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 重要  

 

この書類は、「個人情報の取り扱い」などに関する書類になります。 

 

内容の確認後、最後にあります同意確認書（P.9）に記入をお願いします。 

同意確認書のみ取り外して担任へ御提出ください。 

 

締切：令和４年４月１５日（金） 

 

横浜市立鴨志田中学校 

ICT 担当 

 

 

 

 

P.２～  個人情報の取り扱いについて 

P.４～  個人情報の取扱いに関する同意確認 

P.７   鴨志田中学校『Chromebook 活用のルール』 

P.８   Chromebook の使用ルールについて【家庭学習版】 

P.９   個人情報の取扱いに関する同意確認票 ☆要提出☆ 
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令和４年２月１６日 

 保護者様 

横浜市立鴨志田中学校 

    校 長   濵﨑 利司 

 

個人情報の取り扱いについて 

 

１ 個人情報の取り扱いについて 

本校では個人情報の収集・利用及びその管理について、「横浜市個人情報の保護に関する条例」に基づき、

適切に取り扱います。また、個人情報を取り扱う端末機等を含めた情報資産については、「横浜市教育委員会

情報セキュリティ管理規程」に基づき、適正に管理・運用いたします。 

本校では、児童・生徒の入学時、転入学時に、個人調査票、保健調査票等により、氏名、住所、生年月日、

保護者の氏名等、個人を特定できる様々な情報を収集し、それらを横浜市教育委員会で定められた方法に従

って業務に利用します。 

その目的は次の(1)～(3)に示すもので、他の目的に利用することはありません。 

 

 

 

 

 

 

※転学・進学の際は、法令で定められたもの以外は返却または廃棄します。 

※別途法令等に定められている場合、生命・身体・財産等の保護が必要だが本人・保護者の同意確

認が困難な場合、児童・生徒の健全育成に必要だが保護者の同意確認が困難である場合などを除

く。横浜市個人情報保護条例、文科省通知に準拠します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《鴨志田学校における連絡網・名簿について》 

(1) 連絡網・メール配信について 

御家庭への連絡方法として、メール配信システムを利用しています。参加は任意ですが、連絡網

に代わるものとして運用しております。できるだけたくさんの皆さんの登録をお願いします。 

諸般の事情で参加されない御家庭については、別途電話による連絡網を作成しますので、御了承

ください。（再連絡は行わない条件で連絡網を運用しますので、留守にする場合、留守番電話機能

の設定をお願いします。） 

 

(2) 名簿について 

個人情報保護に配慮し、利用目的、利用内容、配付先等を特定した上で利用します。 

・学級名簿など、必要な名簿類は従来通り作成し必要に応じて配付します。 

（1）入学・転学・進学の手続き、及び転学・進学先への書類の送付 

（2）児童・生徒の教育及び学校生活全般に関する管理・連絡及び手続き 

（3）登下校時の安全確保、地震等の際の危険回避、健康管理、その他学校生活全般に関する管理等 

（4）児童・生徒本人及び保護者への連絡、書類の配付(発送)、それらに付随する業務 



3 

２ クラウドサービス等を活用した教育活動について 

ICT を活用した教育活動を進める上で、授業等における学習や子どもの健康観察、家庭と学校との連絡等

において、横浜市教育委員会が導入した教育用クラウドサービス等（Google Workspace for Education、ロ

イロノート・スクール）を用います。その際には次の個人情報を取り扱います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上については、1 人１台端末とアカウントを利用した学習上必要かつ安全管理を図る上で、横浜市個人

情報保護審議会の承認を得たクラウドサービスにおいて個人情報を取扱います。ただし、教育上必要な範囲

での利用とし、録画保存の制限や二次利用の禁止、秘匿性の高い情報の取扱いを禁止するなど利用目的や管

理・運用を明確にします。 

なお、適正な利用と情報セキュリティの観点から、管理者が児童生徒のクラウドサービスの利用状況や接

続先を確認する場合があります。 

 

 

３ 参考 

「横浜市個人情報の保護に関する条例」 

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/g202RG00001340.html 

 

「横浜市教育委員会情報セキュリティ管理規程」 

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/g202RG00001344.html 

 

 横浜市の各種要綱、ルール等 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/kyoiku/sesaku/school/bunya8000.html 

 

Google Workspace for Education 

https://edu.google.com/intl/ALL_jp/ 

 

ロイロノート・スクール 

https://n.loilo.tv/ja/ 

 

 本件に関するご質問がありましたら、本校 副校長までお問い合わせください。 

   問い合わせ先  横浜市立鴨志田中学校   電話 045-961-3771 

  FAX  045-961-1495 

 

(1) 児童生徒の基本情報(氏名、ID、パスワード、学年・学級・出席番号、学校名 等) 

(2) 児童生徒の学習記録(ワークシート・レポート・作品の提出やクラスでの共有、小テスト採

点結果 等) 

(3) 学習活動の記録(授業や学校行事、部活動等の動画・写真 等) 

(4) 児童生徒の健康観察(健康チェック、臨時休業におけるショートホームルームの実施 等) 

(5) 家庭と学校との連絡(出欠席の連絡、お便り、アンケート 等) 

https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/g202RG00001340.html
https://cgi.city.yokohama.lg.jp/somu/reiki/reiki_honbun/g202RG00001344.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/kyoiku/sesaku/school/bunya8000.html
https://edu.google.com/intl/ALL_jp/
https://n.loilo.tv/ja/
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令和４年２月１６日 

保護者様 

横浜市立鴨志田中学校 

校 長   濵﨑 利司  

 

個人情報の取扱いに関する同意確認 
 

本校では、授業等における学習や子どもの健康観察、家庭と学校との連絡等において、教育用クラウドサービ

スや Web 会議サービス（以下「クラウドサービス等」）を用います。 

また、従来から学校 Web ページの充実を目指し取り組んでいるほか、お便り類・広報・文集などに作品・写

真・動画を使用しています。 

つきましては、クラウドサービス等の活用や Web ページ等での情報掲載について、御理解、御協力いただき

ますようお願いいたします。 

 

１ クラウドサービス等を活用した教育活動等について 

授業等における学習、子どもの健康観察、家庭と学校との連絡において、教育用クラウドサービスである

ロイロノート・スクール（以下「ロイロノート」）や Google Workspace for Education（以下「Google」）、

Web 会議サービスで Zoom や Meet を用います。 

 

（1）取り扱う個人情報【ロイロノート、Google】 

・児童生徒の基本情報（氏名、ID、パスワード、学年・学級・出席番号、学校名 等） 

・児童生徒の学習記録（ワークシート・レポート・作品の提出、クラスでの共有、小テスト採点結果 等） 

・学習活動の記録（授業や学校行事、部活動等の動画・写真等） 

・児童生徒の健康観察（健康チェック、臨時休業におけるショートホームルームの実施 等） 

・家庭と学校との連絡（出欠席の連絡、お便り、アンケート 等） 

 

（2）Web 会議サービスの利用（Zoom、Google Meet） 

教育活動に学校関係者以外の方が携わる場合、（たとえばオンラインでの外部講師を招いての授業や出前

授業を、児童生徒が受ける際）オンラインでのやりとりで児童生徒の画像や氏名などの個人情報が含まれる

ことが考えられます。その際には、個人情報取扱の遵守に同意をいただいた上で利用します。  

 

（3）留意事項 

学校でのクラウドサービス等の利用における個人情報の取り扱いは、教育活動上必要な範囲での利用とし、

かつ秘匿性の高い成績・進路情報、家庭環境、病歴などは取り扱いません。なお、ロイロノート及び Google

の利用にあたっては横浜市個人情報保護審議会の承認を得ております。 

また、適正な利用と情報セキュリティの観点から、管理者が児童生徒のクラウドサービスの利用状況や接

続先を確認する場合があります。 
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２ 学校 Web ページでの写真・作品等の掲載について 

学習活動の様子などの掲載にあたっては、個人情報・肖像権保護の観点から、以下のようなガイドライン

に沿って更新作業を行っています。 

 

 

 

 

 

 

限定された範囲に配付する学校だよりや学年・学級だより等とは違い、Web ページは全世界向けの発信と

なりますので、安全面を考慮しこのような対処をしています。 

   授業参観・懇談会・地域行事等での様子も対象となりますので、保護者・ご家族の皆様の様子も公開され

ることがあります。ご承知おきください。 

 

また、発信内容の一つとして作品や行事などの感想等を掲載することがあります。その際の情報公開につ

いては次のように対処します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ お便り類・広報・文集などでの作品・写真・動画使用について 

教育活動の様子を皆様にご紹介するため、あるいは授業改善に役立てたり、記録として残したりするため

に、子どもたちの活動場面を写真やビデオ等で記録しています。  

   現在想定される主な用途は次の通りです。 

 

□ 学校で利用するもの 

・学校、学年、学級だよりなどのお便り類(学年・名前の掲載の場合有) 

・学級文集、作品集など 

・活動発表の様子 

□ 市教委、区役所等に提供するもの 

・横浜市・区役所の各広報誌、リーフレット等の原稿、画像、授業記録など 

□ 市内、区内の研究会で利用するもの 

・教職員の研究・研修のために、授業の様子を撮影した画像、音声、動画など 

 

掲載及び提供等にあたっては本人及び保護者に掲載の可否について別途確認する場合があります。 

① 写真掲載にあたっては遠景を基本とし、大写し（アップ）などは利用しない。 

② 学年単位までの表現とし、学級単位の取扱いはしない。 

③ 部外者が個人を特定できるような掲載方法はとらない。 

④ 掲載する写真は必要最小限の画質や大きさになるよう処理する。 

(1) 作品や文章は、原則として電子データに変換したものを掲載します。 

(2) 作品・感想等に個人情報が含まれる場合、本人及び保護者確認の上、一部修正あるいは削除

して掲載します。 

(3) 掲載する場合必要に応じて、本人及び保護者に確認の上、その一部を編集して掲載します。 

(4) 表彰、報道等で公になっている場合を除き、原則学年のみ記載し、名前等は公開しません。 

(5) 掲載にあたっては本人及び保護者に掲載の可否について確認します。 

(6) 万が一、問題点等が発生した場合、直ちに掲載を取りやめます。 
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４ 個人情報の取扱いについて 

本校では、「横浜市個人情報の保護に関する条例」に基づき、個人情報を適切に取り扱います。 

 

５ 情報セキュリティ対策について 

本校では、「横浜市教育委員会情報セキュリティ管理規程」および「横浜市立鴨志田中学校情報セキュリテ

ィポリシー」に基づき、情報資産を適正に管理・運用します。 
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鴨志田中学校『Chromebook 活用のルール』 

 

 

 

 

 

 

＜目的＞ 

・学校で貸し出す Chromebook は、学習活動のために使うことが目的です。 

・学習活動に関わることだけに使うようにしましょう。 

 

＜使用について＞ 

・担当の先生が許可した時間や活動、場所のみで使いましょう。 

・借りているという意識をもち、破損などには十分に気を付けましょう。 

・マウス、タッチペンを使用することができます。 

・イヤフォンやマイクは、先生の許可を得て使用しましょう。学校に持ってくる場合

は、自分で管理を行いましょう。また、貸し借りをしないようにしましょう。 

  ・学習目的での「朝学習」「放課後」の使用を認めます。放課後は、委員会活動や教科

の学習において担当の先生がいる時に使用できます。 

 

＜情報管理について＞ 

・自分の ID やパスワードを、他の人に教えることはやめましょう。 

・自分の Chromebook を他の人に貸したりするのはやめましょう。 

・自分や他の人の個人情報（名前や住所、電話番号、写真など）をネット上にアップロ

ードすることはやめましょう。 

・カメラで誰かを撮影する時は、必ず相手の許可を得ましょう。 

・お互い、いやな思いをするような行為はやめましょう。 

 

＜設定について＞ 

・許可なく、アプリケーションなどのダウンロードやインストールをすることはやめ

ましょう。 

・学習用として利用しやすい設定を心がけましょう。 

 

＜保管について＞ 

・活動が終了したら、充電保管庫に入れましょう。 

 

＜不具合や故障について＞ 

・不具合や故障などの時は、すぐに先生に知らせましょう。 

・使い方が悪く破損、故障した場合、また、故意に破損した場合などは、補償を求める

場合があります。丁寧に使うようにしましょう。 

＜はじめに＞ 

皆さんが学校から貸し出される Chromebook には様々な機能があり、上手に使う

ことで授業などでの学びをより深めることができます。きちんとルールを守って、み

んなが気持ちよく学習できるように活用しましょう。 
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Chromebook の使用ルールについて【家庭学習版】 
令和４年１月２６日版 

横浜市立鴨志田中学校 

 

 

 

 

【使用時のルールについて】 

①学習活動に関わることだけに使用しましょう。 

②自宅と学校以外での使用、通信環境への接続は禁止されています。 

③借りているという意識をもち、大切に使用しましょう。 

  ④持ち運ぶ場合は、紛失・破損することがないように、特に注意して管理しましょう。 

  ⑤端末の貸し借り、転売は禁止されています。 

  ⑥お互い、嫌な思いをするような行為はやめましょう。 

  ⑦セキュリティの設定変更はできません。また改造・分解はしないでください。 

⑧学校の許可なく、インストールやダウンロード、拡張機能を使用することはやめましょう。 

   ※学校が指示した操作以外を行い不具合が生じた時は、御家庭に原状復帰または費用負担をお願いする 

場合があります。 

 

【情報管理について】 

①自分の IDやパスワードを、他の人に教えることはやめましょう。 

②自分や他の人の個人情報（名前や住所、電話番号、写真など）をネット上にアップロードすることは、

やめましょう。 

 

【保管について】 

  ①踏んだり、落下したりすることがないような場所に保管してください。 

②直射日光が当たる場所や、高温・多湿になる場所（窓際・屋外・風呂場など）での使用や保管は絶対に

しないでください。 

  ③充電ケーブルは、必要な時に接続しましょう。充電状態で長時間放置すると破損の原因になります。 

 

【不具合や故障について】 

①不具合や故障などの時は、すぐに学校へ連絡をしましょう。 

②使い方が悪く破損・故障した場合、また、故意に破損した場合などは補償をお願いします。 

 

【オンライン授業時のルール】 

  ①オンライン授業に参加するときは、以下の状態で参加してください。 

カメラ：ON  ※出席状態や取組状況を確認するためです。モザイクモードなどを利用しましょう。 

マイク：OFF  ※先生の許可があったときのみ、ON にして発言しましょう。 

  ②チャット機能は、先生の許可があったときに使用しましょう。 

③授業に関係のないものを映したり、書き込んだりするのはやめましょう。 

 「Chromebook」は、生徒のみなさんが自宅でも安心して学習が進められるように持ち帰ることができる

ようになりました。「生徒一人１台端末」とは言っても、自分のものになるということではありません。皆さ

ん自身も、そしてこれから先の後輩たちも、気持ちよく使えるようルールを守り大切に使用してください。 
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この用紙を取り外して担任にご提出ください。 

令和４年４月１５日(金) 締切 

 

横浜市立鴨志田中学校長 

個人情報の取扱いに関する同意確認票 

 

記入日：令和４年   月   日 

（確認表に記入した日時を記入） 

 

                     年    組    番（入学式後、ご記入ください。） 

児童・生徒名                    

保護者名                    

 

「個人情報の取り扱いについて」および「個人情報の取扱いに関する同意確認」をお読みいただき、該当す

る欄（  ）に「〇」をつけてください。 

 

 （１）クラウドサービス等の利用について   

（  ）学校の方針に基づく利用を承諾します。 

（  ）相談したいことがあります。 ※詳細は通信欄に記載願います。 

 

 （２）学校 Web ページ、お便り類への情報掲載について   

（  ）学校の方針に基づく掲載を承諾します。 

（  ）相談したいことがあります。 ※詳細は通信欄に記載願います。 

 

 

 

 

 

【通信欄】 


