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１ タブレット端末をつかうときの注意点

①自宅など学校以外でインターネットにつないでつかうときは、

必ずこの手順書に書いてある

・2 学校以外でつかうときの設定

・3    Wi-Fiにつなぐ設定 をしてください。

②自宅など学校以外でインターネットにつないだあと（①の設定を

したあと）学校でつかうときは、必ずこの手順書に書いてある

・4 学校でつかうときの設定 をしてください。

2

たんまつ ちゅういてん

じたく がっこういがい

かなら てじゅんしょ か

がっこういがい せってい

せっていわいふぁい

じたく がっこういがい せってい

がっこう かなら てじゅんしょ か

がっこう せってい



• ２ 学校以外でつかうときの設定①

デスクトップ画面で、右下にある「∧」マークを
クリックします。 拡大画像
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• ２ 学校以外でつかうときの設定②

「＠」アイコンを右クリックします。 「コンソールを開く」をクリックします。
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• ２ 学校以外でつかうときの設定③

「LAN設定」をクリックします。
「LANプロキシサーバーを使用する」のチェック

ボックスをクリックし、チェックを外します。
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• ２ 学校以外でつかうときの設定④

チェックが外れたことを確認します。 「設定する」をクリックします。

6

がっこういがい せってい

せっていかくにんはず



• ２ 学校以外でつかうときの設定⑤

「OK」をクリックします。
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• 3 Wi-Fiにつなぐ設定①

自宅などにある つなぎたいWi-Fiルーターに書いている

・ＳＳＩＤ（またはネットワークなど）

・パスワード（またはパスキー、暗号化キーなど）

を確認してください。

自宅などにあるWi-Fiルーターの例

・必要な情報は、本体の横側に

書いてあることが多いです。
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• 3 Wi-Fiにつなぐ設定②
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• 3 Wi-Fiにつなぐ設定③
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スマートフォンのテザリングをつかう場合 【アンドロイドの例】
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①設定をタップします。
せってい ②ﾈｯﾄﾜｰｸとｲﾝﾀｰﾈｯﾄ、ﾃｻﾞﾘﾝｸﾞの順にタップし、

Wi-Fiテザリングをタップする。
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• 3 Wi-Fiにつなぐ設定④

デスクトップ画面で、右下にある マーク

（地球のようなマーク）をクリックします。

ここをクリック

拡大画像
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• 3 Wi-Fiにつなぐ設定⑤

つなぎたいSSID（8ページで確認したもの・
スマートフォンの場合はスマートフォン名
「〇〇のiPhone」など）を選び、
「接続」をクリックします。

「ネットワークの要件をチェックして

います」と表示されるので、しばらく

お待ちください。
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• 3 Wi-Fiにつなぐ設定⑥

「ネットワークセキュリティキーの入力」
と表示されるので、パスワード（9ページ
で確認したもの）を入力します。

「このネットワーク上の他のPCやデバ
イスが、このPCを検出できるようにし
ますか？」と表示されたときは、「い
いえ」をクリックします。
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• 3 Wi-Fiにつなぐ設定⑦

SSIDの下に「接続済み」と表示され、デスクトップ右下に マークが

出ていればWi-Fiの接続が完了しています。
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• ３ 学校でつかうときの設定①

デスクトップ画面で、右下にある「∧」マークを
クリックします。
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このページより後ろに書いてある内容は学校で操作してください。
うし か ないよう がっこう そうさ



• ３ 学校でつかうときの設定②

「＠」アイコンを右クリックします。 「コンソールを開く」をクリックします。
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• ３ 学校でつかうときの設定③

「LAN設定」をクリックします。
「LANプロキシサーバーを使用する」のチェック

ボックスをクリックし、チェックを入れます。
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• ３ 学校でつかうときの設定④

チェックが入ったことを確認します。 「設定する」をクリックします。
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• ３ 学校でつかうときの設定⑤

「OK」をクリックします。
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「×」をクリックして完了です。
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• ３ 学校でつかうときの設定⑥

デスクトップ画面で、右下にある マーク、
もしくは、マークをクリックします。

ここをクリック
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• ３ 学校でつかうときの設定⑦

「接続済み」もしくは「ｲﾝﾀｰﾈｯﾄなし」と

表示され、右下に「切断」と表示されて

いれば完了です。
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