令 和 ３ 年 ７ 月 １ 日
２～６年生の保護者のみなさま
島本町立第二小学校
校 長
辻 本 堅 二

オンライン接続テストの実施について
平素は本校の教育活動にご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。
さて、本校では、新型コロナウイルス感染症等による学校の長期臨時休業等の緊急時にお
いても、ＩＣＴを活用した学習活動が可能となるよう、準備を進めています。そこで、下記のと
おり、タブレットやパソコン等を使用したオンライン接続のテストを行いますので、ご理解とご
協力をお願いいたします。
Web 会議システム「Zoom」の接続テストは任意の参加となっておりますが、できるだけ
多くの児童に参加いただくようお願いいたします。
なお、貸し出したタブレットについて、万が一、故障、破損、紛失、盗難等の事由が生じた
場合は、速やかに学校に申し出た上、学校の指示に従ってください。必要な手続きをお願
いすることがあります。また、故障と判断しても、ご家庭やホームから修理に出さないでくだ
さい。なお、盗難等の被害にあった場合には、警察に届け出て、その証明を受けてくださ
い。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
記
１ 接続テストの方法
(1) ４月に実施した「タブレット貸出に関するアンケート」に従い、①「ご家庭やホームの PC
やタブレット」活用 ②「学校から貸し出したタブレット」を活用し、ご家庭やホームでオ
ンラインを活用し、「スカイメニュー」「タブレットドリル」「Zoom」が活用できるか確認し
ます。
(2) ②の場合、接続テストの実施期間は、学校からタブレットを持ち帰ります。
(3) 今回はオンラインの接続テストですので、きょうだいがいる場合、上の学年の児童のみ
が持ち帰り、接続テストを行います。
(4) 期間中であっても、授業でタブレットを使用しますので、学校から貸し出したタブレット
は、毎日、学校に待ってきてください。
(5) タブレットの充電は、学校で行います（今回は、充電ケーブルを持ち帰りませんので、
使用しないときは、タブレットを閉じておいてください）。
(6) ４月末に配布いたしました「タブレット端末および SKY MENU Cloud 等の ID/パ
スワードについて（お知らせ）」を準備しておいてください。
A. まなびポケットに必要な情報
➢「学校コード」（後日ミマモルメでお知らせします）」
➢タブレット端末および SKY MENU Cloud を開くための ID/パスワード
B. タブレットドリルに必要な情報
➢「団体コード」「ID」｛パスワード｝

C. Zoom 接続に必要な情報
➢「招待 URL」または「ミーティング ID」「ミーティングパスワード」
・・・学年によって異なります。後日ミマモルメにて連絡します。
（７） Zoom 等の接続テスト時間に、学校へお問い合わせをいただいても、お答えすること
が難しいので、接続テストの結果は別添のアンケートにご回答ください。
２ テストの内容
(1) SKYMENU Cloud 接続テスト（全員）
① 期間 令和３年７月８日（木曜日）～７月１２日（月曜日）
※貸し出したタブレットは、接続テスト終了の翌日に回収します。
②-A 学校から貸し出したタブレットを使用する場合
ア）画面右上にある電源スイッチを長押し、タブレットをたちあげる。
イ）ユーザーID とパスワードを入力し、ENTER を押す。(A.まなびポケットに必要な情報)
ウ）画面右下にある“WiFI”のアイコンをタップ（クリック）し、ご家庭やホームでご使用の
Wifi を選択する（多くの
場合パスワードが必要
です）。
エ）画面左下にある“Windows ボタン”をタップ
（クリック）。
オ）

画面左上にある、上から３番目のアイコン「すべてのアプリ」をタップ（クリッ
ク）。

カ）すべてのアプ
リから「まなび
ポケット」をタ
ップ（クリック）。

キ）まなびポケットにある「SKYMENU Cloud」のアイコンをタップ（クリック）して、マイペ
ージを開く。
☆タブレットドリルにログインする
ク）まなびポケットにある「タブレットドリル小学校」のアイコンをタップ（クリック）。
ケ）開いた「タブレットドリル」の画面に、「団体コード」「ID」「パスワード」を入力して、「ログ
イン」をタップ（クリック）。（B. タブレットドリルに必要な情報）

②-B ご家庭やホームの PC やタブレットを使用する場合
ア）ご家庭やホームの PC やタブレットから、ブラウザ（Microsoft Edge、Google
Chrome 等）を開く。
イ）https://ed-cl.com より「まなびポケット」にログインする。
ウ）「学校コード」を入力。（ミマモルメでお知らせします。児童は知っています）。
エ）「サインインする」画面
で、ID+@shimamotokyouiku.jp（例：ID が
“st22-1111 なら、”
st221111@shimamotokyouiku.jp”と入力し「次
へ」をクリック（タップ）。
（「保護者のかたはこちら」
ではありません）。
オ）パスワードを入力。
(A.まなびポケットに必要な情報)
カ）まなびポケットにある「SKYMENU Cloud」のアイコンをクリックして、マイページを開
く
☆タブレットドリルにログインする
キ）ブラウザ（Microsoft Edge、Google Chrome 等）を開き、
https://tabweb.tokyo-shoseki.co.jp/tabDRILLS/index.html#/login
より「タブレットドリル」の画面を開く。（第二小学校の HP(www.shimamotoele02.ed.jp/）の中にある、「家庭学習フォローアッププログラム」の下にある「〇ログ
インページへ」をクリック（タップ）しても開きます。)
ケ）開いた「タブレットドリル」の画面に、「団体コード」「ID」「パスワード」を入力して、「ログ
イン」をタップ（クリック）。（B. タブレットドリルに必要な情報）
③ ログインには、学校 ID、学校より配付されたユーザー名、パスワードが必要です。他人
には知られないよう十分にご注意ください。なお、学校コードは、ミマモルメでお知らせ
します。
(2) Zoom 接続テスト（任意です。下記日時で可能な範囲でご参加ください。）
① 日時
日

時

学年

日

時

学年

７月 8 日(木) 18:00～18:30

２・３年

７月 8 日(木) 18:40～19:10

４・５年

７月 9 日(金) 18:00～18:30

４・５年

７月 9 日(金) 18:40～19:10

２・６年

７月 12 日(月) 18:00～18:30

６年

７月 12 日(月) 18:40～19:10

３年

② 「招待 URL」「ミーティング ID」「ミーティングパスコード」は各学年よりミマモルメでお
知らせします。友人間であっても、他者に教えないように十分ご注意ください。
③ 時間になりましたら接続してください。上記時間帯の間であれば、いつ接続していた
だいても構いません。任意ですので、できる範囲でご協力ください。

④ 参加するときには、名前を児童（生徒）名に変更してください。
⑤ 接続の可否の確認は、児童（保護者）が必ず行ってください。
⑥ 通信料がかかります。Wi-fi 等の環境でのご利用をおすすめします。
⑦ Zoom を利用中の録音・録画・撮影はご遠慮ください。
※ 別添「Zoom のダウンロード方法および Zoom の接続方法」をご参照ください。
(3)オンライン接続実施アンケート回答（全員）
① 期間 令和３年 7 月 9 日（金曜日）～７月１３日（火曜日）
② 別添のアンケート用紙にご回答いただき、上記期間内に担任までご提出ください。

令 和 ３ 年 ７ 月 １ 日
１年生の保護者のみなさま
島本町立第二小学 校
校 長
辻 本 堅 二

オンライン接続テストの実施について
平素は本校の教育活動にご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。
さて、本校では、新型コロナウイルス感染症等による学校の長期臨時休業等の緊急時にお
いても、ＩＣＴを活用した学習活動が可能となるよう、準備を進めています。そこで、下記のと
おり、タブレットやパソコン等を使用したオンライン接続のテストを行いますので、ご理解とご
協力をお願いいたします。
Web 会議システム「Zoom」の接続テストは任意の参加となっておりますが、できるだけ
多くの児童に参加いただくようお願いいたします。
なお、貸し出したタブレットについて、万が一、故障、破損、紛失、盗難等の事由が生じた
場合は、速やかに学校に申し出た上、学校の指示に従ってください。必要な手続きをお願
いすることがあります。また、故障と判断しても、ご家庭やホームから修理に出さないでくだ
さい。なお、盗難等の被害にあった場合には、警察に届け出て、その証明を受けてくださ
い。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
記
１ 接続テストの方法
(1) ４月に実施した「タブレット貸出に関するアンケート」に従い、①「ご家庭やホームの PC
やタブレット」活用 ②「学校から貸し出したタブレット」を活用し、ご家庭やホームでオ
ンラインを活用し、「スカイメニュー」「タブレットドリル」「Zoom」が活用できるか確認し
ます。
(2) ②の場合、接続テストの実施期間は、学校からタブレットを持ち帰ります。
(3) 今回はオンラインの接続テストですので、きょうだいがいる場合、上の学年の児童のみ
が持ち帰り、接続テストを行います。
(4) 期間中であっても、授業でタブレットを使用しますので、学校から貸し出したタブレット
は、毎日、学校に待ってきてください。
(5) タブレットの充電は、学校で行います（今回は、充電ケーブルを持ち帰りませんので、
使用しないときは、タブレットを閉じておいてください）。
(6) ４月末に配布いたしました「タブレット端末および SKY MENU Cloud 等の ID/パ
スワードについて（お知らせ）」を準備しておいてください。
A. まなびポケットに必要な情報
➢「学校コード」（後日ミマモルメでお知らせします）」
➢タブレット端末および SKY MENU Cloud を開くための ID/パスワード
B. タブレットドリルに必要な情報
➢「団体コード」「ID」｛パスワード｝

C. Zoom 接続に必要な情報
➢「招待 URL」または「ミーティング ID」「ミーティングパスワード」
・・・学年によって異なります。後日ミマモルメにて連絡します。
（７） Zoom 等の接続テスト時間に、学校へお問い合わせをいただいても、お答えすること
が難しいので、接続テストの結果は別添のアンケートにご回答ください。
２ テストの内容
(1) SKYMENU Cloud 接続テスト（全員）
① 期間 令和３年７月１６日（金曜日）～７月１８日（日曜日）
※貸し出したタブレットは、７月１９日（月曜日）に回収します。
②-A 学校から貸し出したタブレットを使用する場合
ア）画面右上にある電源スイッチを長押し、タブレットをたちあげる。
イ）ユーザーID（ユーザー名が 2 つある場合は、本人のものを選択してください）とパスワ
ードを入力し、ENTER を押す。(A.まなびポケットに必要な情報)
ウ）画面右下にある“WiFI”のアイコンをタップ（クリック）し、ご家庭やホームでご使用の
Wifi を選択する（多くの
場合パスワードが必要
です）。
エ）画面左下にある“Windows ボタン”をタップ
（クリック）。
オ）

画面左上にある、上から３番目のアイコン「すべてのアプリ」をタップ（クリッ
ク）。

カ）すべてのアプ
リから「まなび
ポケット」をタ
ップ（クリック）。
キ）まなびポケットにある「SKYMENU Cloud」のアイコンをタップ（クリック）して、マイペ
ージを開く。
☆タブレットドリルにログインする
ク）まなびポケットにある「タブレットドリル小学校」のアイコンをタップ（クリック）。
ケ）開いた「タブレットドリル」の画面に、「団体コード」「ID」「パスワード」を入力して、「ログ
イン」をタップ（クリック）。（B. タブレットドリルに必要な情報）

②-B ご家庭やホームの PC やタブレットを使用する場合
ア）ご家庭やホームの PC やタブレットから、ブラウザ（Microsoft Edge、Google
Chrome 等）を開く。
イ）https://ed-cl.com より「まなびポケット」にログインする。
ウ）「学校コード」を入力。（ミマモルメでお知らせします。児童は知っています）。
エ）「サインインする」画面
で、ID+@shimamotokyouiku.jp（例：ID が
“st22-1111 なら、”
st221111@shimamotokyouiku.jp”と入力し「次
へ」をクリック（タップ）。
（「保護者のかたはこちら」
ではありません）。
オ）パスワードを入力。
(A.まなびポケットに必要な情報)
カ）まなびポケットにある「SKYMENU Cloud」のアイコンをクリックして、マイページを開
く
☆タブレットドリルにログインする
キ）ブラウザ（Microsoft Edge、Google Chrome 等）を開き、
https://tabweb.tokyo-shoseki.co.jp/tabDRILLS/index.html#/login
より「タブレットドリル」の画面を開く。（第二小学校の HP(www.shimamotoele02.ed.jp/）の中にある、「家庭学習フォローアッププログラム」の下にある「〇ログ
インページへ」をクリック（タップ）しても開きます。)
ケ）開いた「タブレットドリル」の画面に、「団体コード」「ID」「パスワード」を入力して、「ログ
イン」をタップ（クリック）。（B. タブレットドリルに必要な情報）
③ ログインには、学校 ID、学校より配付されたユーザー名、パスワードが必要です。他人
には知られないよう十分にご注意ください。なお、学校コードは、ミマモルメでお知らせ
します。

(2) Zoom 接続テスト（任意です。下記日時で可能な範囲でご参加ください。）
① 日時（同日です）
日

時

７月 1６日(金) 18:00～18:30

学年
１年

日

時

７月 16 日(金) 18:40～19:10

学年
1年

② ミーティングルームの URL、ミーティング ID、パスコードは各学年よりミマモルメでお
知らせします。友人間であっても、他者に教えないように十分ご注意ください。
③ 時間になりましたら接続してください。上記時間帯の間であれば、いつ接続していた
だいても構いません。任意ですので、できる範囲でご協力ください。
④ 参加するときには、名前を児童（生徒）名に変更してください。

⑤ 接続の可否の確認は、児童（保護者）が必ず行ってください。
⑥ 通信料がかかります。Wi-fi 等の環境でのご利用をおすすめします。
⑦ Zoom を利用中の録音・録画・撮影はご遠慮ください。
※ 別添「Zoom のダウンロード方法および Zoom の接続方法」をご参照ください。
(3)オンライン接続実施アンケート回答（全員）
① 期間 令和３年 7 月１９日（月曜日）～７月 20 日（火曜日）
② 別添のアンケート用紙にご回答いただき、上記期間内に担任までご提出ください。

