
iPad（アイパッド）の基本操作

iPad（アイパッド）の基本操作を説明した参考資料です。
操作がわからない時に確認してください。

１.  iPad（アイパッド）の部分の名前
2. iPadで操作できるアプリ
3. 電源を入れる・切る、スリープ状態にする
4. 充電の確認
5. Wi-Fi（ワイファイ）接続の確認
6. 画面操作の呼びかた
7. 操作を始める・終わる
8. ①画面上で入力する（日本語ローマ字入力）

②画面上で入力する（日本語かな入力）
③キーボードで入力する

9. ①かな入力からパスワード入力に切り替える

➁日本語ローマ字入力からパスワード入力
に切り替える【キーボード利用時】

10.写真や動画を撮影する
11. いろいろな撮影方法
12.iPadの画面を撮影する（スクリーンショット）

13. QRコードを読み取る
14. 写真を利用する
15. インターネットで調べる
16.  Web（ウェブ）サイト画面を閉じる
17. インターネットで調べる時の注意
18.  iPadがうまく動かない時
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⒈ iPad（アイパッド）の部分の名前

付属品

カメラ

ホームボタン

ディスプレイ マイク
ヘッドフォンジャック

電源ボタン

カメラ
音量ボタン

Lightning（ライトニング）コネクタ
※充電ケーブルをさしこむ

ステレオスピーカー

充電ケーブル

電源アダプタ

アプリ
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2. iPadで操作できるアプリ

①カメラ … 写真や動画を撮る

②写真 … 撮った写真や動画を見たり利用したり
する

③Safari … インターネットで調べる

④その他 … カレンダー・時計・メモ・ボイスメモ・
マップ・ブック・計測・ファイル

①MetaMoji
・授業や活動で使う
・記録をとったり、作ったものを提出・共有したりする

②iPadの純正アプリ … Keynote・Pages・Numbers・

iMovie・GarageBand・Clips

③その他 … Word・Excel・PowerPoint・OneDrive・
Teams・GoogleMap など

【注意事項】

・アプリのインストールを自分で行うことはできません。
・設定アプリの操作は、先生の指示に従って行ってください。
（Wi-Fi接続を確認する時は設定から操作します。） ３



3. 電源を入れる・切る、スリープ状態にする
電源を入れる場合：電源ボタンを長押しする

操作画面になる

スリープの場合：電源ボタンを軽く押す

シャットダウンする場合：電源ボタンを長押しする

スリープにする場合：電源ボタンを軽く押す

【注意事項】
①パスコードはありません。
②バッテリーが減らないように、使わない時はスリープにします。
③シャットダウンするとiPadの更新ができない場合があります。先生の指示で行うように

してください。
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4. 充電の確認

【注意事項】

・学校で充電するときはキャビネット（保管庫）の中

で行います。

・iPadを使っていない時は、カバーのふたを閉める
か、電源ボタンを軽く押してスリープ状態にしてく
ださい。

バッテリー（充電）の状況

授業中にバッテリーが切れてしまうことがないよう、
充電状況は確認してください。
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Wi-Fi   XXXXXXXX

Wi-Fi   YYYYYYYY

Wi-Fi   KKKKKKKK

Wi-Fi   FFFFFFFFF

Wi-Fi   MMMMMMM

5. Wi-Fi（ワイファイ）接続の確認

Wi-Fi接続の状況

インターネットやアプリを利用する時は、Wi-Fiの
マークが表示されているかを確認してください。

Wi-Fi接続の確認方法

設定をタップし、設定の画面で「Wi-Fi」を選びます。

Wi-Fiに✔が入っていることを
確認します。
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6. 画面操作の呼びかた
【タップ】
１本の指で軽くさわる

【スクロール、スワイプ】
指でさわったまま移動させる

【ピンチアウト】
2本の指で画面を広げる

【ピンチイン】
2本の指で画面を小さくする

【ドラッグ】
指でさわったまま動かす
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7. 操作を始める・終わる

などの
アイコンをタップする アプリの操作画面になる

ホームボタンを押す

ホーム画面にもどる
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8. ①画面上で入力する（日本語ローマ字入力）

入力切り替え
（長押しします）

削除

改行、確定・English(Japan)…
半角abcを入力する場合

・日本語かな…
ひらがな入力に切り替え
る場合

漢字変換、スペース（空白）
abc入力に切り替え

変換候補から
漢字を選ぶ

数字入力に切り替え
音声入力
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入力切り替えボタンを長押しし、「日本語かな」を選びます。

入力切り替えボタンを
長押しします。

かな入力の場合は「日本語かな」を選びます。

8. ②画面上で入力する（日本語かな入力）

数字入力

ABC入力

音声入力

入力切り替え

削除
空白（スペース）・

漢字変換 改行・確定「日本語かな」を
選びます。

変換候補から漢字を選ぶ
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9. かな入力からパスワード入力に切り替える

Shift（シフト）キー

・英字の大文字を入力する時に使う
・キーの上の記号（％、＆など）を入力
する時に使う

「日本語かな」入力画面から半角ABCを入力する場合、入力切り替えボタン を押して
「English(Japan)」をタップします。
※ロイロノートなどのアプリにログインする時のID・パスワードなどの入力に必要な操作です。

入力切り替えボタン
（長押しします）

「English(Japan)」を選ぶ

数字切り替えキー １２



10. 写真や動画を撮影する
カメラアプリをタップ シャッターボタンをタップ

ホームボタンと
シャッターボタンの
位置を合わせます。

撮影した写真・動画の縮小画像
（サムネイル）が表示されます。
タップすると写真・動画を確認で
きます。

タイマー

自分を撮影する時の
切り替え

＋

ー

ズーム（大きくしたり小さくしたりする）
※ピンチアウト、ピンチインでもズームを

行うことができます。

【注意事項】
①ほかの人の写真や作品・持ち物などを勝手にとるのはやめましょう。
②人を傷つけたり、ほかの人をこまらせたりするようなカメラの使い方はしないようにしましょう。
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11. いろいろな撮影方法

タイム

ラプス

スロー

ビデオ

写真

スクエア

パノラマ
撮影方法を選択します。

１５

【いろいろな撮影方法】

・写真

・ビデオ（動画）

・パノラマ …  広い範囲の写真が撮影できます（ワイド撮影）

・スロー …  スローモーションビデオ（動画）

・タイムラプス … 撮影した時間を短くして早回しで見ることができる動画



12. iPadの画面を撮影する（スクリーンショット）
スクリーンショットの機能を使って、iPadの画面をそのまま写真に撮ることができます。

iPadの操作を行う

例：Safariで情報を調べる
ホームボタンと電源ボタンを同時に押す

左下の縮小画像（サムネイル）をタップ

スクリーンかフルページを選ぶ
↓

「完了」をタップする
↓

に画面の写真が保存されます
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13. QRコードを読み取る
カメラアプリをタップ

QRコードにレンズを向け，
黄色で表示されたURLを
タップ

QRコードのホームページが表示されます
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・傾き変更

・トリミング

（余分な部分をカット）

14. 写真を利用する
写真アプリをタップし写真を選択

編集

共有（ほかの人に送る）

ゴミ箱（削除）
AirDrop・プリントなど写真
を転送できます。

編集画面を開く

不要な写真は削除
しましょう。

色の変更

をタップし、マークアップを選択すると、

写真に書き込みができます。

写真の編集が終わったら✔をタップします。

写真アプリに編集後の写真が保存されます。
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15. インターネットで調べる
Safariアプリをタップ 調べたいことばを入力

調べることばを選ぶ

見たいサイトをタップ
見たいホームページが表示される
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16. Web（ウェブ）サイト画面を閉じる
(1)一つずつ閉じる

(2)一度に閉じる

× ボタンを押す

「〇個のタブをすべて
閉じる」をタップ

を長押しする
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17. インターネットで調べる時の注意

【注意事項】

複数のことばを入力して調べることで、調べる
対象をしぼりこむことができます。

(1)複数のことばを入力する

(2)学習に関係のないサイトは見られません。

【注意事項】

・学習に関係のないサイトを開こうとすると、左
のようなメッセージが表示され、開けないように
なっています。

・インターネットトラブルにまきこまれないように
するために、学習に関係のないサイトを開こうと
するのはやめましょう。

２１
(3) 夜遅い時間はインターネットは利用できないようになっています。



18. iPadがうまく動かない時
(1)アプリが動かない

(2)画面が真っ黒・iPadが動かない

ホームボタンを2回
すばやく押す

終了したいアプリを
上にスワイプする

電源ボタンとホームボ
タンを同時に押す

→リンゴのマークが出
るまで待つ

(3)その他、調子が悪いと思った場合は、再起動（シャットダウン→電源を入れる）する
２２


