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　　ご受講開始前に、Google Classroomへの登録などのお手続きが必要です。 
　  本書をお読みになり、必要に応じて保護者の方が補助をして設定を行ってください。

スタートガイド
保護者の方は必ずお読みください

ご受講の準備

① 教科書受取・端末の用意

② Google Classroomへの登録

③ Google Classroom使い方の確認

ご受講開始後

④配信教材での学習

⑤ リンガライブでの学習 

⑥ リンガインタラクティブの受講

　　　 

　　　本書と同封でお送りした内容物のご確認をお願い致します。すべて揃っているか 
　　ご確認ください。そろっていない場合は、事務局までお問い合わせください。 
    【事務局：elt@taktopia.com】 
　　□ごあいさつ　　□スタートガイド（本書）　　□教科書1冊　　  
　　□よくあるご質問ーFAQー 
　

送付物のご確認

→1. ご用意いただくもの

→1. ご用意いただくもの

→2. Google Classroomの 
使い方

→3. リンガホーム教材一覧と 
使い方

→4. 学び方

→4. 学び方



1. ご用意いただくもの

全てオンラインのプログラムのため、使用する端末・インターネット環境をご家庭で
ご用意いただくこととなります。ご協力をお願い致します。

パソコンであればデスクトップ、 
ノートPC、いずれも推奨です！

スマホは一部機能に制限がかかる 
ため推奨はしていません。

 ・端末とインターネット環境

◎ パソコン

タブレットもOK。別途キーボード 
を接続してあると、より便利です。

○ タブレット △ スマートフォン

※配信教材への取り組みは可能です。

教材の配信・提出、授業情報配信に授業参加と全てオンライン
で完結しますが、手元のノートは大切です！教材は全てデータ
配信のため後から見返すこともできますが、そこから自分が何を
学んだかはノートにまとめるのがやはりオススメです。自分なり
の専用「リンガノート」を用意して学びを蓄積しましょう！

 ・ノート

 ・Google Classroomへの登録

ご入会時にすでにGoogleアカウントに接続したメールアドレスをご登録いただいてい
るかと思います。受講するクラスへのご登録については「受講お手続き」のメールの
中に招待リンクまたはクラスコードが記載されています。そちらから受講クラスへの
参加お手続きをお願い致します。

❗ ご入会後に別途アカウントをご用意いただいた場合は改めて事務局にお知らせください。

❗ 学校等ですでに利用しているアカウントですと外部のクラスルームに入れない場合があります。

Google公式！クラスルームへの参加方法はこちらから→

　　すべてご用意いただけたでしょうか？すべてにチェックがついたら、受講準備は完了！ 
　　□端末（パソコン／タブレット／スマートフォン）　　□インターネット環境　　 
　　□お送りした教科書　　　　□ノート　　 　 □Google Classroomへの登録　　　 
　　□生徒番号（Eメールに記載）※本書P.6掲載の検索ツールからも確認できます
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２. Google Classroomの使い方

 ・Googleアカウントにログイン→クラスルームへ

Google公式！Classroomにログインする方法はこちらから→

クラスルームにログインしたら、まずはトップページを眺めてみま
しょう。どこに何があるのか、慣れることから始めます！

クラス名表示です。 
（画像は架空のクラス）登録
したクラスに正しく入ってい
ますか？レベル・曜日を確認
しましょう。

自分のGoogleアカウントのプロ
フィール画像が表示されていま
すか？リンガハッカーズに登録
したアカウントでログインでき
ているかどうかここで確認。

「ストリーム」・「授業」・「メンバー」
のうち、下に線が入っているのが今見て
いるタブ（ページ）です。ストリームで
は中央のスペースに授業情報、お知らせ
などが投稿されています。

提出期限が迫って
いる教材が表示さ
れています。ここ
をクリックすると
「ToDo」ページ
が開きます。教材
のスケジュール管
理に活用しましょ
う。

授業に参加するためzoom 
リンクなど重要なお知らせが
投稿されます。 
投稿の種類など詳しくは次の
「ストリームの投稿を見る」
で確認しましょう。なお投稿
は先生からのみ行います。生
徒の皆さんは投稿はしないで
ください。
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２. Google Classroomの使い方

タイトル：【授業URL】 
リンガインタラクティブ授業のzoomリンクが投稿されます。実際の投稿の見え方は下の
画像の通りです。授業リンクは見逃し防止のため必ず授業当日に投稿されます。授業には
このリンクから入ります。

タイトル：【LinguaLive】 
隔週火曜日・月2回のリンガライブの授業情報です。当日視聴用のzoomリンクのほか、 
見逃し録画リンク、ゲストからのメッセージや告知も。

 他にも・・・

タイトル：【Announcement】 
内容は様々ですがイベントの開催・申し込み情報や月ごとの予定などの大切なお知らせを
このタイトルで投稿します。このタイトルの投稿は必ず内容をチェックしてください。

タイトル：【Information】 
英検の申し込み情報等リンガハッカーズの皆さんに受けてほしい英語試験や、英語学習 
イベント、留学や奨学金の情報などを投稿しています。Annoucementに比べると重要度
はやや低くなりますが、受講生の皆さんにお届けしたい情報になっていますので注目して
みてください。

 ・ストリームの投稿を見る
ストリームでは、課題が投稿された際のGoogle Classroomが自動で表示するお知らせ
のほか、事務局にて各種お知らせ・授業情報を投稿しています。

❗ 授業情報など重要なお知らせがたくさんあります。タイトルに注目して見逃しに注意！
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 ・配信教材一覧

3. リンガホーム教材一覧と使い方

英単語リスト

英単語テスト

毎月のトピックの中で学ぶべき重要英単語を一覧にしています。リストそのものを使用して
英単語の学習に活用するだけでなく、リストを参照しながらスピーキングやライティング
でアウトプットに活用することで英単語を確実に習得することを目的にしています。

＜毎月1回1セット配信＞

毎月のトピックに合わせた英単語を小テスト形式で学習するためのコンテンツです。出題
されるのは英単語リストの中の単語だけではありません。単純な小テストと考えず、問題文
の中の知らない単語も全て調べて、英単語習得に役立てましょう。

＜毎週月曜日配信・10問1セット＞

教養リーディング＆ライティング

毎月のトピックに合わせた内容でレベル別語数のリーディング教材を配信します。文章内
の重要英単語の確認から内容読解・指定ワード数のライティングまでをこの1セットでカ
バーします。この教材はリンガインタラクティブでの発音・発話の基礎トレーニングにも
使用します。

＜毎週月曜日配信・リーディング教材＋読解問題1セット＞

リンガライブ確認クイズ

隔週火曜日に生配信の視聴型コンテンツ「リンガライブ」の内容確認クイズとなっていま
す。内容面・言語面の両面にフォーカスした内容で合計10問のクイズを出します。リンガ
ライブは翌日、見逃し録画配信もしておりますので、生配信で視聴できなかった場合は録
画視聴して、クイズで理解度を確認しましょう！

＜隔週水曜日配信・10問1セット＞

提出

提出

提出

一般公開されている外部の動画です。 
スマホでのGoogleクラスルームの課題
の取り組み方をわかりやすく解説してく
れていますのでオススメです！

動画

各教材の取り組み方を詳しく説明した資料です。どちらもGoogle
フォームを利用するため同じ動作も多くありますが、違うところも 
いくつかありますのでそれぞれ参照してみてください。

英単語テスト
教養リーディング 
＆ライティング

スマホでの教材の使い方

まずはGoogle Classroomの
中を見てみましょう。慣れて
しまえばとても簡単で便利な
プラットフォームです！

資料 

Google Classroom 
の見方
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フォームのトップには 
教材名_レベル_トピック-
週数が表示されています。

 ・配信教材を使用して学習してみる
提出式の教材ではすべてGoogleフォームを使用しています。ここでは基本的な操作に
ついて説明します。前ページについたリンクからさらに詳しい説明資料を参照するこ
ともできます。さらに初回授業の後、スタッフからの説明もあります。

トップ画面から 
「授業」をクリックし
てみましょう。

①「授業」タブを開いて教材一覧を見てみましょう。

さらに教材のタイトルを
クリックしてみます。

このような表示に 
切り替わります。

選択した教材の 
詳細が見られます。

②フォームを開きます。

これが提出用のフォーム 
です！クリックして開いて
みましょう。

回答するには生徒番号が 
必須です！ 
生徒番号がわからない人は
↓コチラで検索！ 
https://bit.ly/3sIIseJ 
※P.6にQRコード有り

3. リンガホーム教材一覧と使い方
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 ・配信教材を使用して学習してみる（フォームの使い方）

前ページに続き、Googleフォームの使い方を確認していきます。教材についていた 
提出用フォームを開いたところから始めましょう。

③フォームで回答してみましょう。 回答するには生徒番号が必須！ 
生徒番号がわからない人は 
↓コチラで検索！ 
https://bit.ly/3sIIseJ

回答の方法は簡単！選択式の問題
は正解と思う単語のボタンをク
リックするだけです。

クリックした状態

④回答を送信します。

すべての問題に回答
したら最後にここ
をクリックします。

回答を送信するとこのような表
示に変わります。これでこの教
材は提出したことになります。

ここをクリックすると、すぐに解答を確認することができます。 
自分の回答の正誤を確認してすぐに復習しましょう！
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毎週1回 隔週1回 視聴型生配信コンテンツ　　　　　　　　　
「リンガライブ」

自主学習用教材配信　　　　　　　　　
「リンガホーム」日々 個人の時間で

（月4回・曜日固定） （月2回・火曜日固定）
※見逃し録画配信あり

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

Week1 リンガホーム 
課題配信

リンガライブ 
ライブ配信 
19:00-20:00

（リンガライブ 
見逃し録画配信）

リンガ 
インタラクティブ 

19:30-21:00

Week2 リンガホーム 
課題配信

リンガ 
インタラクティブ 

19:30-21:00

Week3
リンガホーム 
課題配信

リンガライブ 
ライブ配信 
19:00-20:00

（リンガライブ 
見逃し録画配信）

リンガ 
インタラクティブ 

19:30-21:00

Week4 リンガホーム 
課題配信

リンガ 
インタラクティブ 

19:30-21:00

4.学び方

 ・1ヶ月に学ぶコンテンツと受講方法

受講方法
クラスルームの「ストリーム」でzoomリンク 

を確認→開始時間に入室
ビデオ・マイク

ON! OFF!
※チャット質問はOK

受講方法

この「スタートガイド」4～6ページで 
確認してください。

 ・1ヶ月の受講スケジュール
4週間で1ヶ月分を終了するスケジュールのため、Week1・Week4はそれぞれ、 
前月・次月の日付になる場合があります。下表はLv.2金曜クラスのスケジュール例です。 
リンガインタラクティブの曜日は受講登録したクラスによって異なりますので注意して 
ください。
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リンガハッカーズでは授業用の教材として教科書も使用していますが、こちらでは自主学習の
際にリンガハッカーズの皆さんに是非使ってほしいおすすめの教材をご紹介します。リンガ
ハッカーズ開発・監修の嶋津幸樹が、自著だけでなく本当に良いと思う教材をピックアップし
ています！英単語・英文法・IELTS対策と、目的別にご紹介します。より強化したい部分に合
わせて、教材を選ぶ際の参考にしてください。

おすすめ英語学習教材一覧

英単語

英文法

IELTS対策

英語検定・大学受験向け

高校基礎レベル英会話表現満載 大学受験向け

英語だけで文脈から学ぶ 英単語の語源 ベストセラー

公式問題集分野別コロケーション ライティング スピーキング

基本英単語

英単語演習



タクトピア 株式会社 
「グローカル・リーダーシップへの発射台」をミッションとする教育事業社で、米国・英国・豪州・東南アジアを中心に、

世界の若者が「自分の人生を切り拓く冒険者」へと成長するための海外研修事業や国内キャンプ事業、実践型の語学力育成プ
ログラム等の開発・運営に豊富な実績を有しています。

TAKTOPIA ELT（英語教育開発事業部） 
Facebook:https://www.facebook.com/linguahackers.jp 
Instagram: https://www.instagram.com/linguahackers.jp 
Twitter: https://twitter.com/TaktopiaELT

Website：http://taktopia.com/ 
Facebook: https://www.facebook.com/taktopia/ 
Instagram: https://www.instagram.com/taktopia/ 
Twitter: https://twitter.com/taktopia/

https://www.facebook.com/linguahackers.jp
https://www.instagram.com/linguahackers.jp
https://twitter.com/TaktopiaELT
http://taktopia.com/
https://www.facebook.com/taktopia/
https://www.instagram.com/taktopia/

