●薩摩川内市立大軣小学校インターネット利用規約●
当ホームペー ジ（大軣小学 校ホームペ ージ ）をご覧になら れる方に下記 の項目が適 用さ
れますのでご了 承願います。
○

著作 権／ 知的財 産権に つい て
当ホームペ ージにある全 てのコンテ ンツ ，情報の著作権 及び知的財産 権は，鹿児 島県
薩摩川内市立大 軣小学校に帰 属します。

○

公正 な使 用
当ホームペ ージが提供す るあらゆる コン テンツや情報を 複製すること を禁じます 。

○

リン クに ついて
当ホームペ ージへのリン クはフリー です 。リンクされた 場合にはメー ル等でお知 らせ
ください。

●大軣小学校ホームページ作成のためのガイドライン●
平成１７年９月 １日
１

【目

（１）

的】
薩摩川 内市立大軣小 学校（以下 「本 校」と表現する ）の特色を紹 介し，教育 活動

について広く一 般に理解を得 る。
○

学校要 覧として公開 されてきた もの を基本とし，代 替の学校情報 と連絡手段 を明
示するようにす る。

○

本校の 児童の教育活 動を保護者 ，広 く一般の方に公 開し，活動へ の理解と協 力を
得，開かれた学 校を表現する ために活用 する 。

（２）

学習の 一環として， 情報発信を する 。

○

児童の 学習成果や活 動を公開し ，意 見を仰ぎ，児童 の学習をさら に深める。

○

各教科 ，行事などに おける学習 の成 果を蓄積し，時 間・学年を超 えた共同学 習を
行うために活用 する。

２

【作 成内 容につ いて】
ホームページ 作成について は，特に， 人権 への配慮，児童 のプライバシ ーの保護， 知的

所有権（著作権 や肖像権など ）の順守の ３点 に気をつけて作 成したい。

（ １）公 開し ないも の
○児童写真 について
名前と顔 が一致するも の。個人名 が特 定できるもので 保護者の承諾 がないもの 。
○個人生活 に関する情報
児童の住 所・電話番号 ・家庭環境 ・成 績など，守秘義 務に違反する 内容。
○著作権の あるもの
商標登録 されたもの， アニメや漫 画な どのキャラクタ ーの似顔絵， 本や新聞記 事や
写真など。
○他人の中 傷や差別につ ながるよう なこ と。
○児童・教 員が個人的に 作成したホ ーム ページ。
○その他， 学校長または ，ホームペ ージ 作成委員が，学 校から不特定 多数に対し て発
信する情報とし てふさわしく ないものと 判断 する内容。
（ ２）条 件付 きで公 開する もの
○児童写真 について
第三者が 閲覧して，個 人名が特定 でき ないものとする 。
○児童の作 品（絵画や工 作など）
教育上，効 果があると認 められた上 で 本人の承諾を得 る。・・・・・手続き用 紙

有

○個人名が 特定される（ 児童が１名 写っ ており，個人名 も記載されて いる）写真
保護者の 承諾を得た上 で，掲載す るこ ととする。・・・ ・・・・・ 手続き用紙

有

○新聞記事 や写真など著 作権のある もの
著作者の 承諾を得るこ ととする。
○児童名に ついて
児童名は 姓，もしくは 名前のみと する 。
ただし， 本人及び保護 者からの承 諾が とれたものは， フルネームで もよい。
○リンクに ついて
調べ学習 などで必要な サイトを利 用す る場合にはアド レスをのせる 。しかし， 特定
企業を宣伝する ようなリンク ，検索エン ジン などの広告が表 示されるリン クの扱い
はしないことと する。

３

【作 成上 の注意 】
（１）

作成 ページに関し ては，年月 日な どを明示し，校 長決裁を受け ることとす る。

（２）

著作 物に関しては ，下記の掲 載を 作品の近くに載 せることとす る。
Copyright© 2005 by 著作者
※ 著作 者 について
・児 童名の場合＝ 原則として ，姓 もしくは名前の み（イニシャ ルでもよい ）。
・資 料館などの作 品や写真＝ 作者 や館長に文書で 承諾を得る。

（３）

新規 ページについ ては，これ まで のページのバッ クアップを残 しておき， 更新
し，管理運営に あたることと する。

（４）

ファ イル転送後の サーバーの 管理 ，運営について は，薩摩川内 市教育委員 会へ
一任する。

４

【責 任範 囲につ いて】
（１）

責任 者について
薩摩 川内市教育委 員会ネット ワー クの本校のサー バー内にある ，学校のホ ーム
ページに掲載さ れた情報につ いては，学 校長 が責任を負う。

（２）

取り 扱い責任者に ついて
イン ターネットの 利用及びホ ーム ページの作成の 適正を図るた めに，ホー ムペ
ージ作成委員会 を必要に応じ て開くこと とす る。

５

【そ の他 】
（１）

掲載 情報に対する 指摘への対 応
児童 に関する掲載 情報につい て， 本人または保護 者から掲載内 容の訂正や 削除
の 要 請 を 受 け た 場 合 に は ， 速 や か に要 請 内 容に 適 応 し た 処 置 を す る こ と と す る 。
第三者からの著 作に関する要 請があった 場合 も同様とする。
掲載 内容に関して の指摘を受 けた 場合には，速や かに適正な処 置をするこ とと
する。

（２）

公開 後のホームペ ージ，メー ルの 管理・運営
メー ルについては ，学校代表 のみ とし，教頭がメー ルの管理を 行うことと する 。
また，公開され た文書やデー タについて は， 全職員で日常的 にチェックす ること
とする。

（３）

本ガ イドラインな どの見直し など について
ネッ ト社会におけ る情報モラ ルに ついての進展に 伴い，ガイド ラインの定 期的
な検討と見直し を行うことと する。

（４）

チャ ット・掲示板 について
チャ ット・掲 示板について は，当 分 の間利用しない こととする 。必要に応 じて，
見直しを図るこ ととする。

平成○○年○○ 月○○日
○

○

○

○

様

「 薩 摩川 内市 立大 軣 小学 校ホ ーム ペー ジ」 掲 載の 承諾 につ い て
薩摩川内市立

大軣小学校

校

○○○○○

長

本校では，開かれた学 校を目指して ，その １ つの手段として ，インタ ーネットを活 用し，
広く教育関係の 情報を作成・ 収集し，薩 摩川 内市立大軣小学 校ホームペー ジを公開し てお
ります。その際 ，掲載情報に 関しては， 別紙 「大軣小学校ホ ームページ作 成のための ガイ
ドライン」に沿 って行ってお ります。
つきましては ，下記の情報 を掲載した いと 思いますので， ご承諾くださ いますよう お願
いします。
記
１

掲載目的

２

掲載する 情報（写真・ 作品など）

３

掲載場所 （URL）

４

掲載期間 （掲載開始時 期を明記す る）
以上

なお，お手数 ですが，
「ホ ームページ掲 載情 報承諾書」につ いてご記入・捺印の上，ご返
送をお願いしま す。

ホ ー ムペ ージ 掲載 情 報承 諾書
上記の内容 を確認した上 で，大軣小 学校 ホームページへ の情報の掲載 を

（

承諾します

・

承諾しません

）。

い。
平成

年

児童氏名

；

保護者氏名

月

日
年

；

印

ど ちら か に ○ をつ け て く だ さ

