
オンラインホワイト
ボード



2つに分類して説明
本学のアカウント利⽤

大学が契約しているWeb会議
システムに付属するホワイト
ボード機能
• Microsoft365
• Webex
• Zoom

プライベートアカウント利⽤

個人で契約（有償／無償）する
ホワイトボードサービス
• Google Jamboard
• miro

ミーティング実⾏中にホワイトボード
を共有する方法を説明

ミーティング前にホワイトボードを
作成し共有する方法を説明

授業時に、個人/グループごとに
共有するホワイトボードを割り当て
Web会議システムとは別に利⽤可能



Microsoft365 Teams



Microsoft365 Teams のミーティング
（授業）から利⽤

１．Microsoft
Whiteboardを
クリック

２．クリック

教員のみ操作︓上を選択
教員と学⽣が操作︓下を選択



ホワイトボードのツール

ペン 消しゴム テキスト 付箋

⽂字⾊の変更

付箋の⾊の変更

移動・拡大・縮小

クリックで画像
として保存



ホワイトボードの確認

１．すべてのアプリをクリック

２．Whiteboardをクリック



ホワイトボードの一覧
• ホワイトボードが一覧表示される

• ホワイトボードの名前やサムネイルをクリックすると、ホ
ワイトボードが表示される



ホワイトボードの操作
• 名前の変更 • 削除

１．クリック

２．クリック

１．クリック

２．クリック

４．保存
クリックで確定

３．⼊⼒

３．削除
クリックで削除



Webex Meetings



Webex Meetings のミーティング
（授業）から利⽤

１．共有をクリック

３．新しいホワイトボードを
クリック

２．コンテンツ共有を
スクロールダウン

４．確認画面が表示
されるので、OK
ボタンをクリック



ホワイトボードのツール

テキスト

図形（枠）

線

ペン

消しゴム

色選択

ポインタ

保存



ホワイトボードの保存（ダウンロード）

１．保存をクリック

２．保存画面が表示されるので、保存する形式を選択し、
名前をつけて保存ボタンをクリック
※ 汎⽤性が高いPDF形式での保存を推奨



Zoom



Zoomのミーティング（授業）から利⽤

１．画面の共有ボタンをクリック

２．ホワイトボードを共有

３．ホワイトボードが表示される

４．マウスを画面上部に
合わせるとメニュー
が表示される



ホワイトボードのツール

表示されるメニューで
線や図形のパターンを選択

表示されるメニューで
色や線幅やフォントを選択



ホワイトボードの保存（ダウンロード）

１．「保存」の横のVをクリックして、
保存する形式を選択

２．保存ボタンをクリックすると
指定した形式でホワイトボー
ドが保存される

３．フォルダーで表示をクリックすると
保存したフォルダが表示される



Google Jamboard



• Googleのアカウントが必要

Google Jamboardの起動

１．Googleアプリをクリック

２．メニューをスクロールすると
Jamboardのアイコンが表示
されるので、それをクリック

３．ホワイトボード一覧画面の
右下にある＋ボタンをクリック



ホワイトボードのツール

• ペン
• 消しゴム
• 選択
• 付箋
• 画像挿⼊
• 図形描画
• テキスト
• ポインタ



• 学⽣が書き込めるようにするには、共有設定を
変更する必要がある

ホワイトボードの共有（１）

１．共有ボタンをクリック
ユーザやグループと共有画面が表示される

２．リンクを知っている全員に変更
をクリック

３．リンクを知っている全員
に変更される



• 権限を変更する

ホワイトボードの共有（２）

４．権限を「閲覧者」から「編集者」に変更する

５．このリンクをコピーして学⽣に通知する
（ライブキャンパス等を利⽤）

６．完了ボタンで共有設定を確定する



ホワイトボードの保存（ダウンロード）

PDF形式で保存（ダウンロード）する場合は、ここを
クリック
複数のフレームがある場合は、1フレーム1ページの複
数ページのPDFとして保存される

現在表示されているフレームを画像として保存（ダウン
ロード）する場合は、ここをクリック
複数のフレームがある場合は、1フレームごとに保存す
る必要がある



miro



miroへサインイン
• https://miro.com/

アカデミックアカウント申請やオンライン授業でmiroをつかう方法は
以下のリンク先を参照（⽯川県⽴大 小椋賢治 先⽣）

https://note.com/kenji_ogura/n/n711e5ac1929c

クリック

登録したメールアドレスとパスワードでサインイン



ホワイトボードの新規作成

１．New Board をク
リック

２．×をクリック

３．空白のホワイトボードが表示



ホワイトボードのツール

• オンライン授業でmiroをつかう（⽯川県⽴大 小椋賢治 先⽣）
• https://note.com/kenji_ogura/n/n711e5ac1929c

テンプレート
テキストの追加
付箋の追加
図形の追加
矢印の追加
ペンツール
コメント追記
フレームサイズ
ファイル（静止画など）のアップロード



ホワイトボードの名前
クリックすると名前を⼊⼒／変更する
画面が表示される

名前
説明

保存

複製
削除

※ 複製
フレームや画像などの教材をあらかじめ配置した
ホワイトボードをグループごとに⽤意する際に使⽤



ホワイトボードの共有（１）
１．クリックすると

共有設定画面が
表示される

２．Anyone with th link の No access をクリック

３．メニューの項目で Can edit をクリックすると、
表示が Can edit になり、他者がアクセスする
際のパスワードが設定可能になる

※ パスワードの
設定は任意



ホワイトボードの共有（２）

https://miro.com/app/board/o?J_**???8=/

４．このボタンをクリックすると、クリップボードに
このホワイトボードのURLがコピーされる

５．テキストエディターなどにペーストすると
以下のようなアドレスとして貼り付けられる
このアドレスを学⽣に通知する
（ライブキャンパス等を利⽤）

４．このボタンをクリックすると、
共有設定右の画面に切り替わる

４．このボタンを
クリックすると、
設定を完了する



フレーム
• 無制限に作業エリアを広げることができること
がmiroの特徴のひとつ
• 学⽣やワークの内容によっては、領域を決めた
方がよい場合もある

• フレーム機能を使⽤する
• 個人別／グループ別／ワーク内容別など、適宜フ

レームを作成することも可能



フレームサイズの設定

２．この中から１つ選択

１．クリック



フレームの縦横の変更
• ボタンクリックごとに縦横が変更される



フレームの設定変更
• 背景色を変更 • フレームサイズを変更

クリックして表示されるメニューの中から選択



フレームの一覧表示

クリックすると左側に、フレームが一覧表示される

このメニューが表示されない場合は、
画面左下隅の>>ボタンをクリック



ホワイトボードの保存
このボタンをクリックすると、メニューが表示される

指定した範囲を画像として保存

フレームをPDFとして保存



画像として保存
• 画像のサイズと保存するエリアを指定

１．画像のサイズを選択（形式はJPG、サイズは大中小）
もしくはPDF

２．枠を変形させてエリアを指定

３．Export ボタンクリックで保存される



フレームをPDFとして保存
１．PDFの画質を選択

２．Export ボタンクリックで
1フレームが1ページで保存される


