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クラスコードからオンライン授業に参加する。

茨城大学理学部 遠隔授業チーム

＊理工学研究科（工学野）の鎌田先生の工学部用マニュアルを参考にさせていただきました



遠隔講義の流れ
（理学部版）

緑：Dream campus
紫：Teams＋Forms

教員側 学生側

⓪Teamsのインストール・テスト ⓪Teamsのインストール・テスト

①科目クラスの作成・クラスコード発行
⇒②チームコードをクラウド時間割登録

②＊クラスコードを講義資料として登録 ③その科目の履修登録
＊クラスコードの受け取り

⑥講義資料をTeamsにアップロード

⑤遠隔講義（チーム会議）の予約

⑦講義資料をダウンロード

⑧遠隔講義（チーム会議）の開始 ⑨遠隔講義（チーム会議）への参加

⑩出席や小テストの開始 ⑪出席や小テストへの回答

⑭遠隔講義（チーム会議）の終了 ⑭遠隔講義（チーム会議）の終了

④クラスコードをクラウド時間割で調べ
クラスへの登録

履修登録者が全員チームに入ったか確認

⑫学生が発表できるようにする

講義開始前

講義開始後

⑬学生が発表する



学生側

⓪Teamsのインストール・テスト

③その科目の履修登録
＊クラスコードの受け取り

⑨遠隔講義（チーム会議）への参加

⑪出席や小テストへの回答

⑬遠隔講義（チーム会議）の終了

④クラスコードをクラウド時間割で調べ
クラスへの登録

⑫学生が発表する

オンライン（遠隔）授業を受ける準備

ある科目を履修し単位をとるためには、まずその科目を、

③ 教務情報ポータル（DreamCampus)で履修登録する

ことが必要です（説明資料が配布済なので省略）。
その科目のオンライン授業を受けるには、さらに

④「（オンライン）クラス」に登録する

作業が必要で、そのためにはその科目の「クラスコード」を
入手し、Teamsで入力する必要があります。

また、各回の授業を受ける前に、その講義資料をダウン
ロードしておくことも必要です。オンライン授業中の通信状
態によっては、音声のみしか使えなくなることも想定され、
その場合自分のパソコンで資料を開いて、「次は〇ページ
を見てください」などといった音声にしたがって見ること
も考えられます。

⑦講義資料をダウンロード
講義開始前

講義開始後



③＊ 教務情報ポータルからクラスコードを見る

各科目のクラスコードは、ここで説明する教務情報ポータルの配布資料として受け取る方法と、
次に説明する「クラスコード一覧」をクラウドで閲覧する方法があります。
科目によっては、一方の方法でのみ、クラスコードを配布しているかも知れません。

❶

❸

1) ブラウザ（Edge,IE,Chrome,Firefoxな
ど）で、教務情報ポータルを開き、ログイン
する。⇒ID、パスワードを入力

2)現れた画面で、「授業支援」ボタンをクリッ
クする。
続いて現れる「講義資料」ボタンもクリック
する。

3)自分が履修登録した科目の一覧表が現れ
ます。その中から、対象の科目の講義資料
を選択、「閲覧」をクリックします。

❷-1

❷-２
クリックで現れる



③＊ 教務情報ポータルからクラスコードを見る 続き

４）講義資料の一覧が現れます。見たい資料
（ここではクラスコード）を選択します。

５） 現れた「講義資料説明」内にコードが書き
込まれていますので、それをメモします。
（0とo、１とl などの間違いに注意！）PCの
メモ帳などにコピペできればなお良い。

６）なお、下の添付資料の欄に、ファイル名が示
されている場合には、それが講義資料の一
部と思われるので、クリックして閲覧・ダウ
ンロードしておいてください。 ❻

❺

この画面は教員用のもの
なので、皆さんのものと
少し違っています

クリックでダウンロード

❹



④-1 クラウドからクラスコード一覧を見る

１） 上のリンクを「Ctrl]+クリックする、あるい
はコピーして、右のようにブラウザの URL 
欄に入力します。
「クラスコード一覧」が閲覧できます。

(スマホで二次元バーコードを読んでも構い
ませんが、リンク先は対象学年ごとに４つの
タブに分かれたExcelファイルなので閲覧
しづらいかもしれません。）

２） 自分が履修したい科目を探し、Teamsコー
ドをメモするか、PCのメモ帳などにコピペ
します。

❶-1

❷

https://ibarakiuniversity-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/i_midori_vc_ibaraki_ac_jp/EXh0k9grxftKreFldyIS0eEBatpuritJKTW5BgYjAx46kw

❶-２

xyz789

注）履修登録・修正期間後はこの表は削除されて使えなくなります。

https://ibarakiuniversity-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/i_midori_vc_ibaraki_ac_jp/EXh0k9grxftKreFldyIS0eEBatpuritJKTW5BgYjAx46kw


④-2 クラスコードを入力して、クラスに参加する

１） Microsoft Teamsを起動し、「チーム」画
面を出します（左の「チーム」ボタンをクリック
します）。右上の「チームに参加/チームを作
成」をクリックします。

２）メモしておいた自分が履修したい科目のクラ
スコードを入力します。「チームに参加」ボタ
ンが現れるので、それをクリックします。

３） その科目のクラスに参加できるはずです。で
きなかったら、コードが正しいか（大文字と
小文字を区別、I と l と 1 など、紛らわしい
字の区別）を確認してください。

❶

❷

❸

xyz789注１：どうしてもうまくいかないときには、その
科目の担当教員に相談してください。

注２：クラス（チーム）に参加した後、自分で勝手
に脱退できません。その授業の担当教員に伝え
てチームメンバーから外してもらうことになり
ます。履修取止め期限まで、参加したチームの授
業の履修を取止められますが、履修の可能性が
ない授業のチームには参加しないでください。



１） (チームをクリック）チーム画面を
表示、対象講義のクラスを選び、
中央上のメニューの「ファイル」
をクリック

２） ファイル画面が現れる。
このGeneralフォルダにファイ
ルがあれば、メンバー（学生）が
編集可能な教材のファイルであ
る。ファイル左の〇をクリックし
て選択し、右上のダウンロード
をクリックすると、自分のパソコ
ンにダウンロードできる。

３） 「クラスの資料」フォルダをダブ
ルクリックすると、通常教材(教
員以外編集不可)が入っている。
ファイル左の〇をクリックして選
択し、右上のダウンロードをク
リックすると、自分のパソコンに
ダウンロードできる。

⑦ 講義資料をTeamsでDownloadする

❷

❸

❶-１

❶-２

ダブルクリック

❸



B：予約されておらず、直接開始される場合
３） 先生が講義を開始すると投稿(チャット）画面に「会議
中」の表示が出るので、「参加」ボタンをクリックする

A：予定表で予約されている場合
１） 左の予定表ボタンをクリック。
予定表から、対象の講義を選
び、ダブルクリックする。
または、投稿(チャット)画面の
「会議を予定」のバーをダブル
クリックする。

２） 現れた画面右上の「参加」をク
リックする。
または、開始時間になったり、
先生が講義を開始していると、
対象の講義のところに「参加」
ボタンが現れるので、それをク
リックする。

⑨ オンライン授業に参加・聴講する

❶-１

❹

４）「今すぐ参加」をクリックして開始

ビデオ・マイクをOFF
にできる。
カメラ画像の背景を
画像に変えられる

❷-1

❶-２

❸

❷-2 ❷-2

もし参加時に「Windowsセキュリティの警告」という画面が
出たら、「アクセスを許可する」をクリックしてください。



（https://support.live-style.jp/?p=4304の図表を使用）

会議(授業中）の操作・チャットでの連絡・質問をする

必ず押して
チャット画
面を表示し
てください。
講義・会議
中に質問で
きます。

これを押すと自分のPCの画面が、参加者全員の画面に
映ってしまう（教員の説明画面を見えなくする) 。
次の「自分の資料を見せる」とき以外は触らないこと！

「背景効果を表示
する」から自分の
カメラ画像の背景
を選んだ画像に変
えられます。

ハウリングを防ぐため、
発言するとき以外は、マ
イクはOFF(ミュート)に

通信量節約・プライバ
シー保護のために、通
常はカメラはOFFに

（共有ボタンは安心設定のため、グレーになって押せないことがあります。）

https://support.live-style.jp/?p=4304


会議中にも
左の「チーム」のアイコンをクリックすると
下のチームの画面が出ます。
(違うチーム画面が出たら、左上「すべての
チーム」をクリックし、一覧から選択す
る。）

その時も、小さくなった「会議画面」が出て
いますので、それをダブルクリックすると、
会議画面が大きくなります。

会議画面(左上) と チーム画面(右下) の切り替え方法



⑪ Formsを使用して出席確認・小テストに回答する

１） その授業のチャネルを選び、中央上部のメニューから
出席・クイズ・小テスト等をクリックします（①-２）。項
目が見当たらない場合は、メニュー右端の「＋」をク
リックすると隠れている項目が現れます（①-３） 。

❶-１

❶-２

❶-３

２） 回答フォームが表示されるので、回答したあと、確実に
「送信」ボタンをクリックします。「回答が送信されまし
た」との返事があります。

（ウィンドウ幅が狭い場合など、ブラウザが開いて
フォームの入力を促すことがあります。）

❷



⑬ 授業中に自分の資料(課題など)を見せる・発表する（その１）

マイクがないとき
は、チャットで
応答する

口頭で発表するとき、
②をクリックしマイ
クをONにする。

課題のファイルを提出しておき、
それについて説明・発表する方法

(1)課題ファイルを提出する。
そのクラスのファイル画面で「アップロード」を
クリック、提出するファイルを選択し「開く」をクリック

（２）ファイル操作を受け取る
教員が、対象ファイルを開いて、その操作をするよう
指示されたら、上部に操作バーが出るので以下の

❶-1

❶-2

❶-3

〇山 凹◇

許可をクリック
マウスで画面を
操作できる。

(3)終了したら、「制御を停止」で、教員に操作を戻す

❷

ように操作する



⑬ 授業中に自分の資料(課題など)を見せる・発表する（その２）

マイクがない
ときなどは、
チャットで応
答するWord, Excel, Power Pointなどで作成したファイル

を見せて、解答や発表を行うときは、あらかじめ自
分のパソコンで、そのファイルを開いておいて、③
のボタンを押し、下に自分のPC画面や開いているソ
フトの一覧が出てくるので、その中からクリックし
て見せたい画面を選ぶ

口頭で問に答えるときは
②をクリックしマイクを
ONにする

操作を間違うと、余計なものを見せてしまうかも…

自分のパソコンから、資料を見せたり、発表したり
する方法

前ページの方法とこのページの方法のどちらを
使うかは、教員の指示に従ってください。

共有やマイクのボタンがグレーになって押せないとき
は、それらの作業の権限を与えられていません。チャッ
トで先生に「共有やマイクを使えるように設定を変更し
てください」と伝えてください。



⑦＊教務情報ポータルから配布資料をダウンロードする

理学部では Teams を主に使いますが、基盤教育科目などで教務情報ポータルを利用する先生もいます。

③＊ 教務情報ポータルからクラスコードを見る
と同じ手順です。

ブラウザで、教務情報ポータルを開き、ログイン
⇒ID、パスワードを入力⇒「授業支援」ボタンを
クリック⇒「講義資料」ボタンをクリック⇒対象の
科目の講義資料を選択⇒講義資料の一覧から
選ぶ⇒「添付資料」をクリックしてダウンロード。

⑪＊教務情報ポータルから出席を調べる

クリックでダウンロード

教務情報ポータルのアンケート機能を使って出
欠確認する先生もいます。

ブラウザで、教務情報ポータルを開き、ログイン
⇒トップページから「アンケート回答」ボタンをク
リック⇒授業アンケート一覧表から対象講義の
「回答」ボタンをクリック⇒先生の示したキー
ワードを回答欄に入力する⇒「確認」をクリック
⇒確認画面で「送信」をクリック

ここにその日の講義のキーワードを入力

授業アンケート
一覧表から選ぶ


