
  

令和３年６月８日 

保護者の皆様 

金沢市立泉中学校 

校長 由井  力 

 

「GIGAスクール構想」についてのご理解とご協力のお願い 
 

日頃より、本校の教育活動にご理解・ご協力いただき、誠にありがとうございます。 

標記のことについて、本校にも１人１台端末が整備され、学校内での活用がはじまり

ました。 

今後は、社会状況等に鑑み、各家庭への持ち帰りや、オンライン授業も視野に入れた

準備を進めてまいりたいと思っております。もし、臨時休業となった場合でも、子ども

たちの学びを止めないために、家庭環境の整備にご理解とご協力をお願いいたします。 

 

記 
 

１ 金沢市の整備端末の特徴 

 金沢市が導入している Chromebook は、あらゆるネットワークで

安全に利用できるような設定となっています。インターネットのア

クセス制限やウイルス対策についても標準機能として備わってお

り、学校外でも子どもたちの不適切なコンテンツへのアクセスや、

インストール等が自動的にブロックされるようになっています。 

 また、耐久性にも優れているため、万一の落下時も壊れにくい設計となっています。 
 

２ 各家庭での Wi-Fi環境整備のお願い 

 Wi-Fi環境がないご家庭は、大手家電量販店等へ問合せ、Wi-Fi

環境の整備をお願いします。 

 また、学校にはご家庭への貸出用モバイルルーターがあります

ので、必要な場合は学校までご相談ください。ただし、貸出用モ

バイルルーターには、ご家庭で契約済みの SIMカードを挿入する必要がありますので、

契約については、電気通信サービスを提供する会社や、大手家電量販店等へお問い合わ

せください。 

なお、Wi-Fi や SIM カードの契約、通信料等については、ご家庭での負担と

なりますことをご了承ください。 
 

３ 今後の見通し 

  今月には端末を持ち帰り、接続テストや家庭学習を行うとともに、夏季休業中には

オンライン登校日を設定する予定です。それまでに、家庭のネットワーク環境を整えて

いただくようお願いいたします。 

なお、端末を持ち帰る前には、学校でも操作方法や

留意点等を確認します。ご心配なことや不明な点等が

ございましたら、担任までご連絡くださるよう、お願

いいたします。 



令和３年６月８日 

保護者の皆様 

金沢市立泉中学校 

校長 由井  力 

 

各家庭の Wi-Fi環境調査について 
 
日頃より、本校の教育活動にご理解・ご協力いただき、誠にありがとうございます。 

さて，本校では１人１台端末の各家庭への持ち帰りやオンライン授業を視野に入れた

準備を進めてまいりたいと思っております。つきましては、円滑な運用のために各家庭

の Wi-Fi環境調査を実施いたしますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 

なお，調査の回答は，６月１１日（金）までに以下の方法で回答をお願いします。回

答する際は，別紙「よくあるトラブルやお問い合わせについて」を参考にしてください。 

また，各家庭の Wi-Fi 環境調査となりますので，長子のみ回答して頂きますようお願

いします。なお，後日，回答していただいた内容について，学校より連絡させていただ

く場合がありので，ご了承ください。 

 

記 
 

１ Google Form を活用して回答（右の QRコードを参照ください） 

  

 https://forms.gle/oY6ZPguibi5WihMP7  

 

２ この Wi-Fi環境調査アンケート用紙に○をつけて回答 

（裏面にも質問項目があります。） 

 

 

   年   組   番 生徒氏名              

 

※以下の質問項目の選択肢の当てはまる番号に○をつけてください。 

 

（１）ご家庭に Wi-Fi 環境がありますか。 

 

１．Wi-Fi環境がある。 → アンケート調査は，以上で終了となります。 

   

２．Wi-Fi環境がない。 → 質問項目（２）へお進みください。 

 

（２）ご家庭に Wi-Fi 環境がない場合，どの環境がありますか。 

 

１．有線 LAN の工事が完了している。   

→ 質問項目（３）へお進みください。 

２．有線 LAN がなく，携帯電話やスマートフォンの契約をしている。 

     → 質問項目（４）へお進みください。 

３．有線 LAN がなく，携帯電話やスマートフォンの契約をしていない。 

     → 質問項目（５）へお進みください。 

 

（裏面につづく） 

https://forms.gle/oY6ZPguibi5WihMP7


（３）有線 LANの工事が完了しているご家庭に質問です。今後，Wi-Fi環境を整えるため  

  にどのような予定ですか。 

 

   １．家電量販店等で，「Wi-Fi ルーター」等を購入し，Wi-Fi環境を整える予定で

ある。          → アンケート調査は，以上で終了となります。 

   ２．その他の方法で，Wi-Fi 環境を整える予定である。 

 → アンケート調査は，以上で終了となります。 

   ３．Wi-Fi 環境を整える予定はない。 

     → アンケート調査は，以上で終了となります。  

 

（４）有線 LANがなく，携帯電話やスマートフォンの契約をしているご家庭に質問です。

今後，Wi-Fi 環境を整えるためにどのような予定ですか。 

 

   １．スマートフォンと端末をデザリングすることや，新たに Wi-Fi 契約を申し込

むことで，Wi-Fi 環境を整える予定である。 

→ アンケート調査は，以上で終了となります。 

   ２．新たに SIM カードを申し込むことで，Wi-Fi環境を整える予定である。 

      → 質問項目（６）へお進みください。 

   ３．その他の方法で，Wi-Fi 環境を整える予定である。 

      → 質問項目（６）へお進みください。 

   ４．Wi-Fi 環境を整える予定はない。 

     → アンケート調査は，以上で終了となります。  

 

（５）有線 LAN がなく，携帯電話やスマートフォンの契約もないご家庭に質問です。今

後，Wi-Fi環境を整えるためにどのような予定ですか。 

 

１．通信キャリア等へ問い合わせ，新規でインターネットの契約手続きを行い，

Wi-Fi 環境を整える予定である。 

→ 質問項目（６）へお進みください。 

   ２．その他の方法で，Wi-Fi 環境を整える予定である。 

      → 質問項目（６）へお進みください。 

   ３．Wi-Fi環境を整える予定はない。 

     → アンケート調査は，以上で終了となります。  

 

（６）ご家庭に Wi-Fi 環境がなく,「Wi-Fi ルーター」を家電量販店等で購入する予定が

ない方は，学校からモバイルルーターを貸し出すことができます。ただし，SIM

カードの契約は，保護者自身で行っていただくことになります。 

  

  １．希望する   → アンケート調査は，以上で終了となります。 

  

２．希望しない  → アンケート調査は，以上で終了となります。 

 

参考資料（金沢市教育委員会ホームページより） 

○金沢型「ＧＩＧＡスクール構想」１人１台端末の利用方法について 

  

https://www4.city.kanazawa.lg.jp/39019/gigaschool/gigaschool.html 

 

※泉中学校ホームページにもリンクがあります。 

https://www4.city.kanazawa.lg.jp/39019/gigaschool/gigaschool.html


令和３年５月１０日 

 

よくあるトラブルやお問い合わせについて 
 

金沢市教育委員会 
 

日頃より、本市の教育活動にご理解・ご協力いただき、誠にありがとうございます。 

試験的な端末の持ち帰りについては、初めての取組となりますので、各ご家庭で様々

なトラブル等の発生が想定されます。そこで、円滑な運用のために、あらかじめ想定さ

れるトラブルやお問い合わせについて、FAQ（よくある質問集）としてまとめましたので、

ご活用ください。 

なお、本 FAQ は、金沢市公式ホームページにて随時更新しますので、ご参照ください。 

［URL］ https://www4.city.kanazawa.lg.jp/39019/gigaschool/gigaschool.html 
 

１ ネットワーク設定の仕方がわからない  
まずは、ご自宅のインターネット回線の有無を確認してください。 

（１）［Wi-Fi 環境がある場合］ 

別紙「家庭の Wi-Fi に接続する方法」を参照し、接続設定をしてください。なお、

下記の動画資料も参考になります。 

   「Chromebook の使い方」※外部リンク（グーグル合同会社） 

［URL］ https://www.google.com/intl/ja_jp/chromebook/howto/connect-to-wifi 

（２）［Wi-Fi 環境がない場合］ 

  そのままではネットワークに接続できません。下記①～③のいずれかの対応をお願

いします。 

 ①有線 LAN の工事が完了している場合は、以下の２つの方法があります。 

・「Wi-Fi ルーター」を家電量販店等で購入し、（１）の手順で接続する。 

・「イーサネットアダプタ USB 有線 LAN 変換アダプタ」を家電量販店 

等で購入し、LAN ケーブルとアダプタ、アダプタと端末を接続する。 

 ②有線 LAN がなく、携帯電話やスマートフォンの契約をしている場合は、以下のよう

な方法があります。 

   ・スマートフォン等の契約が、上限のない使い放題プランとなっ

ている場合は、スマートフォンと端末をデザリングすること

で、インターネットが使用できるようになります。 

   ・通信キャリア（NTT、KDDI、ソフトバンク等の電気通信サービ

スを提供する会社）の店頭またはインターネットで、新たに

Wi-Fi 契約を申し込むことで、インターネットが使用できるようになります。 

   ・通信キャリアの店頭またはインターネットで、学校から貸し出されたモバイル

ルーターに合う SIM カードを新たに申し込みます。（SIM カードの契約には多様

なプランがありますが、今後の活用を想定すると

５GB 以上の契約が推奨されます。）契約済みの SIM

カードをモバイルルーターに入れると、インター

ネットが使用できるようになります。 

 ③有線 LAN がなく、携帯電話やスマートフォンの契約もない場合は、

通信キャリア等へ問合せ、新規でインターネットの契約手続きを行ってください。 

FAQ 



２ ＩＤやパスワードを忘れてしまった  
端末を使用することができなくなります。まずは、学校に問い合

わせてみてください。小学校の低学年などでは、先生が管理してい

て電話で対応できる場合があります。 

ただし、自分でパスワードを変更している場合については、管理

者がパスワードをリセットする必要があり、すぐに対応することが

難しい場合があります。そのような場合についても、学校へ相談し

てください。 
 

３ 端末の電源が入らない  
   端末は、画面を上げると自動的に電源が入るようになって 

います。まずは、一度画面を閉じてからもう一度開いてみま 

しょう。 

   まだ電源が入らない場合は、キーボード左横の電源ボタン 

  を押してみましょう。 

それでも電源が入らない場合は、バッテリー切れか故障の可能性がありますので、 

学校へ連絡し、対応について確認しましょう。 
 

４ マウスやカバーケースなどを自分で購入して使ってもよいのか  
   端末は金沢市の備品であり、卒業や転出の際には後輩に引き継がれていく物であ

ることから、「元の状態に戻せる」という要件を満たしていれば、ご家庭で周辺機

器等を購入して使用しても構いません。また、今後、イヤホンやカバーケース等の

学校からの購入依頼等も考えられますので、購入については慎重な対応をお願いい

たします。 

   なお、学校や学年によっては、紛失や破損等による子ども同士のトラブルの防止

の観点から、周辺機器等の使用を禁止する場合もありますので、ご理解とご協力を

お願いいたします。 
 

５ お店や友達の家など、自分の家以外で端末を使ってもよいのか  
   端末は、あらゆるネットワークで安全に利用できるよう、インターネットのアク

セス制限やウイルス対策、データのダウンロードをブロックする機能等が備わって

います。 

 しかし、パスワードを求めないようなフリーWi-Fi では安全性が確保で

きないことが危惧されます。また、友達の家で Wi-Fi を接続する場合に

は、友達の家庭 Wi-Fi のパスワードを知ることになってしまいます。 

 このような観点から、学校外で端末を使用する場合は、自分の家以外

で端末は使わないようにしましょう。 
 

６ 端末に水やお茶をこぼしてしまった  
   まずは、すぐに水分を拭き取り、電源を切りましょう。端末が起

動している際に、機器の中に水分が入ってしまうと故障するリスク

が高まります。 

   また、そのようなときには、すぐに学校へ連絡し、その後の対応

について確認しましょう。 
 

※その他に不明な点がありましたら、学校へお問い合わせください。 


