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宮崎県立学校「Ｇ suite for education 」の利用同意について（依頼） 

 

本校では、スマートフォンやタブレット・家庭のパソコン等（インターネットに接続）で、教材や連絡

事項の配信及び課題の提出など、オンラインでの学習ができる Google社の「Ｇ suite for education」 

の利用を昨年度より開始いたしました。このシステムは、無料の教育クラウドであり、世界中多くの教育

機関で安全に利用されております（詳細は別紙１～２を参照ください）。昨年度の１月から３月に試行期

間を設けましたが、本年度より本格導入いたします。 

つきましては、お子様が「Ｇ suite for education」を利用することに同意いただきたくお願い申し

上げます。 

同意いただける場合には、本紙下部の切取り線以下の「同意書」に、生徒（児童）名と保護者名を自書

頂き捺印の上、担任までご提出いただきますようお願いいたします。なお、本校では「Ｇ suite for 

education」を利用する目的でのみ、下記の情報を利用しこれ以外の個人情報は、このシステムに保管い

たしません。この同意書を提出いただいた場合は、本校卒業まで有効といたします。 

（この「Ｇ suite for education 」の詳細につきましては本校ＨＰに掲載しております。） 

 

記 

「Ｇ suite for education」に保管し、利用する個人情報 について 

１ 児童生徒の氏名、学科、クラス、出席番号  

２ 宮崎県教育委員会が発行した児童生徒のメールアドレス  

３ 児童生徒の学習記録（課題、ワークシート、レポート、小テスト、作品等）  

４ 児童生徒の学習活動の記録（動画、写真等）  

５ １～４の個人情報の一覧や統計データ 

----------------------------------- 切り取り線------------------------------------- 

 

「Ｇ suite for education」の利用について同意します。（本校卒業時まで有効）  

 

令和３年  月  日 宮崎県立都城西高等学校 

  

          年   組   番   児童生徒氏名                 

   

                     保護者氏名                  印 

 

提出期限；４月１６日（金）までに担任に提出ください。     生徒→担任→情報担当へ 



別紙１ 

教育用クラウドプラットフォーム「Ｇ suite for education」について  

  

１．Ｇ suite for educationについて  

Google社が提供する学習・授業支援のための無料の教育クラウドプラットフォームです。 生徒（児

童）は、スマートフォンやインターネットに接続した家庭のパソコンからＧ suite for educationに

アクセスして、学校から提供する教材動画を閲覧したり、課題教材を取得して、課題に取り組んだりす

ることができます。  

また、詳細は以下のＵＲＬ「Ｇ suite for education で学びの扉を開く」で御覧いただけます。 

（ＵＲＬ：https://edu.google.com/intl/ja/products/Ｇ suite for education/?modal_active=none） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 学習・授業支援の流れ 

 

２ 活用する主な機能  

(1) 学習ツールとして  

ア 課題教材の配信、回収・・・課題を配信、採点、返却、自動集計  

イ 教材動画の配信・・・・・・授業の動画を配信  

ウ ドリル教材の配信・・・・・自主学習用のデジタル教材を配信  

(2) 連絡ツールとして  

掲示板機能・・・・・・・・・休校中の連絡  

(3) 調査ツールとして  

アンケート・・・・・・・・・アンケートの作成、配信、自動集計  

３ 活用上の注意事項  

情報モラルや情報機器の取扱いなどになります。特にＩＤとパスワードの管理について十分に注意

して、下記の事項を厳守いただきますようお願いいたします。  

(1) このクラウドサービス内に必要以上の個人情報を登録しない  

(2) このクラウドサービス内で得た情報は、外部のＳＮＳ等に掲載しない  

(3) パスワードは、個人で管理し、他者に知られてはいけない  

(4) パスワードは、安易に推測されにくいランダムな１３文字以上にすること 

 

インターネット クラウド上 

「Ｇ su ite for education」 

動画や教材 

教職員（学校） 児童生徒（家庭・学校） 

①提供 

③視聴・学習 

②配信 

④提出 ⑤採点集計 



別紙２ 

Ｇ suite for education のプライバシーに関するＱ＆Ａ 

 

１ Google ではどのような個人情報を収集しているのですか？ 

宮崎県立学校では、児童生徒のアカウントを作成する際に、氏名、メールアドレス、パスワードなど、

児童生徒に関する特定の個人情報を Google に提供することがあります。また、Google では、アカウ

ント復元のための電話番号や Ｇ suite for education アカウントに追加されたプロフィール写真な

どの個人情報を、児童生徒から直接収集する場合があります。児童生徒が Google サービスを利用す

る際、Google ではそのサービスの使用状況に基づいて次のような情報も収集します。 

端末情報: ハードウェア モデル、オペレーティング システムのバージョン、端末固有の ID、電話

番号などのモバイル ネットワーク情報など 

ログ情報: ユーザーによる Google サービスの利用状況の詳細、端末のイベント情報、ユーザーの

インターネット プロトコル（IP）アドレスなど     

位置情報: IP アドレス、GPS、その他のセンサーなど、さまざまな技術によって検出される位置情報

固有のアプリケーション番号: アプリケーションのバージョン番号など Cookie 又は同様の技術によ

り収集、保存されるブラウザや端末に関する情報（使用言語やその他の設定など） 

 

２ Google は収集した個人情報をどのように使用しているのですか？ 

Ｇ suite for education のコアサービスでは、サービスの提供、維持、保護のために児童生徒の個

人情報を使用しています。Google がコアサービスに広告を配信したり、コアサービスで収集した個人

情報を広告目的で使用したりすることはありません。Google の追加サービスでは、サービスの提供、

維持、保護、改善、新サービスの開発、Google とそのユーザーの保護のために、全ての追加サービス

で収集した情報を使用しています。また、Google では、関連性がより高い検索結果を表示するなど、

ユーザーに合わせてコンテンツをカスタマイズするためにこうした情報を使用することもあります。

さらに、Google のあるサービスから取得した個人情報を、Google の他のサービスから取得した情報

と結び付けて使用することもあります。 

 

３ 幼稚園から高等学校までの児童生徒の個人情報が Google によって広告の表示目的で使用されるこ

とはありますか？ 

いいえありません。幼稚園から高等学校までの Ｇ suite for education ユーザーについては、Ｇ 

suite for education アカウントを使用してアクセスしたコアサービスや追加サービスにおいて、ユ

ーザーの個人情報（又は Ｇ suite for education アカウントに関連付けられている全ての情報）が

広告の表示目的で使用されることはありません。 

 

４ 児童生徒が Ｇ suite for education アカウントを使用して他のユーザーと情報を共有することは

可能ですか？ 

本校では、ユーザーが他のユーザーと情報を共有したり、一般公開で情報を共有したりすることが可

能な機能を含む Google サービス（Google ドキュメントやサイトなど）へのアクセスを児童生徒に許



可することがあります。ユーザーが一般公開で共有した情報は、Google などの検索エンジンによって

インデックスに登録される場合があります。 

 

５ Google が児童生徒の個人情報を開示することはありますか？ 

以下のいずれかに当てはまる場合を除いて、Google が個人情報を Google 以外の企業、組織、個人

と共有することはありません。保護者の同意を得た場合。 Google は、Ｇ suite for education を利

用している学校を通じるなどして保護者の同意を得ている場合（同意年齢未満のユーザーが対象）、個

人情報を Google 以外の企業、組織、又は個人と共有します。 

宮崎県立学校と共有する場合。 Ｇ suite for education アカウントは学校で管理しているアカウ

ントであるため、学校の管理者は Ｇ suite for education アカウントに保存されている情報にアク

セスできます。 

外部処理を目的とする場合 Google は、Google の指示、Ｇ suite for education のプライバシー

に関するお知らせ、適切な機密性保持及びセキュリティの措置に基づいた上で、情報処理を委託するた

めに Google の関連会社、又は信頼できる企業若しくは個人に個人情報を提供することがあります。 

法的な理由がある場合 Google は、個人情報に対するアクセス、利用、保存、又は開示が以下の理由

で合理的に必要だと判断した場合、その情報を Google 以外の企業、組織、又は個人と共有します。 

(1) 適用される法律、規制、法的手続、又は強制執行可能な行政機関の要請に応じるため。 

(2) 違反の可能性の調査など、該当する利用規約を徹底するため。 

(3) 不正行為、セキュリティや技術上の問題について検出、阻止、又はその他の対処を行うため。 

(4) 法律上必要な範囲、又は許可される範囲で、Google、Google ユーザー、又は公衆の権利、財産、

安全性が損なわれないよう保護するため。 

Google は、個人情報以外の情報（Google サービスの利用に関する傾向など）を公開したり、パート

ナーと共有したりする場合もあります。 

 

６ 保護者にはどのような選択肢がありますか？ 

まず、保護者は Google がお子様の情報を収集、使用することに同意することができます。同意な

さらない場合、本校ではお子様の Ｇ suite for education アカウントは作成せず、Google でお子様

の情報を収集、使用することもありません。 

お子様の Ｇ suite for education の利用に同意される場合でも、保護者の方はお子様の Ｇ suite 

for education アカウントにアクセスしたり、本校に連絡してアカウントの削除を要請したりするこ

とが可能です。お子様の情報の収集と使用の停止を希望される場合は、機能やサービスへのアクセスを

制限できる「サービス使用制限」の適用や、お子様のアカウントの完全な削除を本校に要請していただ

けます。また、保護者の方とお子様は、Ｇ suite for education アカウントにログインして 

https://myaccount.google.com にアクセスし、アカウントの個人情報や設定を確認、管理することが

可能です。 

 

７ その他の質問がある場合や、さらに詳しく知りたい場合はどうすればよいですか？ 

本校での Ｇ suite for education アカウントの利用や、保護者が選択できる方法に関してご不明



な点がございましたら、本校までお問い合わせください。 

また、サービス提供のための Google による個人情報の収集、使用、開示について詳しくは、以下を

ご参照ください。 

 

(1) Ｇ suite for education プライバシー センター 

（https://www.google.com/edu/trust/） 

(2) Ｇ suite for education のプライバシーに関するお知らせ 

（https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html） 

(3) Google プライバシー ポリシー 

（https://www.google.com/intl/ja/policies/privacy/） 

 

なお、Ｇ suite for education のコアサービスは、Ｇ suite for education 契約及びデータ処理

の修正条項の下に本校に提供されています。 

Ｇ suite for education 契約https://www.google.com/apps/intl/ja/terms/education_terms.html 

データ処理の修正条項 https://www.google.com/intl/ja/work/apps/terms/dpa_terms.html 

https://www.google.com/edu/trust/
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html
https://www.google.com/intl/ja/policies/privacy/
https://www.google.com/apps/intl/ja/terms/education_terms.html

