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Chromebook の利用について 

□■ 生徒・保護者のみなさまへ ■□ 
 
 
 

東海大学菅生高等学校ではこれから未来へはばたくみなさんへ、有益な情報機器の取り扱いを学んでいただ
き、社会でリーダーとして活躍していただきたいと望んでいます。東海大学の建学の精神である「若き日に汝
の思想を培え」「若き日に汝の体躯を養え」「若き日に汝の知能を磨け」「若き日に汝の希望を星につなげ」と
いう４か条は、みなさんに様々なものの見方・考え方（思想）を培ってもらうことを目標に定められています。 

 
グローバル化しつつある現代社会において、スタンダードとなる言語は「英語」です。そして情報機器（コン
ピュータ等）の扱いに慣れることで視野が広がります。本校ではこのような社会の変革にいち早く対応してい
ただくため、全生徒に Chromebook を使った教育を行っています。Chromebook を活用することで学習効果
が高められ、みなさんの夢が実現に近づきます。また社会でリーダーとして活躍するために不可欠な「自学の
習慣が身に付き、常に多面的にものごとをとらえ、協働して問題にあたっていく思考能力」が養われます。

 
情報機器はもろ刃の剣です。使い方を誤れば自分が被害者や加害者になってしまうこともあります。他人を誹
謗中傷する道具として利用したり、法律に抵触する行為をしてはいけません。 

 
包丁は料理に使う道具として作られました。しかしその刃（やいば）を人に向ければ、他人を傷つける道具と
なることもあります。包丁職人は料理に使ってくれることを願って毎日刃を研ぎ続けます。私たちは目的を誤
ってはいけないのです。毎年のように新しい情報機器が登場しますが、便利に使いこなすことで社会が発展し
ていきます。SNS 等で他人を攻撃してはいけませんし、詐欺まがいの道具に使用するものでもありません。
SNS 等は多くの人とつながり、広く視野を広げるために有益に使ってください。 

 
目的に沿って Chromebook を利用し、無用な危険に陥らないように、本手引きに記載のルールや制限事項を
よく理解したうえで日常生活に活用していくようにしてください。 

 
 

機 種 に つ い て 
□ メーカー ASUS   □ 機 種 Chromebook Flip C214MA-BU0029 

※ 現在選定している機種です。事情により変更の場合もあります。 
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Chromebook 利用上の注意事項 
  Chromebook は、東海大学菅生高等学校の授業および家庭での学習で活用していただくタブレット型ＰＣ

です。Chromebook を活用することで学習効果が高められ、名門校たる生徒にふさわしいモラルも身につ
きます。リーダーとして活躍するためにも以下に掲げる事項を遵守することで「情報を的確に収集・分析
し、分かりやすく表現する力」を習得しましょう。そして「情報活用力・表現力」を養ってください。 

 
  □ Chromebook は授業のある日には毎回持参してください。充電は家庭で行ってください。 
     学内での充電はできません。ただしモバイルバッテリーを持参することはできます。 
 
  □ Chromebook は学習のツール（道具）として利用してください。 
     授業・学習以外での利用はできません。 
 
  □ Chromebook を SNS やネットゲームに利用しない。 
     違反した場合、担任が一時預かります。悪質な場合は指導の対象となります。 
 
  □ 自分以外の【ＩＤ・パスワード】でログインしないようにしてください。 
     他人の【ID・パスワード】でログインするとＩＤの不正利用となり、指導対象となります。 
     サーバのログ情報にアクセス記録が残っていた場合、事情を聴かれることがあります。 
 
  □ 学内では授業中（教員の指示に従って）のみ利用してください。 
     担当教員が許可した場合のみ、授業以外に利用できます。 
 
  □ カメラ撮影・動画撮影（スクリーンショットを含む）を行うときは、教員の許可を得てください。 
     違反した場合、担任が一時預かります。悪質な場合は指導の対象となります。 
 
  □ 他人の所有物を無断で撮影しないでください。 
     他人の所有物を無断撮影する行為は盗撮行為となり、指導の対象となります。 
 
  □ 他人の画像・音声・動画・個人情報（名前、住所等）は、本人の同意にかかわらず撮影・所持・ 

送信・公開してはいけません。 
     これらの行為は違法です。直ちに指導の対象となります。 
 
  □ 他人の Chromebook に、本人の許可なく触れることを禁止します。 
     他人の所有物に勝手に触れる行為はマナー違反です。悪質な場合は指導の対象となります。 
 
  □ 教室移動で Chromebook を利用しないときは、Chromebook をロッカーへ入れ必ず鍵をかけるよう 

にしてください。 
     盗難防止の自衛策を常に行ってください。盗難にあった場合には、担任へ報告してください。 
     盗難を行った（盗難に加担した場合も含む）生徒は、直ちに指導の対象となります。 
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１ 禁止事項 
１．ログイン名の変更はできません 
   ログイン名（〇〇@tokaisugao.ac.jp）を変更するとネットワーク認証ができず、Chromebook を利用する 

ことができません。 
２．アプリの削除禁止 
   すでにインストールされているアプリを削除してはいけません。 
３．アプリのインストール 
   本校で特定アプリ（悪意のあるアプリ等）を利用禁止とした場合、興味本位で当該アプリをインストール

することを固く禁じます。インストールすることで他人の情報機器に悪影響を及ぼし、インターネットに
接続できない・個人情報の漏洩といったことが生じる危険性があります。 

４．Chromebook 以外の情報機器(携帯やスマートフォン・ゲーム機器など)は校内無線 LAN に接続できません本
校無線 LAN に接続できる端末数は生徒 1 人に対して１台と制限しています。複数の情報端末を授業等で
利用する場合は、教員の許可を得るようにしてください。設定変更により接続できます。 

５．指定時間以外に Chromebook を利用することはできません 
   Chromebook は授業時間で使用することが原則です。その授業の担当教員から利用する許可を必ず受けて

使用します。休み時間（昼休みも含む）は原則使えません。朝学習や放課後に使いたい場合は、必ず「自
学館（本校舎）」「自習ルーム（学びの城）」で使用してください。普通教室で使用することは固く禁じま
す。ただし、教員が許可を与える場合はこの限りではありません。 

６．学習以外のサイトは Chromebook で利用できません 
   学習目的以外のサイト（暴力・違法薬物・ギャンブル・ポルノ・インターネットショッピング・SNS 等）

を利用することはできません。サーバのログ情報に「〇〇さんの Chromebook が□時□分□秒に△△サイ
トにアクセスしていた」というデータが記録されるので、悪質な場合は指導の対象となります。 

７．本校のセキュリティシステムを破壊する行為を禁止します 
   本校では高度なネットワークセキュリティシステムを稼働し、皆さんの Chromebook や学内 PC を不正な

ウィルスから守っています。これらのシステムを故意に破壊するような行為を行ってはいけません。 
８．他人の ID を不正利用することはできません 
   他人の「ID・パスワード」を利用する行為は、他人の所有物を勝手に利用する行為であり、禁止します。

不正利用が発覚した場合には、指導の対象となることがあります。 
 
 

２ 制限事項 
１．初期パスワードの変更 
   初期パスワードは自分の分かるパスワードに変更することを推奨します。これにより他人が勝手に

Chromebook を利用することを防ぎことができます。またパスワードは誰にも教えてはいけません。 
２．パスワード忘れ 
   自分の設定したパスワードを忘れてしまった場合には、すみやかに担任へお申し出ください。本校情報管

理室にて本人確認の上、新たな初期パスワードを作成・発行いたします。 
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３．Chromebook 破損防止について 
   Chromebook を鞄に入れたまま、鞄をそのまま床にたたきつけるように置くと、教科書類の重量が

Chromebook 本体にかかり、画面を破損するという事例が増えています。Chromebook は丁寧に扱ってくだ
さい。破損防止のためにソフトケースを購入することをお勧めします。万一画面の破損が生じた場合には、
数万円の修理費（保証未加入の場合）がかかります。 

４．Chromebook の貸し借りについて 
   Chromebook は個人の持ち物です。容易に友人に貸し出すことのないようにしてください。無用なトラブ

ルを防ぐことができます。 
５．充電について 
   Chromebook は家庭で充電した上で学校へお持ちください。教室のコンセントを使うことはできません。

理由の如何にかかわらず教室のコンセントを使って充電した場合、指導の対象となることがあります。た
だし、モバイルバッテリーを持参することは可能です。 

６．破損について 
   Chromebook は精密機械です。大切に取り扱ってください。万一破損した場合には、すぐに担任へ申し出

るとともに巻末の「破損届・修理願い」をコピーして必要事項を記入の上、提出してください。本校指定の
「保証」に加入している場合は速やかに手続きをとります。また「保証」に未加入の生徒は、破損した
Chromebook をお預かりし、本校指定の業者にて速やかに修理したうえで実費をお支払いいただくか、ご
自分で業者へお持ちいただいて修理していただくことになります。修理期間中は本校の Chromebook を貸
与いたします。ただし、保証未加入者への貸与は有償となることがあります。 

７．電子メール（Gmail）使用期間 
   Chromebook にログインするときに使う ID は電子メールアドレスとして使えます。このメールアドレス

は本校に在籍している期間（授業中に担当教員が許可した場合）のみ使用することができます。指定され
た場面・時間帯以外にメールを送受信することはできません。また転学・卒業等で学校から在籍がなくな
った場合、その翌日からメールアドレスは使用できなくなります。メールデータも直ちに削除されます。 

 
 

３ 注意してほしいこと 
１．SNS・メール送受信について 
  Chromebook を使うと SNS やメール送受信が簡単にできるようになります。しかしこれらは誤った使い方

をすると他人を傷つけたり、自分が傷つけられたりする道具となってしまいます。必ず担当教員の許可のも
と、指定された場所・指定された時間帯（授業中など）に使うようにしましょう。 

 
２．機器依存症について 
  ご家庭での Chromebook 接続の判断は保護者の方にお任せいたします。学校で提示された課題やプリント類

は、放課後に「自学館（本校舎）」や「自習ルーム（学びの城）」で学習することができます。家庭で深夜ま
で Chromebook を使いゲームアプリや SNS に熱中するようではいけません。お困りの場合には、本校で
Chromebook お預かりサービスを実施していますので、遠慮なく担任へお申し出ください。その場合、保護
者と相談の上、曜日や時間帯を決めて Chromebook を担任がお預かりいたします。 
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３．Chromebook には必ず記名をお願いします 

授業のある日は毎日鞄に入れて学内へお持ちください。生徒全員が同一機種を使用しますので、必ず記名を
してください。（テープ等に名前を書いて Chromebook に貼っておくなど）また何か目印となるものをつけ
ておくと良いでしょう。破損防止にケース内に入れておくことを推奨いたします。 

 
 

４ よく質問される内容 
１．教科書は買う必要はあるのですか？ 
  電子教科書の普及は進んでいますが、文部科学省の規定している教科書購入制度によると現在、教科書（紙

媒体）の購入は「法律的に義務付けられて」います。教科書（紙媒体）は購入していただくようお願いしま
す。詳細は文部科学省の HP などをご覧ください。 

 
２．Chromebook をすでに持っているのですが、これを学校で使っても良いですか？ 
  入学する際に、教材費として全員から費用をいただいています。その中には最低限の補償（お渡し後１年間

は初期不良に限り無償対応）が入っており、ネットワーク保護の観点から持ち込まれた Chromebook 等の情
報機器は校内ネットワークに接続できない仕様となっています。上記をご理解のうえ現在所有されている
Chromebook 等のお持ち込みはご遠慮ください。 

 
３．卒業後はそのまま使っても良いのですか？ 
  Chromebook は個人所有となります。そのまま使って構いません。ただしログインに使う【ID・パスワード】

は東海大学菅生高等学校に在籍時のみ使える【ID・パスワード】です。これは Google の提供する「G suite 
for Education」というサービスに本校が加入しており、本校に在籍時のみ使える【ID・パスワード】を配布
しているからです。卒業後は新たに個人の【ID・パスワード】を登録することで、利用が可能となります。 

 
４．電子辞書は必要ですか？ 
  Chromebook を使ってインターネットに接続すれば、言葉の意味は調べられます。特に辞書が必要ないとい

う生徒もいるでしょう。しかし Chromebook はネットワークや Wi-Fi 環境がないところでは使い勝手が悪
くなります。このような状況を考えて電子辞書等を購入しておくことは望ましいでしょう。購入に関しては
生徒・保護者の判断でかまいません。 

 
５．家庭でのネット利用に不安があります。 
  Chromebook は校内にいる間は自動で学内ネットワークに接続します。また Wi-Fi 環境の設定を行えばご家

庭での利用も可能です。菅生高等学校の敷地内ではファイアウォールやセキュリティシステムで２重の防護
壁を通じてインターネットに接続します。また Google では堅牢なウィルス対策システムが 24 時間稼働し
ているので、セキュリティ的に保護された環境で利用できます。ご家庭でもプロバイダ（ネット接続会社）
などの提供するセキュリティ対策を導入するなどネットワーク環境を整えていただくことを推奨いたしま
す。どうしても不安な場合担任にご相談ください。放課後に学内に残って課題を済ませることもできます。 

 
６．保証制度には加入した方が良いですか？ 
  本校独自の保証制度にご加入いただくと、物損での保証が履行された場合、Chromebook の無償交換が可能
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です。年間約 5 万円（Chromebook 購入費用）を上限（１年間で約５万円×３年間 計１５万円）に回数制限
なく何度でも利用できることが特徴です。保証はとくに必要ないと考える保護者・生徒のみなさんはこの限
りではありませんが、画面破損の事例が増えていることを考えると、保証に加入することを推奨します。 
（☛詳細は 19 ページをご覧ください） 

 
 

 

第１章 はじめにお読みいただきたいこと 
 

１．Chromebook が届いた後、授業までに準備すると良いもの 
 
 □ PC 用カバー ソフトケース（画面サイズ：11.6 インチ対応のもの） 
   登下校時に鞄を無意識に床に投げ出した際など、落下時の物理的な破損を防ぐことができます。 
   色はあまり華美にならないようにしてください。汎用的なもの（２００円程度）〜耐衝撃性能を備えたも

の（数千円）まであります。 
 
 □ 液晶画面保護シート（画面サイズ：11.6 インチ） 
   画面でタッチ操作が可能です。操作を画面で行いたい方は保護シートを貼っておくと、指紋等の汚れ防止

になります。また画面に小さな傷が入ると、傷を中心にひび割れが進行しやすくなります。ひび割れ防止
に保護シートを貼っておくとよいでしょう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

２．ネットワーク環境 
   

東海大学菅生高等学校では Chromebook という機種を選定しました。この機種はインターネットが接続でき
る環境で利用する PC です。ネットワーク（Wi-Fi）環境があればご自宅の Wi-Fi に接続してご使用になれ
ます。高校では本校舎・学びの城とも全館インターネット接続環境をご提供していますので、放課後等も指
定場所で Chromebook を利用できます。ネット環境のないご家庭におかれましては、ご検討されることをお
勧めします。 
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３．Chromebook の特徴 
  

□ 起動が早い → 電源を入れて１０秒以内（Google 推奨は８秒以内）の PC です。 
 □ OS アップデートで時間をかけない → Chrome OS で動く PC ですが、Windows のように頻繁にアッ

プデートが入り起動が遅いということはありません。Chrome OS も２週間に１度アップデートが行わ
れますが、操作している人に気づかれないように、操作者の裏側でアップデートを自動実行するので、
私たちがアップデートに気づくことのないよう設計されています。 

 □ データは全てクラウド（ネットワーク）上に保管するので、Windows のようにデータが増えて動作が遅く
なることが全くありません。また変更があった瞬間にデータを自動保存するので、Windows のようにデー
タを明示的に保存する必要がありません。（「保存」というメニュー項目が存在しないのが特徴です） 

 □ データを簡単に「共有」でき、複数生徒で同一ファイルを共有しながら学習を進めることができます。 
 □ Google の強力な【検索機能】で、ネットワーク上のデータを瞬時に検索できます。 
 □ Windows の Office ソフトと互換性のあるソフトが無料で利用できます。 
 

「Word」 → Google ドキュメント   
「Excel」 → Google スプレッドシート 
「PowerPoint」→ Google スライド         ⇐ このように対応しています。 
 
 

４．箱（ケース）や保証書の保管 
   

Chromebook を配布する際、箱（ケース）や保証書も一式配布します。
Chromebook 破損時には【箱や保証書】が必要となります。決して捨ててしま
わないように保管しておいてください。 

  Chromebook は防水ではありません！！ トイレやバスルームで使うと誤作動
の原因となるだけでなく、水没することもあります。 

 
 

５．Chromebook の充電 
   

Chromebook を学校で充電することはできません。充電容量が５０％以下になる前に、ご家庭で充電をお願
いします。充電するためのモバイルバッテリーは持参してかまいませんが友人への貸し借りはしないようお
願いします。モバイルバッテリーを貸し借りしている間にトラブルが起こることは望ましくありませんので、
お気をつけください。万が一充電切れで授業等に支障が出る場合には代替品を用意しますが、台数に限りが
あることをご了承ください。 

  携帯電話やスマートフォン同様、ご家庭で夜間に充電していただくと良いでしょう。 
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第２章 Chromebook の使い方 
 

６．コンピュータ（Chromebook）の利用 
   

コンピュータ（以下 Chromebook）を利用するには、個人の【ID】と【パスワード】でログインします。ロ
グインするときに、インターネットを通じて本校の生徒であるかどうか確認します。従ってインターネットの
通じていない環境では Chromebook を十分に利用することができません。 

 

最初にご自宅でログインする際には、まず【Wi-Fi 環境の設定】を行う必要があります 

【Wi-Fi 環境の設定手順】 
（１）Chromebook の画面右下の「Wi-Fi アイコン」 

をクリックする。 
（２）周辺の AP（アクセスポイント）を自動検索するので、 

ご自宅の「AP」を選択し、「セキュリティキー」を入力し
て、ご自宅の AP に接続する。 

（３）接続に成功してから、以下の利用手順にお進みください。 
 
   東海大学菅生高等学校敷地内のＡＰ名は以下です。 
     Ｓｕｇａｏ−ＡＰ（本校舎・学びの城 共通） 
   校舎内では自動接続します。 
 
 
 

【Chromebook 利用手順】 
（１） Chromebook の電源を入れる。 

電源ボタンは本体の【右側面】 
あるいは【キーボード右上のキー】 
です。 
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（２）「ログイン」画面でログイン（半角で入力）します。 
 
  ログイン名 学籍番号(10 桁)@tokaisugao.ac.jp 
  パスワード （初期パスワード） 
 

   【学 籍 番 号】あえて消しています 

「身分証」に記載の１０桁の数字 
   【パスワード】あえて消しています（初期パスワード） 
 
 ※ログイン後、【パスワード】を変更してください！！ 

パスワードの変更は「７．パスワードの変更方法」を 
ご覧ください。 

 
（３）起動画面 【東海大学菅生高等学校 １学年ポータルサイト】が表示されます。 
   右下の「ポータルサイト」が表示されない場合は、Chrome ブラウザの左上に表示される【ホーム】 
   ボタンを押すことで「ポータルサイト」が表示されます。【ホーム】ボタン自体が表示されていない 
   ときは「ログイン」ができていない可能性があります。再度ログインから始めてください。 
 
 
 
 
    【ホーム】ボタン 
 
 
 
（４）ポータルサイト：名称について 
 

  菅生高校 HP 菅生高校の HP が開きます。 

  １学年ポータルサイト トップページへ戻る 今見ている「ポータルサイト」です。 

  Google Classroom 授業等で使うページです。授業課題などが示されます。使い方は授業でご案内します。 

  すららネット 自学で使うサイトです。「【国語】【数学】【英語】」３教科の学習を行うことができます。 

          学年や教科で「〇月〇日までに、この単元を終了すること」といった指示が出されるので、
計画的に取り組むようにしましょう。 

  Google Drive クラウド（インターネット）上にある自分専用のファイル保管場所です。 
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 ☆ 一番下の欄に【□月□日（月）】といったお知らせが流れます。大事なお知らせを定期的に流しますので、

随時チェックしてください。また保護者の方も生徒用 ID を使ってログインすると、同じサイトを閲覧す
ることができます。保護者はご自宅の Windows PC で Google の「Chrome」というブラウザ（インターネ
ットを閲覧するソフト）をダウンロード・インストールし、「Chrome」に生徒用 ID でログインしてくだ
さい。（詳細は本校 情報管理室までお問合せください） 

 
 ☆ 上記で主に使うのは【Google Classroom】・【すららネット】・【Google Drive】の３つです。 
   最初は分からなくても先生方が教えていくので、焦らず少しずつ使えるようになっていきましょう。 
 
 

７．パスワードの変更方法 （Windows PC で【Chrome】を使って変更もできます） 
 
（１）Chromebook にログインしたら「菅生高校ポータルサイト」右上の【（縦の三点：設定）】アイコンをクリ

ックし、次に「新しいウィンドウ」をクリックする。 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）Google のホームページへ移動するので、右上の「ログインマーク（アルファベットのアイコン）」 

→「グーグルアカウント」をクリックする。 
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（３）「個人情報」→「パスワード」の順にクリック。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（４）初期パスワードを「パスワード」欄に 

入力し、「次へ」をクリックする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
（５）新しいパスワード（２か所 ８文字以上）を入力して、 

「パスワードを変更」をクリックする。これでパスワードの 
 変更ができます。 

 
    パスワードを忘れないようにしましょう。忘れ 

ないように 16 ページに従って、パスワード 
をメモしておこう。 

 
 
（６）Chromebook で変更した生徒は Chromebook の右下から「ログアウト」する。（Windows やスマホで変更

した生徒は Chromebook に一度ログイン【この場合のパスワードは初期パスワード sugao2020】してから、
画面右下でログアウト） 

 
  Chromebook でログアウトするには、画面右下     

をクリックして出てくるダイアログボックスで  
「ログアウト」をクリックする。また、電源を 
切るにはダイアログボックスの右から２番目の 
「電源マーク」をクリックします。 
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（７）ユーザ名をクリックして、メールアドレス（〇〇@tokaisugao.ac.jp）を確認後、「次へ」をクリックする。 
（８）変更した新しいパスワードを入力して、「次へ」をクリック。 
 
（９）【ロックを解除してローカルデータを復元…】画面で、これまでの初期パスワードを入力して、「次へ」を

クリックする。 
 
（１０）Chrome ブラウザが再起動すれば、変更が反映されています。 
 

☆ パスワード変更が反映するまで５分程度かかることがあります。 
 
 

８．Google Classroom の利用 
  ※ 詳細は授業でお知らせします。ここでは一般的な使い方をご説明します。 
 
（１）Chromebook にログインし、「東海大学菅生高等学校 １学年ポータルサイト」を表示させる。 
   ポータルサイトの左下にある「Google Classroom」というボタンをクリックする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）「Google Classroom」というサイトが開きます。これは東海大学菅生高等学校専用のページで、生徒個人の

学習ページになります。今は何も表示されていませんが、これから高校３年間で学習する教科ごとの内容
がどんどん追加されていきます。 
以下の作業は授業中に行います。（３）の設定で【クラスコード】を授業担当の先生がお伝えするので、それ
までお待ちください 

    
   【☛ここからは授業で指示されたとおりに操作してください】 
   画面右上の「＋（プラス）」マークを 

クリック → 「クラスに参加」を 
クリックします。 
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（３）「クラスに参加」とうダイアログボックスが表示されます。 

【クラスコード】という場所に先生から教えてもらった【コード   
番号】を入力して、【参加】ボタンをクリックすると、その教科 
のページに参加することができます。（【クラスコード】は授業 

   担当の先生が授業でお知らせします） 
 

一度この作業を行えば「Google Classroom」のサイトを開くと以下のようにクラスが表示されるようにな
り、次の授業からは参加したいクラスをクリックするだけで、授業に参加することができます。 

 
 
 
 
 
 
 

  以下は、「情報の科学」というクラスを選択した例です。 
 
① 小テストの実施 
 URL をクリックする  

と【小テスト】のページ 
へ行くことができます。 

 
 
② 先生から「連想する 

ものは？」と問いか 
けられています。 

 
 
 
 

  【Google Classroom】を開けば、その授業の「シラバス（年間授業計画）」や「プリント類」また、「小テス
ト」などの内容がすべて表示されます。病気や怪我等で欠席した場合にも、ご自宅でこのページを開けば授
業の内容がわかりますし、予習・復習に活用することもできます。 

 
 

９．Google Drive の利用 
  ※ 詳細は授業等でお知らせします。ここでは一般的な使い方のみご説明します。 
 

Chromebook にログインし、「東海大学菅生高等学校 １学年ポータルサイト」を表示させる。 
   ポータルサイトの右下にある「Google Drive」というボタンをクリックする。 
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   左側に【マイドライブ】と表示されます。   

例では「URL」と「情報 小テスト」 
という２つのファイルが表示されていま 

   す。 
 
 
 
   Google Drive の【マイドライブ】は、皆さんが学習で作成したファイルなどを保存しておく場所になりま

す。今は何もファイルがありませんね。これからの高校３年間で、東海大学菅生高等学校で学んだ内容が
蓄積されていくことになります。この場所は個人で自由に使える場所です。他の生徒が勝手にあなたの作
ったファイルを操作することはできません。 

 
保存できるのは、一般的なファイル（Office 形式・PDF 等）・画像・動画などほとんどの形式に対等して
います。また東海大学菅生高等学校が Google の「G suite for education」という教育に特化したプログラ
ムに参加しているので、容量は無制限で使えます。Windows PC のように保存容量を気にする必要は全く
ありません。 

 
   便利な使い方は、先生方がその都度お教えします。今は「自分専用の場所があって、高校３年間でいろい

ろなファイルを蓄積していくところなんだな」と覚えておいてください。 
 
 

１０．すららネット（自学習サイト） 
  ※ 詳細は授業等でお知らせします。ここでは一般的な使い方のみご説明します。 
 
（１）Chromebook にログインし、「東海大学菅生高等学校 ポータルサイト」を表示させる。 
   中央下の「すららネット」をクリックします。 
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（２）すららネットの学習サイトが表示されるので、「Enter」ボタンをクリックする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）すららネットの学習用ログイン画面が表示されます。 
    

ログインの【ID・パスワード】はすらら学習用
の【ID・パスワード】です。Chromebook にロ
グインする際に使うものとは違います。 

    
授業が開始されると、英語担当の教員から  
「すららネット」用の【ID・パスワード】を   
教えてもらえるので、それまでお待ちくださ  
い。 

 
 
 

□■ Chromebook ログインパスワード ■□ 
 
 パスワードは忘れないようなものを作成し、自分で覚えておくのが基本です。どうしても忘れてしまいそうな

生徒はここにメモをしておきましょう。ただし全てをメモするのではなく、例のようにするとよいでしょう。 
 

記入例） パスワードを「tokai18sugao17」と決めた場合 
（【tokai sugao】の部分は他人に分からないようなフレーズが良いです） 

 
        ｔ＿ ＿ ａ ＿ １ ＿ ｓ ＿ ＿ ＿ ＿ １ ＿    とメモする。 
 
 わかりますか？ 【＿（アンダーライン）】には各１文字が入ります。そして数か所を虫食いにしておきます。

もしパスワードを忘れたら、この用紙を見て思い出すことができるでしょう。他人がもしこの用紙を見てしま
ってもあなたのパスワード「tokai18sugao17」を推測することは困難になります。 

   
【パスワード記入欄】 
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校 ⻑ 情報管理室 学年主任 担 任 
  

 
 

  

 
２０    年   月   日 

東 海 大 学 菅 生 高 等 学 校 
校 ⻑  峰 岸  英 仁 殿 
                        １ ・ ２ ・ ３ 年   組   番 
 

ユーザ ID             @tokaisugao.ac.jp  
 

生 徒 氏 名                      
 

保護者氏名                   印  
 

Chromebook PC 破損届・修理願い 
 
  下記の理由により、Chromebook PC を破損いたしました。お届けするとともに修理をお願いいたします。 
 

記 
  

□破損日時   ２０   年   月   日   時   分頃（  時間目 教科【    】） 
 
 
  □場  所    
 
 
  □破損内容    
 
 
 
  □破損理由    
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  ※以下は記入不用です 
      アセット No.      TCH              

   処置内容   破損個所修理  ・  部品交換  ・ 本体交換  ・ 他 
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【 保証サービスについて 】 
 
□ 新入生登校日（３月）に配布した「タブレット PC（Chromebook）延⻑保証サービス購入申込書」の内容を

参照し、任意でお申し込みください。（加入は購入時のみです。２年生や３年生での加入はできません） 
 
□ 今回選定した ChrombookPC は周囲にゴム製のダンパーが付いている教育向けモデルです。しかし画面が薄

いガラスでできていますので、膝の高さより落とした場合、画面が割れてしまうことがあります。（これまで
の状況から、約１割の生徒が画面を破損しています）保証に入っていないと、実費で修理していただくこと
になります。画面破損の程度にもよりますが、およそ２万円から５万円ほどかかります。保証サービスにご
加入いただいている生徒は、画面破損にも対応していますので、新たなご負担はありません。 

 
□ サービス内容（詳細は下記の取扱業者：東海教育産業株式会社 03-3469-2171 平日 9:00〜17:00 まで） 

・１年間最大５万円（画面破損は１年間で１回のみ対応）まで対応できます。(5 万円×3 年間=15 万円) 
・２年目以降（２年次、３年次）は１年間５万円の範囲内で複数回の保証ができます。 
  例） １年目 電源ケーブル異常（２万円）、キーボードの破損（１万円） 総額３万円の保証 

     ２年目 保証上限が５万円に復活 PC メモリ異常（４万円）    総額４万円の保証 
   ３年目 保証上限が５万円に復活 画面破損その他（５万円） 総額５万円の保証 
 
  ※ 在学途中からのお申し込みはできません。保証サービスはタブレットＰＣ（Chromebook）購入と同時に

お申込みいただくものとなります。（お申し込みは今回限りです） 
 
  ◆お申込み方法 ： 新入生登校日（２０２０年 ３月３１日）に仮担任の先生に「申込書」を提出 
            ３月３１日以降のお申込みはできません。 
 
  ◆お支払い方法 ： 申込書に添付の「払込取扱票」に必要事項を記入の上、最寄りの郵便局にてお振込み

ください。 
 
  ◆お支払い期限 ： ２０２０年 ４月 １日  
 

品名・規格 価格（税込み） 備 考 
タブレット PC（Chromebook） 

延⻑保証サービス 
￥１０，２００ ３年間保証 

 
□ 詳細は以下の取扱業者に直接連絡してください。（平日 9:00〜17:00） 
 
 

商品取扱業者  東海教育産業株式会社 
東京営業所 
Tel 03-3469-2171  Fax 03-3465-3151 
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