
 令和３年 11 月５日 

保護者の皆様 Dear Guardians 

How to inform about absence 
 
 
 

 
 

御前崎市立浜岡中学校 

 
 

 日頃は、本校の活動に対しご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。 

さて、この度、本校では生徒の欠席連絡手段としてスマートフォンのアプリや携帯電話を

使った「欠席連絡システム」を導入することといたしました。  It is possible to communicate 

the School about student absence through the Smart phone application 

 

電話での連絡も可能ではありますが、スマートフォンや携帯電話等から「欠席連絡システム」をご利

用いただくと Through the application: 

◆ 時間帯を気にせず、早朝などでの連絡も可能となります。 You can inform early morning 

◆ 話中で連絡できない状態がなくなります。 No line busy incovenience  

など、より早く、より確実に連絡を伝えることができますので、 

欠席の連絡は「欠席連絡システム」をご利用いただけますようお願いします。 
We request that you use this "Absence Notification System" to report a student's absence. 

 

※ご兄弟がともに欠席する場合は、一人ずつ連絡してください。If your siblings are absent together, 

please contact us one by one 

※入力誤りなど修正が必要な場合は、再度正しい内容で連絡してください。If you need to correct any 

typos, try again with the correct information. 
 
 
 
 
    See the back side (how to entry) 

 
 
※今回の「欠席連絡システム」は中部電力株式会社の「きずなネット」サービスを利用します。By KIZUNA Net 

※利用にはインターネット契約をした携帯電話/スマートフォンが必要です。（パソコンでも可能） You will need Internet. 

You can also use the computer 

※「欠席連絡システム」の登録や利用は無料です。（送受信など通常の通信料はかかります） It is for free 

※本日、きずなネット学校連絡網にて、裏面の[欠席連絡 URL]をメールでもご連絡します。 

欠席連絡の際に必要となるため、本文書および、そのメールは１年間保管しておいてください。Keep this letter 

with you during 1 year  

★「欠席連絡入力」方法は裏面をご覧ください。 

11 月８日（月）から始めます。 

Starts from November 8th (Mon) 



「欠席連絡入力」方法 Absence contact input method 

 

新着 ○○学校保護者連絡網 

欠席連絡 

●きずなネットアプリからの欠席連絡By KIZUNA Net application 

・きずなネットアプリから欠席連絡を行うには、きずなネットアプリで連

絡網の登録が必要です。Need  KIZUNA Net register 

・きずなネットアプリへの連絡網登録方法は別途配布される登録案内文書をご覧く

ださい。The form of registration is in the guide distributed separately 

このボタンから欠席連絡が
できます。Tap here 

●「欠席連絡入力」画面 Data screem（きずなネットアプリとアプリ以外で共通です。For KIZUNA Net and others ） 

学校名/園名 School name ○○学校 ⇒ 連絡前にご確認ください。学校毎に入力画面が異なります。Check the school name 

欠席日付 Absence day  2021/03/23  ⇒ 当日が初期表示されます。変更可能です。 
学年 Grade  選択してください▽ ⇒ お子さまの学年を選択  
学級 Class            . ⇒ お子さまの学級を入力 
お子さまのお名前 Student name           . ⇒ お子さまのお名前を入力 
種別   ○欠席 Absent 

○遅刻 Be late      ⇒ 左記から一つ選択 
○早退 Leave school early           Select one 
○その他 Others 

保護者名 Guardian name            . ⇒ 保護者さまのお名前を入力 
Mail address            . ⇒ 任意です。入力すると入力完了時と担任確認時にメールで通知します。 

理由等の連絡事項 Reason           . ⇒ Absence reason, etc. ※Be sure to input 

①  Tap the Smartphone icon                 

 

 

 

 

 

 

 
 

②   Tap in [連絡網] 

 
 

③  Tap in [欠席連絡] and input the data 

 
 

② 

③ 

表示がない場合は、アプリのバージョンアップを実施ください。 
最新の場合は、学校から連絡される開始日までお待ちください。 

※入力した内容は修正できないため、修正が必要な場合は、再度正しい内容で入力してください。If you need to correct any data, please redo it with the correct data   

この欠席連絡システムは、中部電力の「きずなネット学校連絡網」サービスを利用しています。 

●きずなネットアプリ以外からの欠席連絡Absence notification from other than 

Kizuna Net App 

①  右記の＜欠席連絡バーコード＞を読み取るか、下記＜欠席連絡URL＞を入力して、連絡画面にアクセス

Read the code on the side or access via the URL below 

 

② 表示された画面で欠席連絡を入力  Input the data  

 

＜欠席連絡バーコード＞ 

＜欠席連絡 URL＞ 

ここに 

２次元バー

コード 

を挿入 

 

https://cep.jp/a/sys/kizuna-abs/parent/index.html?identNo=165094719 

７時 55分までに入力

してください。 Input the 

data until 7:55a.m. 


