
子ども会ＩＣＴ活用支援講習会
オンラインツールやＳＮＳを活用した子ども会運営へ！

① 安心・安全なインターネットの利用方法について

② イベントを例にＩＣＴサービスのロールプレイ

③ ＩＣＴ活用の体験実習と質疑応答
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①安心・安全なインターネットの

利用方法について
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QRコードを読み取りアンケートにお答えください
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回答を見る

※ＱＲコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

http://#


ペアレンタルコントロール

Google ファミリーリンク
※アプリを利用します

スクリーンタイム
※設定アプリ内で設定します

スクリーンタイム設定方法
（YouTube動画）
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・アプリの管理

（ダウンロード、課金など）

・位置情報の確認

・利用時間の管理

http://#


端末組み合わせと利用サービス

保護者 お子さま 利用サービス

iPhone iPhone
ファミリー共有
スクリーンタイム

iPhone Android Google ファミリーリンク

Android iPhone 市販アプリなど

Android Android Google ファミリーリンク
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② イベントを例に

ＩＣＴサービスのロールプレイ
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ICT(Information and Communication Technology)とは？
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IT＝技術そのもの ＩＣＴ＝技術を利用し新しく生み出されたサービス全般

会場に集まり会議

紙に印刷し個別配布

手作業で作成

必要な写真を焼き増し

→ 自宅からビデオ会議

→ イベントの案内を一斉に連絡

→ 出欠リストを自動で作成

→ 必要な写真をダウンロード

作業は効率的に

内容はしっかりと。

例えば



サービス名 役員連絡 会員連絡・共有 特徴

Zoom ◎ 多機能ビデオ会議

LINE（グループ通話/ビデオ通話） ◎ 音声通話・ビデオ通話

LINE（グループトーク） ◎ チャット

LINE（ノート） ◎ ◎ 連絡事項・覚え書き

LINE（オープンチャット） ◎ ニックネーム参加可

Google フォーム ◎ アンケートの自動集計

Google フォト ◎ 写真・動画の共有

子ども会運営に役立つICTサービス
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イベント実施までの流れ 例） ボーリング大会

出欠や靴のサイズ等の確認出欠や靴のサイズ等の確認

準備リストの作成と共有準備リストの作成と共有

撮った写真を共有撮った写真を共有

Google フォーム

LINEオープンチャットの
ノート機能

Google フォト

ネット検索/マップ検索

イベント料金や場所の検索イベント料金や場所の検索

日程など役員打合せ日程など役員打合せ

案内作成とアナウンス案内作成とアナウンス

WordやExcelで案内作成
LINEオープンチャット発信

Zoom/LINEグループ通話
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日程など役員打合せ日程など役員打合せ

Zoomミーティング



オンラインミーティングとは

インターネットに接続されたパソコンやスマートフォン、タブレットを利用し複数人でビデオ通話で会議を

行うことです。ウェブ会議とも呼びます。インターネットに接続していれば、場所を選ばずいつでもどこで

も会議を行えます。

Meeting

交通費と移動時間が削減できる

低コストで運用できる

意思決定のスピードが上がる

通信状況に左右される

大人数の会議には向いていない

表情や雰囲気を読み取りにくい
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Zoomとは

Zoomビデオコミュニケーションズが提供するインターネットを使用したウェブ会議サービスの名称です。

インターネットに接続できていれば、どこからでも顔を合わせた会議（ビデオ会議）が行えます。

＜類似のサービス＞

LINE 

Google Meet

Microsoft Teams

Skype など

12



Zoomの仕組み

主催者 がZoom内に 会議室 を設定すると

会議室の 部屋番号 と入室のための 鍵 が自

動的に割り振られます。

主催者はその部屋番号と鍵を参加者に伝え、

参加者はそれらを入力し会議室に入室します。

⚫ 主催者 ➡ ホスト

⚫ 会議室 ➡ ミーティングルーム

⚫ 部屋番号 ➡ ミーティングID

⚫ 鍵 ➡ パスコード

参加者

① ホストがZoom内にミーティングルームを設定
※ミーティングIDは自動で割り振られます
※パスコードはホストで変更可能です

②ホストが参加予定者に
ミーティングIDとパス
コードを連絡

ミーティングIDとパス
コードを入力し入室

③

※入室にホストの許可が
必要な場合があります。
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に参加しよう

ミーティングID 012 3456 7890

パスコード ✕✕✕✕
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Ｗｏｒｋ ① Zoom



1. 家にあるものしりとり（チーム戦）

制限時間３分、家の中にあるものでしりとり くつした ➡ たまご ➡ ごみばこ ➡ ･･･

＜ルール＞

① 持ってきて見せる 制限時間内で何回続いたかで競う

② 同点の場合は一番大きなものを持ってきた方の勝ち

※しりとりがどのように続いているか、チャットに書いて画面に映すと把握しやすいです

2. 言葉当てゲーム「アキネイターに挑戦！」

ゲームマスターが紙に書いた言葉をYes/No質問で当てる 例) すべり台

＜ルール＞

① 一人一つ順番に「はい」か「いいえ」で答えられる質問をする 例)「それは食べられますか？」「いいえ」

② 全員の質問が終わったら、各自考えた答えを紙に書いて画面に映す

15

オンラインレクリエーション①



オンラインレクリエーション②

3. フラッシュ マジョリティ

お題から、みんなが思い浮かべそうな（多数派になる）言葉を連想する 「赤い食べ物と言えば？」

＜ルール＞

① 制限時間30秒で、お題から連想した言葉を紙に書く 「りんご」 「みーちゃん先生」

② みんなで同時に見せて、同じ答えを書いた人数が自分の点数 5人同じなら5点

4. 何と言っているでしょう

口パクで言っている言葉を当てる 歌でも楽しめます

＜ルール＞

① お題を決めて、1人がマイクミュートでお題に関する言葉を3回口パクする

② 答える側は紙に書いて全員同時に見せる
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「クセが強い先生と言えば？」
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イベント案内・アナウンスイベント案内・アナウンス

LINEオープンチャット発信



ＬＩＮＥオープンチャットとは

オープンチャットとは、LINEの友だちになっていなくてもグループトークができるサービスです。

【５つの特徴】

① LINEに登録している名前とプロフィール画像は同期されない（LINEとは別プロフィール）

② トークルームへの招待がURLやQRコードでできる（友達追加が不要）

③ 途中でグループに参加しても、過去のトーク履歴を遡ることができる

④ トークルームは非公開に設定できるので部外者が入ってくることはない

⑤ 共同管理者を設定できる 管理者を移行できる
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ＬＩＮＥオープンチャットの使い方例

21年度

管理者 A会長

共同管理者 B副会長

会員 1～６年生保護者15名

21年度

管理者 A会長

共同管理者 B副会長

会員 1～６年生保護者15名

2２年度

管理者 C会長

共同管理者 D副会長

会員 新1～６年生保護者13名

※1 管理者移行

※2 ６年生保護者ルーム退出

※3 新1年生保護者ルーム参加

2２年度

管理者 C会長

共同管理者 D副会長

会員 新1～６年生保護者13名

※1 管理者移行

※2 ６年生保護者ルーム退出

※3 新1年生保護者ルーム参加

2３年度

管理者 Ｅ会長

共同管理者 Ｆ副会長

会員 新1～６年生保護者18名

※1 管理者移行

※2 ６年生保護者ルーム退出

※3 新1年生保護者ルーム参加

2３年度

管理者 Ｅ会長

共同管理者 Ｆ副会長

会員 新1～６年生保護者18名

※1 管理者移行

※2 ６年生保護者ルーム退出

※3 新1年生保護者ルーム参加

みどり町３丁目子ども会 保護者連絡チャットルーム

便利な使い方 ・・・ 連絡網や回覧板代わり、情報共有、簡単な出欠確認、イベント案内、覚え書き（ノート機能）
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Ｗｏｒｋ ② LINEオープンチャット

に参加しよう



21

出欠や靴のサイズ等の確認出欠や靴のサイズ等の確認

Google フォーム



Google フォームとは

Googleが提供している、アンケート回答・管理サービスです。

作成したアンケートのリンクをメール等で配布しオンラインで

回答ができます。アプリは利用しません。

Goog leフォーム
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Ｗｏｒｋ ③ Google フォーム

回答を見る

で回答しよう

http://#
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撮った写真を共有撮った写真を共有

Google フォト



Google フォトを利用して写真や動画を共有

https://photos.app.goo.gl/～

②URLを取得

③メール等でURLを送信

④写真・動画を
視聴/アップ

写真・動画の所有者

①写真・動画をアップ

共有したい相手
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Googleアカ
ウント不要

Google フォトを利用すると、メール等で写真や動画を送信しなくても、他の人に見せることができます。

Google フォト
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Ｗｏｒｋ ④ Google フォト

で写真を共有しよう



出欠や靴のサイズ等の確認出欠や靴のサイズ等の確認

準備リストの作成と共有準備リストの作成と共有

撮った写真を共有撮った写真を共有

Google フォーム

LINEオープンチャットの
ノート機能

Google フォト

ネット検索/マップ検索

イベント料金や場所の検索イベント料金や場所の検索

日程など役員打合せ日程など役員打合せ

案内作成とアナウンス案内作成とアナウンス

WordやExcelで案内作成
LINEオープンチャット発信

Zoom/LINEグループ通話
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子ども会ＩＣＴ活用支援講習会


