簡単ステップガイド 準備編 ＊SOBA school（ソーバ・スクール）で授業に参加するまでの準備について説明します＊
ステップ１

使用機器を準備する

はじめに、パソコンに周辺機器を取り付けます。
①Webカメラ

パソコン

②ヘッドセット
●USBタイプ－USBケーブルを①Webカメラ同様に差し込
みます。
●ピンジャックタイプ（ケーブルの先が二つあるタイプ）－
マイクとヘッドフォンのピンジャックを端子のマイク／ヘッド
フォンのマークを確認して正しく奥まで差し込んで下さい。

①～⑤のうち必要な機器の
ケーブルをパソコンの端子
に差し込みます。

USBケーブルで
接続します。

③スキャナー

④ペンタブレット

USBケーブルで接続します。
※スキャナーに同梱のドラ
イバ（ソフト）をインストール
してください。

USBケーブルで
接続します。

ステップ２

⑤USBハブ

USBハブはACアダプターをコンセントにさした後にUSBケー
ブルの先をパソコン本体のUSB端子の入力に差し込みま
す。
※USBハブは必ずACアダプターと呼ばれるコンセントから
電源供給を受けるタイプを使ってください。
※パソコンとACアダプターをコンセントに付けた後に、ス
キャナーやプリンターなどをUSBハブに接続して利用します。

パソコンのUSB端
子が足りない場合
に使用します

④左の画面が表示される場合は
「はい」をクリック。
表示しない場合は⑤に進む

⑤「日本語」を選んで
「次へ」をクリック

SOBA school のソフトをインストールする

SOBA school のホームページを開きます。
①インターネットエクスプローラーのアドレスバーに
http://school.soba‐education.com
と入力して「Enter（エンター）」キーを押す。

PDFでご覧いただいている場合は、上のアドレスを
クリックするだけでもOK！

⑥「次へ」をクリック

インストール先のフォルダの指定もでき
ますが、特に指定するフォルダが無い場
合はそのままローカルディスクの
「Program Files」フォルダにします。

SOBA school のソフトをインストールします。
注意：ソフトのインストールはパソコンの
管理者権限のあるユーザーでログインして
実行してください。
詳しくはマニュアルの「SOBA schoolのソフト
をインストールする」をご覧ください。

⑦ 「完了」を押して、インス トールは完了
（インストールの所要時間 約1分）

②「アプリケーション」をクリック

③左のどちらかの画面が表示。
「実行」をクリック

⑧ソフトをインストールするとデスクトップ上にSOBA schoolの
ショートカットアイコンが作られます。
次回からこのアイコンをクリックすれば、 SOBA schoolの
ホームページが表示されます。
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ステップ３

SOBA school にログインする

③マイク・スピーカーの確認

⑧カメラの確認

①デスクトップ上のSOBA schoolアイコンをクリック
④「次へ」を
クリック

SOBA schoolのホームページが表示

⑨「次へ」を
クリック

②初回のみ、グループ名を入力。
※例えばユーザーIDが
tarou@soba-school であれば、
soba-school を入力
⑤「音声再生」
をクリックし、
音がよく聞こえる
か確認

③「ログインページに移動」をクリック
④ユーザーIDとして＠より前を入力 。
例えば tarou@soba-school であれば
tarou を入力
⑤パスワードを入力 「

」

⑥次に、マイクに向かって話かけ、緑の
音量バーが、右に動いていることを確認

⑥「ログイン」をクリック
注意：ユーザIDとパスワードは、所属する塾／学校
から通知されます。半角英数小文字（パスワードは
6文字以上）です。正しく入力していますか？

⑦確認できたら
「次へ」を
クリック

⑦ホーム画面になったらログインは成功
重要： カメラ・ヘッドセットが正しく接続できてい
ることを確認してから、授業に参加しましょう！

ステップ４

授業に参加し、カメラとマイクの設定を確認する
①ホーム画面でなければ
「ホーム」をクリック
②今日の授業から、参加する授業を選び
クリック
③授業の詳細内容が表示されます。
確認して「参加する」をクリック
④画面中央にこちらの画面が表示された後、
SOBA schoolが起動し、授業の画面に変わり
ます。
注意：先生が授業を開始していない場合は
「参加する」ボタンはクリックできません。

ポイント： ヘッドセットは正しくパソコンに接
続していますか？後から接続した場合は
「リスト更新」をクリックしてください。
音が聞こえない、マイクが反応しない場合、
再生／録音の音量がミュート（無音）や音量
レベルが最小になっていないか、Windows
の設定を確認しましょう。
①画面左下の「スタート」ボタンから「コント
ロールパネル」→「サウンドとオーディオ
デバイス」を押して、「オーディオ」のタブ
にします。
②音の再生の「音量」を押して、マスタ音量
（または“ボリュームコントロール, “スピー
カー”）を確認します。
③録音の「音量」を押して、まず録音コント
ロールでマイク（または“外付けマイク”）が
選択されていることを確認し、音量レベル
を上げます。 ※マイクのデバイスが、パソ
コン内蔵マイク／ヘッドセットのマイク／
カメラ内蔵マイクと複数ある場合も多いの
で、どのデバイスが選択されているか
気をつけてください。

⑩接続したカメラの
映像（あなたの顔）
が表示されている
か確認

ポイント： カメラをパソコンに接続してい
ますか？後から接続した場合は「リスト更
新」をクリックしてください。
デバイス（機種）名が何も表示されない
場合、一度USBケーブルをPCからぬいて
差しなおしてみましょう。ドライバーのイン
ストールが必要な場合はインストールを
行ってください。
真黒で表示されない場合、後ろでプレ
ビュー画像が自動で起動していることが
あります。他のソフトで起動していると、
SOBA側ではカメラが動作しませんので、
他のソフトは終了してください。
⑭マイク・スピーカーと
カメラの設定ができたら、
「完了」をクリック

⑮「次回起動時には表示しない」にチェッ
クすると、次回からこの設定画面は表示
されずスキップできます。

以上で準備完了です。
さぁ、授業開始です！
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簡単ステップガイド 操作編 ＊SOBA school（ソーバ・スクール）の使い方（参加中の実際の操作）について説明します＊
ステップ１

②接続しているスキャナを選んで
「OK」をクリック

SOBAスクールの画面を確認する

画面レイアウトは、以下の3つで構成されています。
①左／赤枠内・・・授業の参加者のカメラ
画像や音声の状態が表示されます。

③「スキャン」をクリック

（自画像が一番上、先生の画像がその下に配置）

②
①

②右／青枠内・・・授業で使用するホワイト
ボードが表示されます。
（必要なときはチャット、ファイル転送を上部に表示）

③

③下／緑枠内・・・「○△×」意思表示ボタ
ンや各種機能／設定ボタンがあります。
④（読み込み時間 約15秒）
スキャンしたデータがホワイトボード
の新規ページ上に表示されます。

授業に参加すると、自動的に自分のカメラとマイクが再生されます。
自分で停止／再生はできません。

ステップ２

チャットで先生にメッセージを送る

⑤ホワイトボードのページは、
「ファイル」メニュー「保存」をクリック
し、保存場所を指定して、新規に画像
ファイルとして保存できます。

他の生徒に知られずにこっそり先生に質問したいときは、文字チャットで先生に
メッセージを送ることができます。（生徒同士でのチャットはできません。）
①「チャット」ボタンをクリック
②入力欄にメッセージを入力

ステップ４

ホワイトボードに解答を記入する

ホワイトボードへの解答記入方法は主に次の2つがあります。
③キーボードの「Enter」キーを押す、もしくは
右側の「発言」ボタン（ふきだしマーク）を
クリックすると、上の表示欄に入力されます。

ステップ３

手元の問題をスキャンして先生に添削／指導してもらう

ペンタブレットで
手書きの文字を入力
①右上の「マウス」ツール
（
マーク）をクリック

キーボードで
テキスト文字を入力
①左上の「テキスト」ツール
（Aマーク）をクリック

先生に自分の手元にある答案の添削をお願いしたい、問題集の内容を指導し
てほしいときには、スキャナを使ってホワイトボードに読み込みましょう。

①スキャナ（またはプリンタ）とパソコンを接続し、スキャン
する用紙をトレイに置いたら、「スキャン」ボタンをクリック

②タブレット上に記入した解答が
ホワイト ボードに表示されます。

②キーボードで入力した解答が
ホワイトボードに表示されます。
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ステップ５

先生からファイル（宿題プリント等）を受け取る

先生から送信されたファイルを開いて確認したあとに保存ができます。

ステップ７

答案などを書いたホワイトボードのページを印刷する

ホワイトボードに表示している問題や書いた答案を印刷できます。
①「ファイル」メニュー「印刷」をクリック

①ホワイトボードの上「ファイル転送に新着ファイ
ルがあります」のメッセージをクリック （「受信
BOX」のタブに「着信あり」メッセージが点滅中）

②接続しているプリンタを選んで
「印刷」をクリック

②受信ファイルのファイル名をダブルクリックして
内容を確認（この時点ではファイルを開いてい
るだけで、まだ保存はされていません。）
③保存するときは、ファイル名の上でマウスの
右ボタンをクリック→「ファイルを保存」を選ん
で保存場所を指定します。

ステップ６

先生にファイル（答案プリント等）を送る

自分からも先生に対して写真やWord文章等のファイル、またスキャンしたデータ
を送信することができます。

複数ページまとめて印刷はできません。
印刷したいページを表示して①から繰り返し操作しましょう。

ステップ８

先生の画像を大きくみたい

英会話のレッスンで先生の口元を大きくみたいときなど、画像を大きく表示して
みましょう。
①「フローティング表示」ボタンをクリック
→画像表示サイズが通常の3倍に拡大します。

①「ファイル転送」ボタンをクリック
②もっと拡大したいときは、画像の外枠角に
マウスを置いて、左ボタ ンをクリックした
まま外側に引っ張ります。

②「送信BOX」タブをクリック

③送信したいファイルが保存されている
フォルダを開きます。

+

④送信したいファイルをドラッグ&ドロップ～
ファイルを左クリックしたまま、送信BOX
まで移動させ、そこでマウスを離します。

③画像の枠の上または下にマウスをおいて
ドラッグ& ドロップして移動できます。
画像の上でダブルクリック、もしくは右上の「×」
ボタンをクリックすると、元の場所に戻ります。

ステップ９

先生に１対１で指導してもらう

自己学習時や他の生徒の個別指導中、分からないところを先生に確認したいとき
は、先生に対して指導要求をしましょう。

+

⑤「送信」ボタンをクリック

①「挙手」ボタン（手のマーク）をクリック

数学.doc

②先生にメッセージが送られます。先生からの指示を待ちましょう。
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