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ホーム画面

【ホーム画面】
学校からのお知らせ、PTAからのお知らせ、緊急連絡など、学校関連の情報が
すべてタイムラインで表示される。

【保護者メリット】
■お手紙の整理がラクになる（冷蔵庫に貼らずにすむ）
■ママだけでなくパパにも情報が届く
■外出先でも見たくなったらすぐに見られる
■情報内容がアイコンで分かりやすく表示される

【学校側メリット】
■すべての保護者に情報をスピーディーに届けられる
■クラス単位、学年単位、学校単位など、送り分けができる
■紙の印刷代、印刷にまつわる手間、配布にまつわる手間が省ける

【PTA側メリット】
■すべての保護者に情報をスピーディーに届けられる
■係単位、委員会単位、PTA全体など、送り分けができる
■紙の印刷代、印刷にまつわる手間、配布にまつわる手間が省ける

○○小学校から
学校便り「きずな」3月号 17:18

ベルマーク係へ
次回ベルマーク活動のお知らせ 34日前

PTAから
PTA総会開催のお知らせ
☆出欠回答あり 3日前

6年生へ
都内見学レポート 7日前

PTAから
委員会/役員会活動報告 19日前

給食室から
3月の献立 22日前

【緊急連絡】6年生へ
本日は4時間授業になります 46日前

校長室から
いじめ防止基本方針 59日前

haPiTA
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学校からのお知らせ：全保護者向け

【学校からのお知らせ：全保護者向け】
お知らせタイムラインから学校便りなど全保護者への
配布物が閲覧できる。

【保護者メリット】
■子どもが家に持ち帰るのを忘れたときでも、子どもが
親に渡さないときでも、子どもが休んでいるときでも、
確実に届く。

■紙の配布物を取っておく必要がなく、家が片付く。

■ママだけでなくパパにも情報が届く。

■外出先でも見たくなったらすぐに見られる。

【学校側メリット】
■すべての保護者に情報をスピーディーに届けられる。

■印刷や配布にまつわる手間とコストの削減。

■元データを簡単にそのまま投稿すればいいだけ。
※PDF、WORD、PPT

■もちろん、スマホに最適化した形式で投稿も可能。

○○小学校から
学校便り「きずな」3月号 17:18

ベルマーク係へ
次回ベルマーク活動のお知らせ 34日前

PTAから
PTA総会開催のお知らせ
☆出欠回答あり 3日前

6年生へ
都内見学レポート 7日前

PTAから
委員会/役員会活動報告 19日前

給食室から
3月の献立 22日前

【緊急連絡】6年生へ
本日は4時間授業になります 46日前

校長室から
いじめ防止基本方針 59日前

haPiTA

○○小学校からのお知らせ

haPiTA
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学校からのお知らせ：学年単位

【学校からのお知らせ：学年単位】
遠足、運動会、社会科見学など、学年単位の行事の様子が
該当する保護者だけに配信される。

※クラス単位での配信も可能

【保護者メリット】
■子どもが参加した学校行事の様子が写真や動画で閲覧
でき、臨場感が伝わる。

■いいねボタンやコメントでレポートしてくれた先生に
感謝の気持ちを伝えることができる。

【学校側メリット】
■送ったレポートに保護者から反応が来ることで、
送ることがどんどん楽しくなる。

■スマホで撮った写真をスマホで投稿できるので、
学校のホームページにアップするよりも簡単。

○○小学校から
学校便り「きずな」3月号 17:18

ベルマーク係へ
次回ベルマーク活動のお知らせ 34日前

PTAから
PTA総会開催のお知らせ
☆出欠回答あり 3日前

6年生へ
都内見学レポート 7日前

PTAから
委員会/役員会活動報告 19日前

給食室から
3月の献立 22日前

【緊急連絡】6年生へ
本日は4時間授業になります 46日前

校長室から
いじめ防止基本方針 59日前

haPiTA

6年生へのお知らせ

haPiTA

都内見学レポート いいね



社外秘

5

PTAからのお知らせ：全保護者向け

【PTAからのお知らせ：全保護者向け】
総会のお知らせ、役員会/委員会活動報告など、PTAから
全保護者への案内が配信できる。

【保護者メリット】
■紙の管理からの解放。

【PTA側メリット】
■印刷や配布にまつわる手間とコストの削減。

■元データを簡単にそのまま投稿すればいいだけ。
※PDF、WORD、PPT

■もちろん、スマホに最適化した形式での投稿も可能。

○○小学校から
学校便り「きずな」3月号 17:18

ベルマーク係へ
次回ベルマーク活動のお知らせ 34日前

PTAから
PTA総会開催のお知らせ
☆出欠回答あり 3日前

6年生へ
都内見学レポート 7日前

PTAから
委員会/役員会活動報告 19日前

給食室から
3月の献立 22日前

【緊急連絡】6年生へ
本日は4時間授業になります 46日前

校長室から
いじめ防止基本方針 59日前

haPiTA

PTAからのお知らせ

haPiTA
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PTAからのお知らせ：委員会、係単位

【PTAからのお知らせ：委員会、係単位】
PTAからのお知らせを委員会や係の単位で配信できる。

【保護者メリット】
■紙の管理からの解放。

【PTA側メリット】
■印刷や配布にまつわる手間とコストの削減。

■元データを簡単にそのまま投稿すればいいだけ。
※PDF、WORD、PPT

■スマホに最適化した形式での投稿も可能。

○○小学校から
学校便り「きずな」3月号 17:18

ベルマーク係へ
次回ベルマーク活動のお知らせ 34日前

PTAから
PTA総会開催のお知らせ
☆出欠回答あり 3日前

6年生へ
都内見学レポート 7日前

PTAから
委員会/役員会活動報告 19日前

給食室から
3月の献立 22日前

【緊急連絡】6年生へ
本日は4時間授業になります 46日前

校長室から
いじめ防止基本方針 59日前

haPiTA

ベルマーク係へのお知らせ

haPiTA
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緊急連絡

【緊急連絡】
学校からの緊急の連絡が届けられる。
保護者全体、学年単位、クラス単位、個人単位で配信可能。

個人単位例：○○くんが怪我をしました！（傷の画像と一緒に届けられる）
学年単位例：本日、急遽4時間授業に変更となり、いま皆さん帰宅しました！（素早く子どもと連絡が取れる）
学校単位例：いま雷が鳴っていますので、しばらく学校で待機することになりました！（帰宅が遅くてもヤキモキしない）

※プッシュ通知が届くので、仕事場など外出先でもタイムリーにチェックできます（会議の途中で電話が鳴ることもありません）。

【緊急連絡】
が入った！

これまでは･･･

連絡網をまわす。
不在宅には何度も
電話をかけなければならない。

全員に一斉に届くので、
連絡網をまわさなくて済む

これがあれば･･･

これまでは･･･

外出中や仕事中は
連絡が届かない。

外出先でもプッシュ通知で情報をキャッ
チできるので、素早く対応ができる。

これがあれば･･･

子どもに電話して･･･
「もう帰ってきてるんでしょ。棚のおやつ食べていいよ」
なんて対応もできるよ。
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出欠管理

【従来】
従来の出欠管理や委任状は･･･

保護者側
・クラスや子どもの名前、自分の名前を記入するのが面倒
・出欠や決議案の可否など○を付けるのが面倒
・判子を探したり押すのが手間
・紙を切るのが面倒
・子どもに持たせるのが面倒だったり忘れたりする

管理側
・印刷、配布するのに手間とコストがかかる
・手で数えるのが大変
・集計するのが大変
・誰が提出していないかチェックするのが大変
・未提出者に催促するのが面倒

【これからは】
このツールを使うと･･･

保護者側
・スマホ上でボタンを押すだけ

管理側
・簡単にお知らせを配信できる
・簡単に集計できる
・簡単に未提出者にリマインドを流せる

PTAからのお知らせ

haPiTA

○出席する ○欠席する

○委任する ○委任しない
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カレンダー機能

○○○○○○○○○○○○○○

haPiTA 【カレンダー画面】
学校行事やPTAの日程が一覧できる画面。

※普段使っているカレンダーアプリにもボタンひとつで
簡単に登録できる。

【保護者メリット】
■冷蔵庫に貼っておく必要がない。
紙の管理からの解放。

■子どもが2人いるママも一元管理できる。

【学校側/PTA側メリット】
■印刷や配布にまつわる手間とコストの削減。

ベルマーク係へのお知らせ

haPiTA

ベルマーク作業日をカレンダー登録する ＞

メニューから
簡単にカレンダー画面へ

カレンダー

haPiTA
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アルバム機能

【アルバム画面】
学校行事やPTAの行事がアルバム形式で見られる。

【保護者メリット】
■イベントの様子が写真や動画で閲覧でき、臨場感が伝わる。

■子どもとの会話が弾む。

■いいねボタンやコメントでアルバムを作ってくれた先生に
感謝の気持ちを伝えることができる。

【学校側メリット】
■作ったアルバムや写真に保護者から反応が来ることで、
送ることがどんどん楽しくなる。

■スマホで撮った写真をスマホで投稿できるので、
学校のホームページにアップするよりも簡単。

○○○○○○○○○○○○○○

haPiTA

メニューから
簡単にアルバム画面へ

アルバム

haPiTA

都内見学

地区別運動会

フェスティバル
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子どものお休み連絡（連絡帳）

【お休み連絡】
ツール上でお休みの
連絡が簡単に行える。

【保護者メリット】
タイムリーに連絡
できる。
わざわざ友だちに
連絡帳を渡さなくて
済む。

【学校側メリット】
簡単に返事を返せる。

○○○○○○○○○○○○○○

haPiTA

メニューから
簡単にお休み連絡画面へ

連絡帳

haPiTA

かとう ○○○
6年3組

お休み連絡を送る ＞

かとう ○○○
4年1組

お休み連絡を送る ＞

かとう ○○○
1年5組

お休み連絡を送る ＞

連絡帳

haPiTA

かとう ○○○
4年1組

昨夜から熱が出ており、今朝も37.8と
高熱のため、本日お休みします。
よろしくお願いします。

加藤○○ 7:11

了解しました。
お大事になさってください。

○○先生 8:20
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PTA画面

【PTA画面】
自分が今年担当する役割と稼働日、内容が簡単に分かる。

※スケジュールは普段使っているカレンダーアプリにも
ボタンひとつで簡単に登録できる。

【保護者メリット】
■覚えたり手帳に書き込んだり案内紙を冷蔵庫に貼って
おく必要がない。

■

【PTA側メリット】
■印刷や配布にまつわる手間とコストの削減。

■

○○○○○○○○○○○○○○

haPiTA

メニューから
簡単にPTA画面へ

PTA

haPiTA

4年生：ベルマーク係

次の活動日：5月16日13:00～
内容：ベルマークの回収と貼付

校外班：
久本一丁目

＞

1年生：カーテン洗い係

次の活動日：7月22日11:00～
内容：○○教室のカーテン引き取り ＞
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機能拡張（ゆくゆくは）

■2人以上子どもがいて、違う学校に通わせているママ向けに、複数校をまたいで表示できるように
（タブ切り替えなど）

■ママからパパや祖父母など複数ID発行できるように

■アルバムから写真発注ができるように

■LINEにお知らせが届くように

■いいねやコメントが付けられるように

■PTA代行が依頼できるように

■決済ができるように

■先生からテスト範囲を教えられる機能

■学校指定の業者へ発注できるように（彫刻刀、体操服、縦笛、書道道具など）


