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はじめに 
 
「ブラウザ版」はインストール不要でご使用頂けます。授業を行う基本機能がありますが、アプリケーション版

に比べると機能の一部に制限があります。 

ブラウザ版とアプリケーション版の違い 

 

 ブラウザ版は、授業を行う基本機能がありますが、一部に制限があります。詳しくはブラウザ版のマ

ニュアルをご覧ください。 

 Macでもご利用可能です。 

 ソフトのインストールは不要です。ブラウザのみでご利用頂けます。 

 

準備 

ブラウザ版は、ソフトのインストールは必要ありません。 

インターネット環境があればご利用可能ですが、FlashPlayerを最新版にアップデートして下さい。 

https://get.adobe.com/flashplayer/?loc=jp 

 

 インターネットエクスプローラーでの Flash Playerの更新方法 

https://cloud.soba-project.com/blog/?p=1512 

 

 Google Chrome での Flash Player の更新方法 

https://cloud.soba-project.com/blog/?p=1496 

 

機材を接続する 

ご用意頂くもの 

 

  

 

ヘッドセット Web カメラ 
※PCに内蔵されている場合は不要 

ペンタブレット 
※使わない場合は不要 

 

 

1.SOBAスクールで授業を開始する前に、PCに機材を接続します（ドライバ

のインストールが必要な機材については、事前にインストールをしておき

ます） 
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授業画面 

 

❶ 先生の映像 先生の映像が表示されます。先生の音量調節が出来ます。 

❷ 生徒の映像 生徒の映像が表示されます。生徒の音量を個別に調節が出来ます。 

複数人の場合：先生側からは複数人の時は下に並んで表示されます。 

生徒側からは、自分以外の生徒が入室している場合も、他の生徒の映像は表示されません。 

❸ ホワイトボ

ードの選択 

ホワイトボードは、先生と生徒が個別に持つことが出来ます。 

※ 先生/生徒共に表示されている全てのホワイトボードに対して閲覧と書き込みが可能です。

生徒間の閲覧・書き込みは共に不可となっています。 

❹ ホワイトボ

ード 

画像ファイルをアップロードし、上から書き込みを行うことが出来ます。画像ファイルの未選

択時はホワイトボードとして利用出来ます。 

アップロード可能な画像ファイル形式 

.jpg .png .gif .bmp 

アップロード可能な画像ファイルサイズ 

1MBまで 

❺ ツール 選択されているツールの背景は水色で表示されます。 

❶ 手描きモード  

フリーハンドでホワイトボード上に書き込みを行えます。 

❷ 消しゴム  

クリックかドラッグ＆ドロップで、選択範囲に描写されているオブジェクトを消去出来ます。 
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❸ 線（図形）  

ドラッグ＆ドロップで任意のサイズの線を描写出来ます。線の太さ＆色を選択出来ます。選択

後、ドラッグ＆ドロップして下さい。 

❹ 四角形（図形） 

ドラッグ＆ドロップで任意のサイズの四角形を描写出来ます。枠線の太さ＆色、塗りつぶしの

色を選択出来ます。選択後、ドラッグ＆ドロップして下さい。 

❺ 円形（図形）  

ドラッグ＆ドロップで任意のサイズの円形を描写出来ます。枠線の太さ＆色、塗りつぶしの色

を選択出来ます。選択後、ドラッグ＆ドロップして下さい。 

❻ 選択＆変形  

クリックかドラッグ＆ドロップで選択したオブジェクトの変形と移動が出来ます。 

❼ 線幅  

5 パターンから選択できます。数字が大きい程、線が太くなります。 

❽ 枠線の色 

枠線の色を選択出来ます。 

❾ 図形の塗りつぶし  

塗りつぶしの色を選択出来ます。 

❻ チャット 音声以外の連絡ツールとしてチャットもご利用いただけます。 

をクリックで開閉出来ます。 

❼ 情報バー 

グループ名、 自身の名前が表示されています。 退室をクリックで退室出来ます。 

❽ ロゴ 通常は「SOBA スクール」のロゴが表示されています。「ロゴ変更オプション」のお申込みで任
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意の画像に変更する事が可能です。 

授業画面の操作方法 

自身の映像 

カメラとマイク・スピーカーの設定 

 

1.入室後、自身のネームタグのパネルの中央の再生ボ

タンをクリックします。 

 

2.許可をクリックします。 

 押せない場合があります。ボタンが凹むまで繰り返

し押してください。 

3.自身のカメラ映像が表示されます。 

使用のWebカメラやヘッドセットを変更する 

 

◆自分のカメラとマイクの設定 

 

1.映像の上で右クリックをします。 

2.    の （マイクとカメラ） 

をそれぞれクリックし、設定します。 

複数のマイクやカメラがある場合は 

  の▼をクリックすると、他の選択出来る 

マイクやカメラが表示されるので、使用する 

機種を選択下さい。 

※確認方法 

・マイク：映像の下の Microphoneの緑の 

インジケータが声に反応して 

いれば OK 

・カメラ：ご自身の映像が映っていれば OK 
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設定が完了したら 

①   の箇所の をクリック 

 

②     の『許可』の左の○をクリック 

 

③ 『閉じる』をクリック 

 

以上で、カメラとマイクの設定は完了です。 

 

 
 

設定後、再度設定をする場合は 

④ 自分の画像の上で右ボタンをクリック 

左のメニューが表示されます。 

⑤ 『設定』をクリック 

上記の設定画面（AdobeFlashPlayer 設定）が表示され

ます。 

 

 

 

 

 

 

ホワイトボード 

シートを追加する 

 

1. ＋をクリックで新しいシートが開く事が出来ます（無制限に追加可能） 
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シートを消去する 

 

1. 消去したいシートの名前の横の×をクリックで消去出来ます。 

シートに画像をアップロードする 

 

1. をクリックで画像ファイルをホワイトボードにアップロード出来ます。 

閲覧しているシートを同期する 

 

1. をクリックで現在開いているホワイトボードを、他の参加者にも開かせる事が出来ます（閲覧しているシートの同期） 

ツール 

手描きモード 

線と枠と塗りを組み合わせて、様々な表現をする事が可能です。 
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塗りを選択すると、手描きの軌道に合わせて自動的に塗りつぶされます。  

塗りで 透明を選択すると、自動的に塗りつぶされず、線のみが描写されます。 

図形モード 

線と枠と塗りを組み合わせて、様々な表現をする事が可能です。 

 

線幅と線の色、塗りを選択して希望の図を作成します。  
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塗りで 透明を選択すると、図形が塗りつぶされず、線のみが描写されます。 

図形モードのメニューを切り替える 

 

消しゴム 

クリックで単一のオブジェクトを、ドラッグで複数のオブジェクトを一気に消去出来ます。 

単一のオブジェクトを消去する 

消去したいオブジェクトをクリックすると、クリックされたオブジェクトを消去する事が出来ます。  

複数のオブジェクトを消去する 
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1. 消去したいオブジェクトの上をドラッグ＆ドロップすると、ドラッグで作成されるピンク色の範囲内に含まれるオブジェク

トを消去する事が出来ます。 

選択＆変形 

クリックで単一のオブジェクトを、ドラッグで複数のオブジェクトを一気に移動・変形が出来ます。 

単一のオブジェクトを移動・変形する 

 

複数のオブジェクトを移動する 
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管理者用 

はじめに 

管理者は主に、 

1. 先生／生徒のユーザーアカウントの作成・削除 

2. および授業コマの作成・削除 

を行うことができます。 

たとえば、学習塾では、管理者が、生徒からの要望（例：毎週火曜日の午後 7時から算数の授業を受けたい）と先

生のスケジュールを刷りあわせて、生徒と先生のマッチングを行って授業コマを作成します。 

SOBAスクールにログインする 

1. http://school.soba-education.com/にアクセスします。 

 

2. 支給されたグループ名を入力し、ログインページに移動をクリックします。 
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3. 管理者用のアカウント ID とパスワードを入力し、ログインをクリックします。 

ユーザーを管理する 

ユーザーを作成する 

 

1. 作成したいユーザーの種類をクリックします（先生であれば先生一覧）。 

 

2. アカウントを作成をクリックします。 
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❶ 氏名 作成ユーザーの氏名を入力してください。 

❷ ユーザーID 半角英数小文字（記号は不可）で入力してください。 

❸ パスワード 6 字以上の半角英数小文字（記号は不可）で入力してください。 

❹ メールアドレス 作成ユーザーのメールアドレスを入力します。不明な場合は、管理者のメール

アドレスなどを入力してください。複数ユーザーに同一のメールアドレスを指

定頂いても構いません。 

❺ 作成 クリックでユーザーを作成出来ます。 

3. 作成ユーザーの情報を入力後、作成をクリックします。 

ユーザーを削除する 

 

1. 削除したいユーザーの種類をクリックします（先生であれば先生一覧）。 
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2. 削除したいユーザーの左の□にチェックし、選択した先生（生徒/監視者）を削除をクリックします。 

授業を管理する 

授業を作成する 

 

1. ログインし、授業一覧をクリックします。 
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2. 授業一覧が表示されます。授業の新規作成をクリックします。 

 

3. 授業の新規作成画面が表示されます。必要な項目を入力します。 

❶ 科目 プルダウンから選択します。適正な科目がない場合、新規科目をクリックし、科目を

作成できます。 
❷ 先生 授業を担当する先生を選択します。適正な先生が選択できない場合、先生アカウン

トを作成します（P 参照）。 
❸ 生徒 授業を受講する生徒を選択します。適正な生徒がリストに表示されていない場合、

生徒アカウントを作成します（P 参照）。 
❹ 授業日時 授業日時を選択します。 

❺ 授業時間 授業時間を選択します。 

❻ 起動タイプ ブラウザで起動を選択します。 
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4. 作成をクリックし、授業の作成を完了します。 

 

5. 入力した情報で授業が作成出来ました。 

授業を削除する 

 

1. 授業一覧をクリックします。 
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2. 削除したい授業の左の□にチェックし、選択した授業を削除をクリックします。 
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先生用 

SOBAスクールにログインする 

1.http://school.soba-education.com/にアクセスします。 

 
3. 支給されたグループ名を入力し、ログインページに移動をクリックします。 

 

 
3.先生用のアカウント ID とパスワードを入力し、ログインをクリックします。 
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授業を開始する 

 

1. ログインし、授業一覧をクリックします。 

 

2. 開始する授業を選び、入室するをクリックします。 
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生徒用 

SOBAスクールにログインする 

1.http://school.soba-education.com/にアクセスします。 

 

2.支給されたグループ名を入力し、ログインページに移動をクリックします。 

 

3.先生用のアカウント ID とパスワードを入力し、ログインをクリックします。 

授業に参加する 

 

1. ログイン後、参加する授業を選び、入室するをクリックします。 
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推奨動作環境 
 
 Windows Mac OS 

OS Vista / 7 / 8 Mac OS X 10.5以上 

CPU Core2Duo 2GHz相当以上 

メモリ 2GB以上 

HDD 空き容量 1GB以上 

ブラウザ ※1 Internet Explorer 最新版、Chrome 最新版 Chrome 最新版 

必須環境 ※2 Flash Player 最新版 

HTML5 

通信環境 光回線有線接続（上り下り 1Mbps 以上） 

周辺機器 カメラ、ヘッドセット（またはエコーキャンセラー内蔵マイクスピーカー） 

備考 

本表は快適にご利用いただくための目安であり、100%の動作を保証するものではありません。 インターネットを利用したベストエフォート

型のサービスですので、個々の通信環境や使用機器環境によっては、通信品質が悪く正常ご利用いただけないケースもあります。 

動画が正しく表示できない等トラブルのときは Flash Player トラブル対処法ガイドをご覧ください。

http://kb2.adobe.com/jp/cps/235/235691.html 

※ マイクロソフト社が提供する OS「Windows XP」につきましては動作は確認致しておりますが、サポート対象外となります。 

※1 ブラウザの設定において JavaScript が有効になっている必要があります。 

    Google Chromeの場合、PPAPI （Pepper）フラッシュプラグインが原因で、動画の再生に失敗したり音声の遅延や乱れが生じて動作

が不安定なケースがあります。この場合、 Pepper Flashを無効化する等の対応が必要です。 

※2 Flash Playerのインストールと現在利用しているバージョンは次のページにアクセスして確認できます

http://kb2.adobe.com/jp/cps/235/235703.html 
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