
保護者のみなさまへ 
タブレット端末の取り扱いについて



   1　保護者とつながる

・タブレットを活用した学校からの情報発信

・子どもたちがタブレットを使用する上で、保護者の皆様にお願い 
　したいこと

・今回の配布資料の説明



　 タブレットを活用した学校からの情報発信

○様々な学習場面



  タブレットを活用した学校からの情報発信

学校便りや保健便り、給食献立表などを予定して
います。必要に応じて、これまでのようにペー
パーでの配付もあります。

学校からの各種便りを配布します



　ロイロノートで学校からのお便りを配信します。
今回は、実際に校長先生からの学校便りをロイロノートで送信します。 

保護者の皆様には、タブレットを操作して、実際にご覧になってもらおうと思います。

①ロイロノートの 
　　　　　アプリを開く。

③ノートを開く。
②「尾ノ上小学校からのお知らせ」 
下の「校長室より」を開く。



　ロイロノートで学校からのお便りを配信します。

④送るボタンを押す。

校長先生から学校便りが 
届いていれば、このように 
①マークがついています。

⑤学校便りが届いているので、タップして開く。

今回は、実際に校長先生からの学校便りをロイロノートで送信します。 
保護者の皆様には、タブレットを操作して、実際にご覧になってもらおうと思います。



   1　保護者とつながる

・タブレットを活用した学校からの情報発信

・子どもたちがタブレットを使用する上で、保護者の皆様にお願い 
　したいこと

・今回の配布資料の説明



2021年1月8日現在

現時点で想定されるタブレット使用に関するQ&Aを載せています。 
今後使用頻度が高まるにつれて、どんどん課題が出てくるかと思います。
家庭と連携をとりながら、柔軟に対応していきたいと思います。 

　　 タブレット端末の取り扱いに関するQ&A



Q１　タブレット・キーボード・ペン・充電器などの 
　　　　　取り扱いについて教えてください。

タブレット（iPad）
卒業時に返却します。 
学年によっては学年末に返却が
必要です。

ペン
返却はしません。最初にお配
りしたものは、個人の所有物
になります。

キーボード（３年生以上）
今回配布したものは、 
卒業時に返却します。

充電器（アダプター・ケーブル）

今回配布したものは、
卒業時に返却します。



　Q２　タブレット・キーボード・ペン・充電器などが 
　　　故障してしまった場合は、どうすれば良いですか？

ペン
故障した場合は、個人で
買い替えられてください。

充電器（アダプター・ケーブル）
故障した場合は、個人で 
買い替えられてください。

故意の破損以外は、補償
対象です。学校まで連絡
をください。

タブレット（iPad）

故障内容によっては、修理対
応になります。学校まで連絡
をください。

キーボード（３年生以上）



   Q３　タブレットは毎日持ってくる・帰るのですか？

A３　教科書と同じように、毎日持ってきて・持って帰ります。 
そのため、ランドセルの中に入れたり、必要に応じてご家庭でタブレットを入れ
るバッグ（手提げバッグなど）を作成されたりしてください。 

※タブレットを手で直接持って、登校することがないようによろしくお願いします。



A４　ご自宅での充電をよろしくお願いします。 
なお、学校からは、充電は保護者の目の届く範囲（リビングなど）での充電を
推奨します。

  Q４　タブレットの充電は、どうすれば良いですか？

※自分の部屋にあると、つい使いたくなります。　 
※ご家庭ごとにルールを決められてください。



A5　アプリのインストールは制限されています。

学校用のタブレットで使用する（できる） 
アプリは、Self Service（セルフサービス）
によって制限されています。

   Q5  タブレット端末でアプリは自由にインストールしていいの？

Self Service（セルフサービス）に登録されているアプリのみ、インストール 
できます。使用するアプリは、学校で子どもたちに伝えます。勝手にインストール
はできませんので、ご安心ください。



A６　基本的にタブレットに入っているアプリは、ご自宅で自由に使用して
大丈夫です。ただし、インターネットで検索する際には、注意が必要です。
フィルタリングはかかっていますが、必要最低限の設定となっています。 
小まめにタブレットの使用量（通信量や検索履歴）の確認をよろしくお願い
します。

SoftBankの「iPadの通信量を調べるには？」 
に関するサイト

通信量の履歴の確認方法の詳しい見方は、
左のサイトを参考にされてください。

 Q6  タブレットでしてはいけない（注意する）ことはありますか？（１）



③時計のマークを押す。 
検索履歴が出て 
きます。

検索履歴の確認方法　※学校のタブレットは、検索履歴を児童が勝手に消せないようになっています。
つまり、不適切なものを検索した場合、フィルタリングにかかって検索できませんが、検索履歴には残ります。

①Safariを押す。 ②左上のマークを押す。

   Q6  タブレットでしてはいけない（注意する）ことはありますか？（１）



   Q７  タブレットでしてはいけない（注意する）ことはありますか？（２）

A７　ロイロノートなど、パスワードを勝手に 
　　　変更しないでください。（子どもたちへは学校で伝えます。） 



A８　カメラアプリを使って撮影して大丈夫です。

標準のカメラアプリで
写真・動画を撮っても
大丈夫です。

  Q８　タブレットで写真・動画は撮ってもいいの？

ただし、タブレットの容量が３２GBなので、写真や動画の撮影をたくさん行う
と、容量を圧迫します。データを整理したり、先生に確認をとったりしながら使
いましょう。 
必要に応じて、アプリ内のカメラ機能を活用しましょう。

ロイロノートやメタモジ
のアプリ内でも写真・
動画が撮影できます。



A９　　各家庭にWi-Fiがある場合は、アップデートのご協力をよろしく 
　　　お願いします。ご家庭で難しい場合は、定期的に学校で一括して行う予定です。

アップデートの詳しいやり方は、 
左のサイトを参考にされてください。

docomoのiPadアップデート説明ページ

   Q９  OSのアップデートは個人でするんですか？



  Q１0　個人で持っているアカウントで、学校のタブレット 
　　　　 からログインしても良いのですか？

A１０　絶対にしてはいけません。
フィルタリングがかかっているので、基本的にはログインできなくなっていま
す。しかし、YouTubeやyahooなど、一部のサイトからは、個人のアカウン
トからのログインも可能になっています。個人情報の漏洩にもつながりますの
で、絶対に学校のタブレットから個人のアカウントでログインはしません。



2021年1月8日現在

以上が、現時点で想定されるタブレット使用に関するQ&Aです。 
使用していくにつれて、色々と困ったり、分からなかったりすること
が出てくると思います。 
その場合は、すぐに学校（381ー0165）に連絡をお願いします。 
必要に応じて、全家庭への周知も行っていきたいと思います。

　　 タブレット端末の取り扱いに関するQ&A



   1　保護者とつながる

・タブレットを活用した学校からの情報発信

・子どもたちがタブレットを使用する上で、保護者の皆様にお願い 
　したいこと

・今回の配布資料の説明



・「新時代の学び」に向けた１人１台タブレット端末貸与について ～ 保護者編 ～

　今回の配布資料の説明

・「新時代の学び」に向けた１人１台タブレット端末貸与について ～ 児童・生徒編 ～

・タブレット端末有効活用のために

・「保存版」熊本市学習用 iPad の利用についての同意書



「新時代の学び」に向けた１人１台タブレット端末貸与について
～ 保護者編 ～

タブレット端末が１人１台となることで、学校での授業、家庭での学習が大きく変わります。

熊本市は、未来への礎づくりとして、教育ＩＣＴの整備をいち早く取り組み始めました！！

目的
新しい時代に必要となる資質・能力「学びに向かう力」、
「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」の習得を目指し、
児童生徒が「自ら考え主体的に行動できる力」を身に付け
るためのツールとして活用すること。

使用に関するお願い

〇充電について

毎日持ち帰りをしますので、ご

家庭での充電のご協力をお願

いします。（１日１回、フル充電す

るための費用は、約１円となります。）

〇持ち帰りについて

毎日の家庭学習や長期休業中

の学習課題への取組として、家

庭に持ち帰ることを基本として

います。

〇アップデートについて

OSやソフトウェアのアップデー

トなどのため、家にWi-Fi環境

があるときは、回線を使用して

もよいです。

〇返却について

熊本市からの貸与となります

ので、卒業時には本体の他、

付属品も元の状態にして学校

へご返却ください。

〇同意書について

「熊本市学習用iPadの利用

についての同意書」の内容

についてお子様と確認しな

がら作成をお願いします。

〇使用状況について

タブレット端末の使用について

は、学校において確認しますが、

ご家庭でもタブレット端末の

使い方などはご確認ください。

「新時代の学び」に向けた１人１台タブレット端末の貸与
について ～ 児童・生徒編 ～

タブレット端末を使用するときのお願い

〇使用について
タブレット端末は、あくまでも学
習用です。学校での学習、家庭
学習に使ってください。

〇持ち帰りについて
学校の授業や家庭学習などで
使うので、毎日家に持ち帰ります。
家に帰ったらタブレット端末の充
電をしてください。

〇アップデートについて
OSやソフトウェアのアップデート
などのため、家にWi-Fi環境が
あるときは、家の回線を使用して
よいです。

〇返却について
学年が上がるときには、そのま
ま持ち上がりますが、卒業する
時には、タブレット端末、キーボ
ードなど周辺機器も含めて全て
もとどおりにして学校へ返します。

〇点検について
学校でも壊れていないか確か
めるため定期的に点検を行い
ます。

〇壊れた時について
タブレット端末は、ていねいにあ
つかってください。壊れたり、失
くしたりしたときは、すぐ学校に
届けてください。

〇使用量について
タブレット端末ごとに通信量
も分かります。通信量が多い
ときは、健康面の確認のため、
使用方法について学校から
家に連絡をすることがあります。

〇Web閲覧について
タブレット端末で閲覧した内容等
は取り消しができないようにな
っています。どのような使い方
をしたか調べることができます。

そもそも何のためのタブレット端末貸与なのでしょうか・・・
これからの学習は、先生方から「教えてもらう」ものから、自分たちで
「学びとる」ものへと変わっていきます。自分から調べたり、記録したり、
意見を出し合ったりする道具として積極的に活用してください。つまり、
自分から「学びとる」ツールとして活用するためのものです。

「教えてもらう」から「自分で学びとる」授業へ変わる

児童生徒のみなさん、いよいよ一人一人がそれぞれ１台のタブレット
端末が使用できるようになりました。今まで以上に日常の学習や
いろいろな活動の場面で活用できるようになります。

今回熊本市から貸与されるタブレット端末は、これからの私たちの学びにとってとても有
効なものです。自分も友達もより高め合えるよう情報モラル（著作権、肖像権、SNS利用
等）を守りながら正しく活用するようにしましょう。

　熊本市教育センターより

「新時代の学び」に向けた１人１台タブレット 
　　　端末貸与について ～ 保護者編 ～

「新時代の学び」に向けた１人１台タブレット 
　　　端末貸与について ～ 児童・生徒編 ～



　タブレット端末の有効活用のために（尾ノ上小独自）
○寝る前は、タブレット端末の利用を控えるよう 
　にさせてください。

○学校からのお便りをタブレット端末で配信して 
　いきます。
※タブレット端末の機能を使っての、学校・担任への連絡や問い合
わせはご遠慮ください。

○毎日持ち帰り・持ってきます。ご自宅での 
　充電をよろしくお願いします。
○使用量の確認をできる限り週に１回程度 
　行ってください。



　熊本市学習用 iPad の利用についての同意書

 
熊本市学習用 iPadの利用についての同意書 

 

熊本市から貸与された学習用 iPadは、学校、家庭での学習用として使用します。 

 

学習用 iPadの基本的な使用について 

・ 毎日学校で使えるようにして（家で充電して）持って行きます。 

・ 故障や破損があればすぐに保護者や教師に報告します。 

 

個人情報の保護について 

・ 写真を撮ったり、音や映像を録音・録画したりする時は、相手の許可（肖像権等）を得ます。 

・ 自分や他人の個人情報をインターネット上に公開しません。 

 

人権侵害について 

  ・ 相手を思いやり、傷つけたり、不快感を与えたりしないようにします。 

 

著作権について 

・ 他人の作品や表現を尊重し、使用するときには許可を得るようにします。 

 

安全性（セキュリティ）やネットワーク上のルール、マナーについて 

・ インターネットで、不適切なサイトの閲覧や投稿を行わないようにします。 

・ 教員と保護者が、違法・不適切な使用をしていないことを確認することがあります。 

・ アカウント名やパスワードは自分で管理します。 

 

健康面について 

・ 健康面に留意し、時間を決めて使用します。 

・ 通信量が多い場合、学校から使い方について本人、保護者に連絡し確認をする場合があ

ります。 

 

上記の条件をしっかり守り、学習用 iPadを卒業までの期間使用します。 
 
 
熊本市教育センター所長 様 

                令和   年    月    日 
 
所属 ：熊本市立                     学校 
 
児童生徒名：                             
 
保護者名  ：                              

端末番号（                 ） 保存版 

これまでの説明資料を読んで頂き、　 

同意書への署名をよろしくお願い

します。

※記入漏れがないように、 
　　　　　　　よろしくお願いします。



　熊本市学習用 iPad の利用についての同意書

 
熊本市学習用 iPadの利用についての同意書 

 

熊本市から貸与された学習用 iPadは、学校、家庭での学習用として使用します。 

 

学習用 iPadの基本的な使用について 

・ 毎日学校で使えるようにして（家で充電して）持って行きます。 

・ 故障や破損があればすぐに保護者や教師に報告します。 

 

個人情報の保護について 

・ 写真を撮ったり、音や映像を録音・録画したりする時は、相手の許可（肖像権等）を得ます。 

・ 自分や他人の個人情報をインターネット上に公開しません。 

 

人権侵害について 

  ・ 相手を思いやり、傷つけたり、不快感を与えたりしないようにします。 
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安全性（セキュリティ）やネットワーク上のルール、マナーについて 

・ インターネットで、不適切なサイトの閲覧や投稿を行わないようにします。 

・ 教員と保護者が、違法・不適切な使用をしていないことを確認することがあります。 

・ アカウント名やパスワードは自分で管理します。 

 

健康面について 

・ 健康面に留意し、時間を決めて使用します。 

・ 通信量が多い場合、学校から使い方について本人、保護者に連絡し確認をする場合があ

ります。 

 

上記の条件をしっかり守り、学習用 iPadを卒業までの期間使用します。 
 
 
熊本市教育センター所長 様 

                令和   年    月    日 
 
所属 ：熊本市立                     学校 
 
児童生徒名：                             
 
保護者名  ：                              

端末番号（                 ） 保存版 

学年でお知らせがあります

提出締め切り日

※各学年から配布資料内に締め切り期日の記載があります。 
　お子さんとご確認ください。

※期日内の提出をよろしくお願いします。



全てはこれからを生きる子どもたちのために


