

・「Microsoft Teams 使い方解説一覧」 

https://dekiru.net/category/windows-office/teams/ 

 

・「Microsoft teams とは？主な機能と基本的な使い方 」

https://enjoy.sso.biglobe.ne.jp/archives/mfteams/ 

 

・「Teams テレワークにも使える！Microsoft Teams の活用術」 

https://blog.formzu.com/how_to_use_microsoft_teams 

 

・「Microsoft Teams 会議の使い方 Microsoft Teams の使い方2」 

https://www.kan.co.jp/publics/index/150/detail=1/b_id=808/r_id=255 

 

・「Microsoft Teams（マイクロソフトチームズ）とは？基本的な使い方や特徴をおさらい」 

https://utilly.jp/2020/08/06/microsoft-teams/ 

 

・「Line が出来れば使える！Microsoft Teams の基本的な使い方」 

https://youtm-log.com/office365/teams/teams_howto/ 

 

・「Microsoft Teams（チームズ）をわかりやすく解説、有償版と無償版の差は？Slack とどう違う？」 

https://www.sbbit.jp/article/cont1/35366 

 

・「初心者でも分かる「Microsoft Teams」の基本〜超便利なビジネスコミュニケーションツールの機能と使

い方」 

https://www.sedesign.co.jp/blog/how-to-use-teams 

 

・「Teams 会議も面接もオンライン化！Teams会議の使い方 」 

https://blog.formzu.com/how_to_use_meetings_in_teams 

 

・「Microsoft Teams(チームス)運用のコツ【2 年使い倒したノウハウ】」 

https://heysho.com/microsoft-teams-tips/ 

 

・「Microsoft Teams とは？機能や料金プラン、Skypeから移行方法を徹底解説」 

https://www.remotework-labo.jp/2019/02/microsoft-teams/ 
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・「教育現場での Teams導入事例リンク集」 

https://manabi-no-mado.education/office365/teams-cases 

 

・「教育機関向け Microsoft Teams でチームとチャネルを作成するためのベストプラクティス」 

https://support.microsoft.com/ja-

jp/office/%E6%95%99%E8%82%B2%E6%A9%9F%E9%96%A2%E5%90%91%E3%81%91-microsoft-

teams-%E3%81%A7%E3%83%81%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%A8%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%8D%E3%83

%AB%E3%82%92%E4%BD%9C%E6%88%90%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E3%83%99

%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%B9-f3663ad9-

a835-4971-9acb-6725a543c003 

 

 

②〈Teams の機能〉 

 

・「Microsoft Teams の新機能「新しい会話」の詳細と使い方を解説！」https://app-story.net/microsoft-

teams-new-conversation/ 

 

・「Microsoft Teams 使い方：便利機能9選 チャット編」 

https://sns.yaoyorozu-hito.jp/teams-praise/ 

 

・「コミュニケーションに便利な Teams の機能とは」 

https://dekiru.net/article/20267/ 

 

 

③〈Teams のメリット・デメリット〉 

 

・「今さら聞けない 「Microsoft Teams」 とは？メリットを徹底解説！」 

https://www.softbanktech.co.jp/special/blog/sbt_sbt/2020/0005/ 

 

・「Microsoft Teams とは?」 

https://news.mynavi.jp/article/msteams-1/ 
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Ⅱ 応用編 

 

【オンラインツールの比較サイト】 

 

・「オンライン会議ツール比較 Google Meet と Zoom の簡単な比較」 

https://weblife-balance.com/google-meetvszoom/ 

 

・「オンライン会議ツールとしての Slack／Zoom／Google Meet の使用感を比較してみた」 

https://www.clara.jp/media/?p=6425 

 

・「"【2020 年 7月版】オンライン会議アプリ 8種を比較。Zoom、Teams、LINE の違いとは…ポイントは主

催＆参加のしやすさ"」 

https://www.businessinsider.jp/post-215720 

 

・「休校期間 初めてのオンライン授業、Zoom と Google Meet の基本的な使い方  

https://tokyojyuken.jp/onlineclasses/ 

 

・「Zoom と Google Meet｜セキュリティの脆弱性と安全性」 

https://www.bing.com/search?q=googlemeet+%e3%80%80%e6%95%99%e8%82%b2&qs=n&msbsrank=0_1&sp=-

1&pq=googlemeet+%e6%95%99%e8%82%b2&sc=0-

13&sk=&cvid=310E521EC9344472B1574924283E44F6&first=21&FORM=PERE1 

 

・「Teams と Zoom を比較！テレワークなどで気付いた Teams のポテンシャルとは？」 

https://www.onamae-office.com/office365column/workstyle/teamszoom/ 

 

・「オンライン授業で使える無料のコミュニケーションツール（SNS・チャット編）」 

https://note.com/eboard/n/nb343d92a1304 

 

・「Google Meet とは｜特徴、使い方、メリット、Zoom との比較など 

https://coeteco.jp/articles/10865#content_8 

 

・「"オンライン授業便利アプリ/ツール６選 授業をデジタル化"」 

https://jp-blog.kdanmobile.com/education/teaching-online-6-apps#.X4eqVeZxe00 
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【様々なオンラインツール】 

 

①〈Slack〉 

 

・「絵でわかる Slack の使い方！第1回:そもそもどんなもの？メリットは？」 

https://jimon.info/series-slack-1st/ 

 

・「【完全初心者向け！】コミュニケーションツール Slack（スラック）の使い方」 

https://techacademy.jp/magazine/10217 

 

・「初心者でも分かる Slack の基本。超便利なビジネスチャットツールの基本的な機能から使い方をおさ

らい」 

https://www.sedesign.co.jp/blog/how-to-use-slack 

 

・「Slack のチャンネルを追加する方法」 

https://slack.com/intl/ja-jp/help/articles/205239967 

 

・「Slack のチャンネルを新規作成し、メッセージを投稿する方法」 

https://ascii.jp/elem/000/004/004/4004633/ 

 

・「Slackへの参加方法(管理者向け)」 

https://ascii.jp/elem/000/004/001/4001980/ 

 

・「【Slack】社員をワークスペースに招待する方法」 

https://businesschatmaster.com/slack/slack_invitation 

 

・「Slack で期限なし(無期限)の招待リンクを作成する方法」 

https://mocotan.hatenablog.com/entry/2020/06/22/113009 

 

・「Slack で期限なし(無期限)の招待リンクを作成する方法」 

https://mocotan.hatenablog.com/entry/2020/06/22/113009 

 

 

②〈LINEWORKS〉 

 

・「LINE WORKS って何？ 今さら聞けない 6つの特徴を解説」 

https://ascii.jp/elem/000/004/028/4028301/ 

 

・「【最新】LINE WORKS(ラインワークス)の使い方13選」 

https://businesschatmaster.com/lineworks/lineworks-stukaikata10 

 

・「LINE WORKS」の使い方！基本から応用までくわしく解説！ 

https://appli-world.jp/posts/6741 
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・「LINEWORKS の導入例」 

https://line.worksmobile.com/jp/solutions/education/ 

 

 

・「「学び」の現場つなぐ「LINE WORKS」 気軽さ、信頼両立するビジネスチャットが普及 教職員や講師、

生徒まで」 

https://www.sankei.com/economy/news/200727/ecn2007270002-n1.html 

 

・「LINEWORKS の管理者用のアカウントの作成方法」 

https://ascii.jp/elem/000/001/961/1961408/ 

 

・「メンバーを LINE WORKS に招待してトークしてみる」 

https://ascii.jp/elem/000/001/970/1970213/ 

 

・「LINEWORKSユーザー(教師)と LINEユーザー(生徒)がつながる方法」 

https://ascii.jp/elem/000/004/003/4003880/ 

 

 

③〈その他〉 

 

・「MOOC」（オンライン講義(英語のみ)のツール） 

https://www.highedu.kyoto-u.ac.jp/connect/projects/mooc/ 

 

・「KoALA」（京都大学オンライン講義(日本語可)のツール） 

https://www.highedu.kyoto-u.ac.jp/connect/projects/koala/ 

 

・「Vidyo」（テレビ会議システムについて） 

https://www.marubeni-sys.com/vidyo/ 

 

・「meet in」（オンラインミーティングのツール） 

https://meet-in.jp/ 

 

・「オンラインコミュニケーションツール『ｍeet in』が教育現場の不安払しょく」 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000053412.html 

 

・「コロナ禍で急速に普及した授業支ツール「Google Classroom」--学校ではどう使われた？」 

https://japan.cnet.com/article/35155181/ 

 

・「Messenger Rooms (Facebook の Web会議「Messenger Rooms」の使い方 - Zoom とどう違う？)」 

https://news.mynavi.jp/article/20200519-1037315/2 

 

・Webex Meetings（最良のビデオ会議およびオンラインミーティング。）」 

https://www.webex.com/ja/video-conferencing.html 
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・「Whereby（無料オンライン会議サービス「Whereby」の使い方を解説。画面共有やチャット機能もあり！）」 

https://media.voista.jp/business/whereby-guide/ 

 

・「Google Hangouts【Google Meet の下位サービス】（Google ハングアウトの使い方を解説。Google アカ

ウントがあれば、即利用可。最大25人まで！）」 

https://media.voista.jp/business/google-hangouts-guide/ 

 

・「Classi 学校 ICT化を多角的にサポートする教育プラットフォームとしてのツール説明」 

https://classi.jp/ 

 

・「Dropbox」 

https://media.voista.jp/business/google-hangouts-guide/ 

 

・「Stock」（情報共有ツールについて） 

https://www.stock-app.info/ 

 

・「完全版 Zoom だけじゃない。初心者向けオンラインイベントツール徹底比較…インスタ Live に

YouTube 活用法も」 

https://www.businessinsider.jp/post-214088 

 

・「Lesson  Link」（有料オンラインレッスンシステムについて） 

https://zoom.us/meeting/register/tJIlf-6tqDsiGtz3R3Zkxh7CVJIJCrv5U2yi 

 

・「先生・教員におすすめの教育アプリ 8選～情報収集からお役立ちツールまで厳選」 

https://uepweb.net/blog/2018/01/25/application_teacher/ 

 

・「schoolschool Takt」（協同学習のためのツール（私立や先進学校などで導入が進んでいるソフトの１つ）

（有料）） 

https://schooltakt.com/ 

 

・Easy Tech ホワイトボード 

https://apps.apple.com/us/app/easyteach-whiteboard/id1453532739 

 

・Meet+Classroom 

授業用のビデオ会議を開始する 

https://support.google.com/edu/classroom/answer/9776888 

 

・【Google Classroom】 Meet 機能(オンライン通話)を使ってみよう 

https://ciqba.jp/6488 

 

・MIRO 

https://miro.com/ 

 

・ワードウルフ 

https://www.wordwolf.tokyo/ 
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・Notin 

https://www.notion.so 

 

https://seleck.cc/1455 
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Ⅲ 痒いところに手が届く編 

 

・LINEからのZoom参加方法（【Zoom始め方 LINEから参加するときは必見】 初心者はここでつまづく。） 

https://itxdancer.com/tech/zoom_from_line/ 

 

・ブラウザ版Zoom(時間がない時、トラブル時) 

Zoom はインストール不要でブラウザからミーティング参加可能。その方法とは・マイク・カメラの承諾 

https://symphonict.nesic.co.jp/workingstyle/zoom/browser/ 

 

・Zoom でのスピーカー・マイクの切り替え方法 『Zoom の音声（オーディオ）設定について』2020 年版

Zoom 使い方⑧（在宅ワーク WEB会議システム） 

https://zoom-shukyaku.com/zoom-音声-オーディオ-設定/ 

 

・【Zoom】マイク・スピーカーの接続を切り替える方法（PC） 

https://it-counselor.net/zoom-operation-pc/zoom-audioconnect-pc 

 

・クラウド録画と録画したものの共有 

zoom のクラウドに録画されたミーティングをダウンロードして利用する方法 

https://note.com/kreis/n/n5a9077066ba4 

 

・Chromebook版Zoom について 

Chromebook で Zoom を利用する方法 

https://blog.zoom.us/ja/how-to-use-zoom-on-a-chromebook/ 

 

・Classroom のアカウントの切り替え方法 

G Suite for Education よくあるトラブルとお問い合わせについて 

http://www.e-net.nara.jp/hs/shikino/index.cfm/1,1858,html 

 


