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Storypark creates a secure online network  

of the people that matter most for your child. 

It helps working parents, far-away family, 

educators and specialists ensure children 

receive the best opportunities possible.

Be more involved  
in your child’s learning

How does Storypark help my child?

•   Deeper insights into your child’s unique interests, needs and abilities 

allows better support and improved outcomes.

• Improves communication between educators and families.

• Enables educators to spend their time with your child more effectively.

• Helps your child define ‘what’s next’ in their learning.

• Share movement, song, and creative expression through audio and video.

• Actively involves grandparents, family and close friends.

Find us at storypark.com 

Need help?

 Explore our help centre to find the  
answer for almost everything.

Got feedback?

Storypark is being developed with  

the support and feedback of teachers 

and families. Email us with how you 

think we could do better.

Free access for families

Access is free, for as long as you wish. 

Storypark travels with your child 

throughout their learning journey.

Safe and private

•   You own all content and control  

your child’s digital footprint

•   You manage who’s invited to  

your child’s storypark community

•   In line with international online  

security best practices.

 It keeps me in touch with my children and family. I can spend long hours in the office, so it brightens  
my day to click and see my children’s smiles and day-to-day activities.    – Storypark Dad

1  Sign up and log in

  Once you accept the email invitation from your child’s teacher 

you’ll be taken to a sign-up page where you can enter your 

name and choose a password. Storypark is an online service,  

so you can log in without installing software on your computer.

2   Invite family

  Share your children’s stories by inviting family members and 

close friends. Create a private network of people to share 

and support your child’s learning journey.

3 Comment and create

  Parents, teachers and family can write stories and comments, 

add pictures and videos, and select the children who feature. 

Published stories will show up in your child’s profile.  

Family members you have invited will get an email to say  

a new story has been added.

NEXT STEPS

ストーリーパーク 
使い方マニュアル 
（保護者向け）

To our parents and family members,

Part of our focus here has been developing a way to share the children’s day-to-day learning 
with you, as their parents, as well as with extended family. We have begun using a tool 
called Storypark, which is a private online space for teachers, families and children, tailored 
��	��������
���	���������������	���	����	�������������	����	�	���	��������	����
����	����
and software developers.

We will be using Storypark to privately share with you photos, videos and learning stories of the 
children in action. As parents you have the opportunity to log in and view these individually 
and with your children, from wherever you are. Storypark can be used on your iPhone, 
Android phone, iPad or other tablet device, as well as at the library or your neighbour’s house 
– you don’t have to have a computer in your home to be involved.

You can choose to add your own stories or leave comments and feedback for the children 
and teaching team. You can also choose to share these stories with family members if you 
wish. We hope that you will invite your extended family so that the children have an authentic 
audience who are genuinely interested in their learning.

Obviously we have considered the aspects of cybersafety and made sure our teaching team 
have the knowledge and skills to ensure we are cybersafe. Storypark takes security very 
seriously. Storypark is not an open blog for anyone to read, it is a password-protected private 
space for you, your child’s teachers and your family. Content we add will only be shared with 
our teachers and the family members you choose to invite. No personal information is shared 
with any third party. 

Storypark is a positive environment focused on supporting the learning and development of 
�����	��������������	��������	�����	�������	���������	���	��������������	����	���
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as possible. To learn more you can go to help.storypark.com. Please feel free to ask us any 
questions and we thank you for your ongoing support.

Information for Families

Family Manual

家庭とスクールを結ぶeポートフォリオ
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招待メールからアカウント登録 [1] 
Sign Up from Email  1
ストーリーパークは招待制です。招待メールよりアカウント登録をすることから始まります。

⑴ 招待メールから登録フォームへ 
あなたのメールアドレスに、『You have been invited to Storypark』という招待メール［図１］が届いた
ら、『Click here to accept the invitation』をクリックしてください。 

⑵ あなたの情報を入力 
登録画面(Sign Up)の画面が開きます［図２］。名前(First Name / Last Name)・メールアドレス(Email)・
パスワード(Choose password)を入力します。 

⑶ 利用規約（Terms of Use）の同意、更新情報(updates)を受け取るかを選択 
『I agree to Terms of Use』…利用規約の同意 
『Subscribe updates』…ストーリーパークからのお知らせを受け取る 

※利用規約日本語訳URL：https://storyparkjp.desk.com/customer/portal/articles/1877731-利用規約
和訳”terms-of-use” 

⑷ 登録内容を確認し、サインアップ(Sign Up) 
入力内容を確認したら、『Sign Up』をクリックします。 

［図１］招待メール(Invitation) 
　送信元：Storypark(noreply@storypark.com) 
　件名：You have been invited to Storypark 

［図２］アカウント登録画面(Sign Up)
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招待メールからアカウント登録 [2] 
Sign Up from Email  2

⑸ 保護者同意事項(Parental Consent)に同意 
ストーリーパークにおけるお子様の作品・写真・ビデオ等の使用について内容に同意の上［図１］、
『Yes』を選択。『Get Started』をクリックすれば、アカウント登録は完了です。 

※ここで『Yes』を選択したことで、保護者同意事項に同意したことになります。 
保護者同意事項の和訳については、次ページを参照してください。 

⑹ 案内ビデオ［図２］ 
閲覧不要であれば、『Next』をクリックし、次に進んでください。

［図１］保護者同意事項(Parental Consent) ［図２］ストーリーパークの案内ビデオ(Welcome Video)

＊もしこんな表示が出たら？＊

登録したことがない場合 
『[New Child] doesn’t already have a 
profile on Storypark』をクリック。 

登録したことがある場合 
『This invitation is for [Existing Child]』
をクリック。以前の登録情報を引き継いで 
利用できます。

以前にお子さんをストーリーパークに登録したかもしれない、 
というアナウンスです。
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参考：保護者同意書和訳（プリント版） 
Reference : Permission Form

保護者同意書(Permission Form)日本語訳プリント版ダウンロードURL： 
http://storypark.jp/images/Storypark_permission_form_JPN.pdf

 

 

学校名／団体名 

  
 

 

 
 
 
 
保護者の皆さまへ 

本同意書をプライバシー保護と危機管理に関する問題についての情報を含むものとして注意深くお読み
ください。そして、ストーリーパークのご利用におけるお子様の個人的な情報の共有に関して同意の上、
以下にご記入ください。ご記入後は、本同意書を学校や団体にご提出くださいますようお願い致します。
このプライバシー協定について、ご質問がある場合は学校や団体のご担当者までお問い合わせください。 

プライバシー保護と危機管理のために、ストーリーパークはお子様の作品・写真・ビデオ等のコンテン
ツが投稿されることへの保護者の同意を義務づけています。時折、あなたのお子様のクラスメイトが、
投稿された写真やビデオやストーリー内に表示されるかもしれません。本同意書によって、あなたがそ
れらの投稿をストーリーパーク外で許可無く公表・共有しないことに同意するものとします。 

投稿された内容（言葉・写真・行為等）が不適切と判断された場合、コンテンツが削除されたり、お子
様やそのご家族または利用者がストーリーパークから制限や解除を受ける可能性があります。本同意書
によって、あなたは投稿する内容に全責任を負い、不適切な内容を投稿しないことに同意します。また、
これらの問題や苦情に対してストーリーパークは一切関与致しません。 

 

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶保護者記入欄̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 
 

保護者として、ストーリーパーク内に、子どもに関する報告／作品／写真／ビデオ等のコンテンツが 
投稿されることを許可します。 

 

日付：  年  月    日 
 

お子様の名前： 
 

保護者様の名前：           印 
 

Ｅメールアドレス（保護者様）： 
 

 

保護者同意書 
ストーリーパークにおけるお子様の作品・写真・ビデオ等の使用について 

http://storypark.jp/images/Storypark_permission_form_JPN.pdf
http://storypark.jp/images/Storypark_permission_form_JPN.pdf
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ログイン 
Log In
アカウント登録以降のログイン方法です。

https://www.storypark.com/users/sign_in

⑴ ログイン画面(Log in)を開く 
HPトップ(https://www.storypark.com/)の右上『ログイン」ボタンから、またはログインページ
(https://www.storypark.com/users/sign_in)からログインできます［図１］。 

⑵ ログインする 
メールアドレス(Email)・パスワード(Password)を入力し『Log in』をクリックしてください。

［図１］ログイン画面(Log in)

＊もしこんな表示が出たら？＊

『Log in』クリック後に右図が出てきたら、既にログイン
済みだったか何らかのエラーによるものと考えられます。 
もう一度ログインし直してください。

https://www.storypark.com/users/sign_in
https://www.storypark.com/
https://www.storypark.com/users/sign_in
https://www.storypark.com/
https://www.storypark.com/users/sign_in
https://www.storypark.com/users/sign_in
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メニューの紹介 [1] 
Website Interface  1
各メニューでどんなことができるのかご紹介します。

＜各メニューの紹介＞ 

 (1)   　　   ：オプション　※詳細は次ページ参照 
 (2)   Create story ：ストーリーの新規作成 
 (3)   Conversation ：コミュニティページ(Community)の投稿、メッセージの送信 
 (4)   Invite   ：招待メール送信  
 (5) 　　   ：お知らせ(Notifications) 
 (6)   <    ：メニューの開閉 
 (7)   Search Stories ：ストーリーの検索 
 (8)   Latest Activity ：タイムライン（投稿を時系列に配置） 
 (9)   Draft Stories ：ストーリーの下書き 
(10)  Conversations ：メッセージ 
(11)  Child’s Name ：お子さんのページ 
(12)  School Name ：スクールのページ 
(13)  Need help?  ：ヘルプ（英語）

ログイン後のトップ画面(Latest Activity)
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メニューの紹介 [2] 
Website Interface  2
オプションメニューでどんなことができるのかご紹介します。

＜　　オプションメニューの紹介＞ 

 (1)  Add child  ：子どもの追加登録 
 (2)  Profile    ：プロフィール 
 (3)  Settings  ：プロフィール変更、設定 
 (4)  Account  ：アカウントの設定・削除 
 (5)  Logout   ：ログアウト 
 (6)  Support  ：ヘルプページ 
 (7)  Terms of Use ：利用規約 
 (8)  Privacy  ：プライバシーポリシー 
 (9)  Facebook  ：ストーリーパーク(NZ) フェイスブックページ 
(10) Twitter   ：ストーリーパーク(NZ) ツイッターページ 
(11) Blog   ：ストーリーパーク(NZ) ブログ

オプションメニュー
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家族を招待 
Invite Family
スクールから招待できるのは、家族の代表者（多くの場合、片方の親）のみ。 
「ほかの家族にも見せたい！」そんな時はあなたが家族をストーリーパークへ招待できます。

⑴ 招待メニューを開く 
ストーリーパークにログインして、ヘッドメニューから『Invite』をクリック。ポップアップ画面が現れ
ます。 

⑵ 家族に招待メールを送る 
上部タブから『Family』を選択。名前(Name)・メールアドレス(Email)を入力します。子どもが２人以上
いる場合は、『Invite to:』子どもの名前にあるチェックボックスで、どの子の閲覧を許可するか選択で
きます。 
『Add a message』をクリックすると、メッセージを追加することもできます。 
入力内容を確認したら、『Send invite』 をクリック。家族に招待メールが届きます。 

⑶ 家族がアカウント登録する 
あなたが登録した様に、家族にも招待メールからアカウント登録をしてもらえば、完了です。 

※マニュアル内「招待メールからアカウント登録」参照 

招待メニュー(Invite)
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アカウントの管理 
Manage Accounts
家族の代表者は管理者(Administrators ‘Admins’)となり、ほかの家族に管理者権限を割り当て
ることができます。 

＜管理者(Administrators ‘Admins’)ができること＞ 

•ほかの家族を招待、または解除 

•家族内における管理者権限の割り当て、または解除 

•子どものプロフィール変更、または削除 

•スクールから子どもへのアクセス許可、またはスクールからの子どもの解除 

•コミュニティページの閲覧や投稿 

•ノート(Notes：子どもに関するメモ)の閲覧や投稿

＜誰が管理者になっているかを確認＞ 

⑴ 家族ページ(Family)を開く 
ストーリーパークにログイン後、『Menu』から
『（お子さんの名前）』をクリック、そこから
『Family』をクリック。すると、家族の一覧を見る
ことができます。 

⑵『Admin』と書いてあるか確認 
家族の名前のボックスに『Admin』と書いてあれ
ば、管理者ということです。

＜管理者権限の割り当て、または解除＞ 

⑴ 家族ページ(Family)を開く 
上記同様、家族の一覧ページを開きます。 

⑵ 名前のボックス右上『▼』をクリック 
管理者権限を割り当て、または解除したい家族の名前
のボックス右上『▼』をクリックします。『Make 
Admin』をクリックすれば管理者権限を割り当てるこ
とができます。 
また、『Remove as admin』をクリックすれば管理
者権限を解除することができます。 

各アカウントのボックス
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プロフィール編集 
Edit Profile

⑴ プロフィール編集画面(Setting)を開く 
オプションメニュー［図１］から『Setting』をクリックすると、プロフィール
編集画面［図２］が開きます。 
『Profile』→（プロフィール画面から）『Profile Setting』をクリックしても
同様に編集できます。

＊プロフィール写真の設定＊ 
『Select a file』をクリックし、写真データ（5MB未満）を選択します。

＊通知メール受信の設定＊ 
以下の通知メールを受け取りたい場合に、チェックを入れます。 
『A new story is added』    …ストーリーが新規投稿された時 
『A new note is added』    …ノートに新規投稿された時 
『A new conversation is added』  …新しいメッセージが届いた時 
『A new community post is added』  …コミュニティページに新規投稿された時 
『A new comment is added』   …コメントが新規投稿された時 
『A new update is sent from Storypark』 …ストーリーパークの更新情報

［図２］プロフィール編集画面(Setting)

［図１］オプションメニュー

⑶ 変更の保存 
編集が終わったら『Save』をクリックして保存します。

⑵ プロフィールの編集 
名前(Name) ・メールアドレス(Email) ・プロフィール写真(Image)・通知メール受信設定(Email we 
when)を変更できます。
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コメント機能  
Add Comments  
各ストーリー(Story)・コミュニティページ(Community)にはコメント機能があります

＜コメント機能があるメニュー＞ 

•ストーリー(Story) •コミュニティページ(Community Page) •ノート(Notes) 

＊コメント投稿者の選択＊ 
名前をクリックすると［図３］、あなた自身かお子さんか、
コメント投稿者を選択できます。デフォルトは、あなたが投
稿者になっています。 
例えば、お子さんの声として投稿したい時には、お子さんを
投稿者として選ぶのも良いでしょう。

ストーリー(Story)ページ

＊音声や画像の投稿＊ 
『Upload an audio file』［図１］ 
　…音声ファイルを投稿したい時にクリック 
『Upload an image』［図２］ 
　…画像ファイルを投稿したい時にクリック 

⑴ コメントの投稿 
『Write a comment…』のボックスをクリックすると、テキ
ストカーソルが表示されます。 
コメントを入力後、『Post』をクリックすれば、コメントが 
投稿されます。

⑵コメントの編集 
コメント投稿後の編集はできません。自分のコメントに限り、
右上の『×」をクリックすれば削除できます。［図４］

［図１］音声ファイルのアップロード (Upload an audio file)

［図２］画像ファイルのアップロード (Upload an image)

［図３］コメント投稿者の選択

［図４］『×』をクリックするとコメント削除
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ストーリーの作成 [機能紹介] 
Story  Editor
スクールが投稿したストーリーを閲覧・コメントするだけでなく、あなた自身もストーリーを
作成することができます。

ストーリー作成画面 (New Story)

＜各機能の紹介＞ 

 ⑴ Title    ：タイトルの設定 
 ⑵ 投稿日の設定 
 ⑶ コンテンツ追加（テキスト・写真・ビデオ・PDF） 
 ⑷ Select Who’s in this story ：子どもの選択 
 ⑸ Learning Tags   ：ラーニングタグ新規追加 
 ⑹ Select tags   ：既存ラーニングタグから選択 
 ⑺ Save and exit   ：下書き保存 
 ⑻ Publish    ：ストーリーの公開

＊ラーニングタグとは？＊ 

ストーリーにタグ付けしたいキーワードのことです。例えば、スクールのカリキュラムや目標、科目
やイベント名などがあります。 
タグ付けは必須ではなく、選択しないままストーリーを作成することができます。ストーリーの内容
に合わせ、既存のタグから選択することもできますし、新規で作成することも可能です。
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ストーリーの作成 [1] 
Create Story  1
ストーリーの作成方法についてです。 
本文には、テキスト・写真・ビデオ・PDFを載せることができます。

［図３］タイトル(Title)・日付の入力ボックス

＊写真 ・ビデオ ・PDFの追加＊ 
添付ファイルに合わせて『Images（写真）』または『Video（ビデオ）』または『PDF』をクリック。 
追加したファイルを一つまたは複数選択し、『開く／Open』をクリックします。 
データの容量が大きい場合、アップロードに時間がかかりますのでご了承ください。『uploading』と
画面に出ていれば、アップロード中のサインです。 

⑵ タイトル (Title)・日付 
『Title (optional)』をクリックするとテキストカーソ
ルが表示され入力できます［図３］。 
『Title (optional)』横の『日付』をクリックすると、
カレンダーが開き、投稿日を設定できます。

⑴ ストーリー作成画面(Create Story)を開く 
画面右上の『Create Story』をクリックすると［図１］、ストーリー
作成画面が開きます［図２］。

⑶ コンテンツの選択 
テキスト(Text)・写真(Image)・ビデオ(Video)・PDFの中から、
追加したいコンテンツの種類を選択します［図４］。

＊テキスト(Text)の入力＊ 
『Text』をクリックすると、入力画面が開きます。
入力後『Done』をクリックしたら確定です。 
フォントの種類、太字、斜体、色、サイズの変更も
できます［図５］。

［図５］テキスト入力ボックス

［図４］コンテンツの追加ボックス

［図１］ストーリー新規作成(Create Story)

［図２］ストーリー作成画面

⑷ コンテンツの追加 
『＋』マークをクリックすれば、新たなコンテンツを追加することができます［図４］。そうすることで、
テキスト→写真→テキストのように、お好みにコンテンツを配置することができます。
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ストーリーの作成 [2] 
Create Story  2

⑺ コンテンツの配置換え 
コンテンツをクリック＆ドラッグすれば、自由に配置換えできます。
［図４］

⑹ 子どもの選択 
『Select who’s in this story』をクリックし、子どもの一覧から、
どのお子さんについてのストーリーなのか、選択してください。一人
だけを選ぶことも、複数を選ぶこともできます。 
選択後、ストーリー作成画面にお子さんのアイコン写真が出ていれば、
選択されていることになります［図３］。変更したい場合は、アイコ
ン写真横の『▼』をクリックして変更してください。 

⑸ コンテンツの編集(Edit) 
各コンテンツの『Edit』をクリックすると編集できます［図２］。
コンテンツ自体を削除したい時は『×』をクリックしてください。
写真は、トリミングや回転ができます。

［図２］編集(Edit)ボタン

［図３］子ども選択ボックス 
(Select who’s in this story)

［図１］ストーリー作成画面

［図４］編集(Edit)ボタン
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ストーリーの作成 [3] 
Create Story  3

⑼ ストーリーの完成、投稿(Publish) 
入力内容を確認後、『Publish』をクリック［図３］すれば投稿完了です。
あなたの作ったストーリーが家族と先生に公開されます［図４］。

⑻ 下書き保存(Save and exit) 
後で投稿したい場合は『Save and exit』をクリックしてください［図２］。
下書きとして保存されます。 
下書きを再度編集する場合は、メニュー(Menu)から『Draft Stories』をクリッ
クし、編集したいストーリーを選択してください。

［図４］投稿されたストーリー(Story)

［図１］ストーリー作成画面

［図３］ストーリー作成画面

［図２］ストーリー作成画面


