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学習用 Chromebook の使用にあたって 

１ 学習用 Chromebook  

 

 

 

 

 

児童の学習効果をより高めるとともに、AI 時代、人生１００年時代などといわれる現代社会において

「情報活用能力」「情報モラル」「デジタル・シティズンシップ」を身に付け、適切で責任ある判断行動を

目指し力強く生きていくことができるよう、上記の目的で ICT の活用を促進します。 

戸板小学校では、「戸板 学習用 Chromebook 使用の手引き」に示す内容に基づき、ICT 活用を推進し

ます。しかし、学校だけでは、全ての危険を排除することは困難であり、家庭での保護者の皆様の協力が

不可欠です。趣旨について理解していただき、家庭でもこの「戸板 学習用 Chromebook 使用の手引き」

の内容を確認の上、ご支援・ご指導をよろしくお願いします。 

 

２ 学習用 Chromebook 使用ガイドライン 

 学習用 Chromebook は、金沢市が児童に貸与し、学習を目的として使用を認めるものです。「戸板 学習

用 Chromebook 使用ガイドライン」の内容を十分に確認し、保護者、児童双方の了解のもと、使用してく

ださい。 

 「戸板 学習用 Chromebook 使用ガイドライン」の主な内容は、 

 

 

 

 

です。年度始め、１学期末、２学期末、３学期末に内容を確認し、適切な使用ができるようにご支援・ご

指導をよろしくお願いします。 

 

年度始め 

Chromebook の取り扱い、各種アカウント(ID,パスワード)、学校や家庭での使用の約束

を確認する。 

※チェック表をチェック 同意にサイン 

１学期末 
使用状況について話し合い、約束を確認する。 

※チェック表を活用する。（各項目を確認し、レ点を付ける。） 

２学期末 
使用状況について話し合い、約束を確認する。 

※チェック表を活用する。（各項目を確認し、レ点を付ける。） 

３学期末 
１年間の使い方について確認し、新年度に向けて、家庭での使用の約束を見直し、次年

度ガイドラインに記入する。 

学習用 Chromebook 使用の目的 

 １人１台端末と、高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備することで、特別な支援を必要

とする子ども達を含め、多様な子ども達を誰一人取り残すことなく、公正に個別最適化され、資質・

能力が一層確実に育成できる教育環境の実現を目指す 

①使用の目的 ②使用に関わる約束(児童,保護者) ③きまり、禁止･制限事項 ④学校での使用 



３ 家庭での無線 Wi-Fi 使用について 

端末を活用する際には、ご家庭のネットワークに接続する必要があります。上記の QRコードを読み取

っていただき、「メニュー」の「GIGA スクール」から「Google for Education アカウント・パスワード

について」の「家庭の Wi-Fi に接続する方法」をご参照のうえ、接続をお願いいたします。 

 

（１）Wi-Fi 環境がない場合について 

ご家庭に Wi-Fi 環境がない場合は、モバイルルーターの貸し出しが可能ですので、必要であれば担任

までご連絡ください。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。 

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ることをご了承ください。 

 

（２）自動接続について 

自動接続設定を行わないと、「Wi-Fi ネットワークに接続し直す度に、パスワードを入力する必要があ

ります。ご自宅の Wi-Fi ネットワークを自動接続に設定していただく必要があります。 

 

〈ネットワークに自動接続する〉 

① Wi-Fi ネットワークに接続していることを確認します。 

② 右下の時刻が表示されている領域を選択します。   

③ 設定 を選択します。（歯車マーク） 

④ [ネットワーク] の [Wi-Fi] 項目で、ご家庭のネットワークを選択します。 

⑤ [このネットワークに自動接続する] チェックボックスをオンにします。 

 

（３）フィルタリングについて 

児童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。ただし、トラブルを事前にすべて防ごうと

するあまり、児童の活動が制限されすぎてしまわないように配慮してありま

す。 

家庭では、児童と保護者で利用の約束を確認し、保護者の責任において、正

しい利用ができるように指導をお願いします。 

 

（４）インターネットの利用時間について 

児童の夜間の長時間利用等を抑制する観点から、利用可能時間が設定されています。 

利用時間  毎日  ５：００ ～ ２１：００ 

４ 家庭への持ち帰りについて 

 戸板小学校では、毎週末と長期休み（夏休み・冬休み）での、家庭への Chromebook 持ち帰りを行って

います。目的は、以下の２点です。 



 

① 万一、感染症や災害等によって臨時休業となった場合、児童の学びを止めないため 

② Chromebook の慣れ・親しみや普段活用の促進のため 

 

ランドセルに入れて持ち帰ります。児童の発達段階や事前指導の状況等に応じて、各学年から課題を出

しています。連絡帳やおたよりでご確認ください。また、学級によっては、課題が出ない場合があります。 

学校では、朝学習や学級指導などで、「健康面への配慮」や「端末を使用する際のマナーやルール」「情

報モラル」「デジタル・シティズンシップ」についての学習を行っています。 

しかし、児童それぞれの端末や情報マナーへの習得は個人差があります。ご家庭で使用する際にも、

「学習用の端末」であることや、「金沢市からの貸与された端末」であることを忘れず、情報モラルや使

用ルールを守って適切に使用できるよう、ご指導ください。 

 

５ 家庭での充電について 

端末は、フル充電の状態で、約 10 時間使用することができます。ただし、動画等を閲

覧・通信する場合には、5 時間程度しか使えないこともあります。 

原則、学校で充電してから持ち帰ることとしますが、ご家庭に「USB Type-C」という規

格のケーブルがある場合は使用することができます。 

最近のスマートフォンや家電機器等のケーブルもこの規格が増えていますので、充電の際に使ってく

ださい。 

※ Nintendo Switch の充電用ケーブルは、USB Type-C です。 

※ 100 均ショップのものも使えますが、アンペア数が弱く充分に充電できない場合があります。 

 

６ 故障などトラブルがあった場合について 

 故障・破損・紛失・盗難・ネット上のトラブルなどが発生した場合に

は、速やかに担任に連絡してください。 

修理・交換の手続きを行っている期間は、戸板小学校の予備機を貸し

出します。 

故意に破損させたりする等により端末が正常に使用できなくなった

場合には、弁償等の対応をしていただくことがあります。また、故障と

判断した場合でも、家庭において修理はしないでください。 

 

７ 各種アカウントについて 

（１）Google アカウント（ID 及びパスワード）について 

ID：○○○○○○@kanazawa-city.ed.jp  パスワード：□□□□□□ 

Google アカウントは、Google 社が提供するサービスを使用する際、利用者を識別して本人確認を行う

ために用いるユーザーアカウントです。Google クラスルームなどのアプリケーションを使用する際に必



要となります。 

金沢市の児童が使用する Google アカウントは、学習用のアカウントで、教育活動への使用を目的とし

て、金沢市教育委員会が独自に発行するものです。このアカウントには、メール機能がなく、一部のサー

ビスを利用することができません。 

児童が学習活動に使用する Google アカウントは、初めて端末を利用する際に配付します。アカウント

は、中学校まで使うものです。パスワードを他人に知らせたり、譲渡したりしないようにしてください。

また、個人的なインターネットサービスへの使用を禁止します。学習用 Chromebook 以外の端末で使用し

ないようにしてください。大切に管理してください。 

 

（２）ミライシードパスワードについて 

ミライシードは、ベネッセ社が提供する、協働学習・一斉学習・個別学習それぞれの学習場面に対応し

た 3 つのアプリケーションからなるタブレット学習オールインワンソフトです。児童が主体的に学び合

い、クラス全体で練り上げる授業を支援します。 

 ミライシードを使用する際にも、パスワードが必要となります。現在のところ、ミライシードのパスワ

ードは、Google と別の 4～20 桁までのパスワードに設定してあります。 

 

（３）パスワードの変更について 

 Google アカウント・ミライシード共に、パスワードの変更が可能です。パスワードを変更した場合は、

管理・保守の観点から、速やかに担任にお知らせください。また、家庭で変更したパスワードを児童一人

で入力できないという事例がよくあります。変更する際は、必ず一人でも入力・管理できるかの確認をし

てください。 

 

８ 使用アプリケーションについて 

持ち帰りの際などに、家庭でも活用できるように掲載します。学校で約束した「戸板 GIGA っ子５か条」

を守り、学習のために使用するように指導してください。学習のために、このほかの HPやアプリを使い

たい児童もいると思います。使う前に必ず、担任や保護者に相談してから使用するようにお願いします。 

 

HP やアプリ こんなことができるよ 

NHK for school(フォー スクール) 
いろいろな教科の勉強の動画があります。 

復習や予習ができます。 

グーグル検索エンジン 
様々なこと調べることができます。 

気になったことは調べてみましょう。 

プレイグラム 
タイピングの練習ができます。 

タッチタイピングの練習もできます。 

ミライシード（ドリルパーク） 
AI ドリルです。 

自分に合った問題を選びましょう。 



※スライドは、Chromebook のアプリ

に入っています。 

※「グーグル検索エンジン」「ミライ

シード」は、↓をクリックして入

ります。 

 

Scratch（スクラッチ） 
プログラミングの練習ができます。 

クイズやゲームなども作ることができます。 

スライド 
紹介や資料をまとめることもできます。 

自由研究に使ってもいいですね。 

〈それぞれの HPの QR コード〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ その他 

（１）欠席児童への授業配信について 

複数日欠席の児童に対して、Google ミートによるオンラインでの授業配信を行っています。定点カメ

ラによる授業配信で、一日一時間程度で行っていく予定です。授業の雰囲気や様子が分かり、その後のス

ムーズな登校に繋げたいと考えています。 

欠席児童に対しての宿題などの連絡もクラスルーム内ストリームで行います。ご希望や詳しい内容は、

担任までご相談ください。 

 

（２）行事用クラスルームについて 

 行事などで保護者入場などの制限がかかる状況になった場合、学校行事を後日グ

ーグルクラスルームに掲載し、保護者の皆様にもご覧いただけるようにいたしま

す。クラスコードの掲載は、年度当初に行いますので、クロムブック持ち帰り日に

ご覧ください。 

※参考 

本校 HP「GIGA スクール」から、「Google Meet のつかいかた」「家庭の Wi-Fi に接続する方法」「よくあ

るトラブルやお問い合わせについて」が、ご覧いただけます。     

戸板小学校 HP http://cms.kanazawa-city.ed.jp/toita-e/ → 
 

プレイグラム 

NHK for school 

Scratch（スクラッチ） 


