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1.事業者に関する情報（1）会社概要

株式会社アクティブブレインズの会社概要は以下の通りです。

◆所在地

【本社】 〒261-7114

千葉市美浜区中瀬2-6-1 ワールドビジネスガーデン マリブイースト14階

電話：043-297-3147 Mail：contact@active-brains.co.jp

【丸の内オフィス】

〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング9階

◆事業内容

・教育サポート事業（ICT支援員、ICTコーディネータサポートなど）

・ソリューション開発事業（教育ソフトウェアの開発・販売等）

◆公的認証資格

・個人情報保護 プライバシーマーク（10823236）

・品質マネジメントシステム ISO9001（Ｑ2460）

・情報セキュリティマネジメントシステム ISO27001（J0373）

・女性活躍推進法に基づく認定「えるぼし」3段階（最高位）厚生労働省

＜会社ホームページ＞
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1.事業者に関する情報（2）事業概要

株式会社アクティブブレインズは、起業した1998年から約22年間、学校でのICT活用を促進するために、授業で使えるICTを目指しICT支援員やICT

コーディネータがサポートを行ってきました。

■ICT支援員によるサポート（約200校/年間×22年）

2000年ごろから学校にパソコン教室が設置され、ICT支援員が、そのパソコン教

室での学習をサポートするために放課後に教員研修を行ったり、総合的な学習の

時間で子どもたちにパソコンの操作を教えたりしてきました。

■ICTコーディネータによるICT活用教材の提案

2011年からスタートした総務省「フューチャースクール推進事業」及び文科省「学

びのイノベーション事業」では、都内の小学校にICTコーディネータを派遣し、1人1

台のタブレットを活用した授業のサポートを行ってきました。

■授業が楽しくなるICT学習用教材の提供

この22年間、ICT活用授業の課題や問題点を客観的に学校現場で体感してき

た私たちだからこそできる、先生に寄り添った簡単で手軽に活用でき、子どもたちが

楽しく自発的に学習できるコンテンツの開発を2014年ころよりスタートしました。

＜教員研修＞

＜フューチャースクール 1人1台タブレット＞

＜2010年よりICT活用授業支援サイト運営＞
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2.EdTech市場に対しての捉え方（1）当社が果たすべき役割

Society5.0時代を生きる子どもたちが、実社会で必要となる問題解決能力を育むSTEAM教育。そのベースとなるのは、自ら考え、問題を発見し、

能動的に取り組む力です。アクティブブレインズでは、その基本的な学ぶ力をサポートするために、学習用教材を集めたポータルサイト「Active 

Station」をご提供しています。ポータルサイトにある教材は、現在以下の8つとなります。

●好奇心・探求心

●語彙力・表現力

●自己内省力

●他者理解力

●論理的思考力

●働き方改革サポート

ワクワク感
楽しい
興味をもつ

STEAM教育

Science

Technology

EngineeringArt

Mathematics
専門知識
試行錯誤
実践経験

Society5.0時代
を生きる

問題解決能力

Active Station（ポータルサイト）
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2.EdTech市場に対しての捉え方（2） EdTech市場における当社の強み

EdTechクラウドサービスは、Society5.0時代に向けた、学習用アプリ・コンテンツのクラウドサービスです。子どもたちひとり一人の自発的な学びをサ

ポートします。すべてのサービスはブラウザさえあれば、インストールせずにお使いいただけます。

◆ひとり1台のタブレットをフルに活かす！

ひとり1台のタブレット環境下で低学年から活用できる教材が

求められています。自発的な学びを促すためには、わくわく感

が必須。楽しく学ぶことに注目した教材です。

◆ひとり一人の状態を可視化する！

先生と児童生徒の双方向のコミュニケーションを大切にしてい

ます。やりっぱなし、やらせっぱなしではなく、ひとり一人の状況

を可視化して、学びをサポートしていくことができます。

◆コロナ禍だからこそ自発的な学びを提案！

閉塞的な今、先生も児童生徒もやらさせる学びではなく、自

発的な楽しい学びを求めています。ゲーミフィケーション理論を

取り入れたわくわくする学習用教材を提供します。

総合監修：千葉大学教育学部 藤川大祐教授
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3.自社ツールの概要説明

本実証事業で導入いただいたツールは以下の8個の学習用アプリ・コンテンツです。すべてのアプリ・コンテンツはクラウドサービスであり、ネットワーク環境

とブラウザさえあれば教師、児童生徒のデバイスには何もインストールせずにお使いいただけます。

・AIAIモンキー

・虹色ボックス

・ひろがれ言の葉

・みまもりふぅーにゃん

・漢字図鑑

・Fantastic English

・わくわくたまてばこ

・Active Knowledge
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（1）AIAIモンキー：ひとり一人の意見を大切にし、少数意見にも注目できる！

「AIAIモンキー」は、全員参加の協働学習をサポートするアクティブ・ラーニングツールです。みんなの意見をAIが瞬時に分析して

わくわくの実で表示。わくわくの実をクリックするとみんなの意見を閲覧することができます。オンライン授業でも活用できます。

◆わくわくの実でクラス全員の意見を可視化

設問に対して、児童・生徒が意見を入力します。入力した意見は、形態素

解析によってキーワードにわけられ、わくわくの実として表示されます。実をク

リックすると意見を閲覧できます。

◆子どもたちの意見の変容がひと目でわかる

自分だけで考えた意見と、グループでの話し合い活動後に入力した意見で

は、どのような意見の変容が見られるでしょうか。ひとり一人の意見の変容を

授業の中で可視化することができます。

◆他者の意見を理解し、じっくり考える力を育む

「AIAIモンキー」は、多様な意見を探索的に探ることができるツールです。児

童・生徒はキーワードをや分類を頼りに多様な意見を読んでいくことができま

す。「主体的・対話的で深い学び」を進める際に、こうしたツールは大いに力

を発揮します。◆監修者：千葉大学教育学部 藤川大祐教授
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（2）虹色ボックス： 自ら取り組み、その経験を通して論理的思考を身につける

◆Scratch3.0の動画チュートリアル

プログラミングソフト「Scratch3.0」の使い方を1から学ぶことができるチュートリアルが

ついています。まずは、 Scratchの基本操作を覚えて、考え、ブロックを組み立て、

動かして、やり直してのトライアンドエラーから論理的思考を自然と学んでいきます。

◆10教科の教材がテンプレートファイル付きで使える

総合学習だけではなく教科学習にも使えるプログラミング教材を用意しています。教

材には、作り方動画のほか、素材の入ったテンプレートファイル、プログラムの完成ファ

イルなどがセットされているので、必ずプログラムを自力で完成することができます。

◆子どもたちの作品をみんなの広場で紹介

みんなの広場では、虹色ボックスを活用した子どもたちのプログラム作品を展示して

います。ほかの学校ではどのようなものを作ったのか、どのようなブロックを使っているの

かなど、思考やアイデアを共有することができます。

＜教科教材の動画＞

＜チュートリアル動画＞

＜みんなの広場 作品＞

「虹色ボックス」は、 Scratch3.0を使ったプログラミング教育教材です。ブロックの操作で簡単にプログラムを作成することができる

ので、低学年からでもプログラミングにチャレンジすることができます。
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（3）ひろがれ言の葉：語彙力を広げ、表現力を豊かにする

「ひろがれ言の葉」は、多様な同義語・類義語に触れることにより、語彙力を身につけるツールです。オリジナル類義語辞書を使って文章中の類語を

提示し、1つの言葉が持ついくつかの意味を吟味したり、この言葉が使われている意義などを探求していきます。

◆文学作品で使われているいろいろな言葉に触れる

青空文庫などにある有名な作品を教材とし、文章中に使われている言葉を

他の表現に置き換えてみることにより、表現の多様性を学ぶとともに、なぜそ

の言葉が使われたのかを探求していくことができます。

◆作文に使っている自分の表現を磨く

自分の文章をブラッシュアップさせるために活用することもできます。類義語

検索により表示された別の表現を取捨選択しながら、自分の文章にその言

葉を挿入し、今まで使ったことのなかった語彙をひろげていきます。

◆オリジナル類義語辞書には2万語収録

類義語辞書は、小・中学生が身につけるべき基本表現をベースに、書籍・

メディア等で使われる表現や子どもたちが日常使っている表現を加え、多様

な表現をシミュレーションできるオリジナル辞書となっています。

【類義語の検索】

◆操作手順

①文章をコピーで貼り付ける

②類義語を検索

③検索された類義語をクリック

④類義語が意味ごとに表示される

【授業での活用】

①類義語検索後の文章を表示

②気になる言葉をクリック

③類義語が表示される

④文中に使われている言葉と

類義語を比べる
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（4）みまもりふぅーにゃん：子どもたちの変化を見守り、必要な時に声がけをする

「みまもりふぅーにゃん」は、子どもたちひとり一人の状態や変化を、担任の先生だけではなく大人たちみんなで見守ることができるツールです。コロナ禍

の今だからこそ、つながりを大切にしていくことが必要であり、デジタルだからこそ可能となるコミュニケーションです。

◆体温を測って記録、いざというときに記録を活用

学校では、毎日体温を測ることが日課となっています。この記録をデジタル

化することで、朝、全員の健康状態をチェックでき、もしものことがあった時

にも、過去データがそろっているのでとても便利です。

◆毎日の出来事を日記に書く、先生とのコミュニケーション

日記は書くことで、自分のことを内省することができ、自己理解を深めるト

レーニングができるといわれています。低学年からも活用できるようにたくさ

んのスタンプが用意されています。日記は、先生とつながっているので、先

生からのコメントが返されます。

◆先生のみまもり画面

先生画面では、体温のチェック、子どもたちの状態の確認、連絡事項やお

知らせの共有ができるほか、担任の先生だけではなく、他の先生からもコメ

ントを送ることができます。気になる生徒を校長先生がチェックすることも可

能です。

＜毎朝の体温を記録＞

＜日記を書く スタンプを使う＞

＜先生のみまもり画面＞

＜お知らせ/教科連絡/今日の日記/先生からのコメント＞
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アミーゴファミリーの

（5）漢 字 図 鑑 ：絵場面で漢字のイメージを広げ、自然と漢字を身につける

「アミーゴファミリーの漢字図鑑」は、小学校で学習する1026の漢字を図鑑を見ながら学ぶ漢字学習用ツールです。日常生活の中で使われている

漢字をすべてイラストで表現しているので、絵本を読むように漢字を覚えていくことができます。

◆1026個の漢字をすべてイラストで表現

1年生から6年生までの漢字を親しみやすいイラストで表現しているので、

漢字をとても身近に感じることができます。また、アミーゴファミリーのスライム

家族がナビゲーターとなって楽しく漢字を紹介してくれます。

◆一緒に覚えたい漢字がまとまっている

各絵場面では、関連性のある漢字がまとまって描かれています。別々に覚

えるのではなく、一緒に覚えておきたい漢字をいっぺんに覚えることができる

のもこの漢字図鑑の特徴です。

◆漢字ページには豊富な熟語と例文

漢字ページには、親字を大きく表示し、そこに筆順（アニメーション付き）、

総画数、部首、音訓を使った熟語などを表示しています。そのほか、イラス

ト付きの例文やちょっとした関連するうんちくが提示されています。

◆監修 千葉大学 首藤久義 名誉教授

＜メニュー画面：絵場面のサムネイル表示＞

＜関連性のある漢字をまとめて表示＞ ＜漢字ページ：音訓熟語や例文表示＞

＜アミーゴファミリーの漢字図鑑トップ＞
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アミーゴファミリーの

（6）Fantastic English：目で見て、耳で聞いて、慣れ親しむ英語を体験

「Fantastic English」は、耳で聞いて感覚的に英語をまずは身につけるための英語学習用ツールです。身の回りにあるものを英語に置き換えたイラ

ストで約1200語を学ぶことができます。各単語をクリックすれば、簡単に発音を聞くことができます。

◆会話文のテーマごとにイラストを用意

身の回りにあるものをすべて英語に置き換えて、それをイラストで表現しています。

単語をクリックすると、繰り返しその発音を聞くことができます。自分が興味を持った

絵場面や英単語、会話文を自発的に学び進めることができます。

◆会話文はショートストーリーで

単語だけ覚えても、それを会話で使う練習をすることが重要となります。ここでは、

よく使う会話文をショートストーリーの漫画で提示しています。漫画を見ながら、ペ

アと吹き出し部分の発音を順番に繰り返し練習することができます。

◆穴埋め問題にチャレンジ

単語を覚えて会話文の練習を行って英語の表現に慣れてきたら、穴埋め問題に

チャレンジすることができます。3択の穴埋め問題の各セクションをクリアしていくとア

ミーゴファミリーの合格スタンプをゲットすることができます。

＜メニュー画面：絵場面のサムネイル表示＞ ＜関連性のある英語をまとめて表示＞

＜会話文の練習 ショートストーリー＞ ＜会話文の穴埋め問題にチャレンジ＞
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（7）わくわくたまてばこ：オリジナル素材がまとまっていて使いやすい

「わくわくたまてばこ」では、特別支援学級などで活用できる教材や、保健や食育などに使える教材、そして、工作のヒントになる教材などをカテゴリー別

にまとめ、著作権等を気にせずに気軽に使える補助教材を提供しています。

◆知る・考える・つくるのカテゴリー

カラフルな色を使って視覚的に楽しめる「知る」「考える」「つくる」をテーマと

した教材を紹介しています。各コンテンツページでは、教材の活用方法を

詳しく説明し、素材のダウンロードができるようになっています。

◆オリジナル素材だから気軽に使える

オリジナル教材を作るときに一番気を使うのが、著作権の問題です。また、

思った通りの素材が見つからないことも多々あります。ここでは、学校でよく

使うテーマに沿った教材や素材を気軽に活用することができます。

◆教材づくりの時短を応援

1から作ると大変な壁面掲示などの素材を季節ごとの活用シーンに応じ

て用意しています。そのほかちょっとしたアクティビティに使える塗り絵や間

違い探しなども取り揃えています。

＜コンテンツの一例＞
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（8）Active Knowledge：ICTの困りごとや解決策がすぐ解る

◆知って得する機能

WindowsやMac OSのことやWord、Excel、PowerPointなど、学校

でよく使う便利な機能などをわかりやすく紹介しています。ネットで探しても

何を見たらいいのかわからないの声にお応えしました。

◆いまさら聞けないこと

いまさら恥ずかしくてなかなか聞けないことを紹介しています。本当はとっく

にやっていなければいけないのに、ICT活用に乗り遅れてしまってさすがに

聞けないといったICT活用の基礎となる内容を紹介しています。

◆トラブルあるある

自治体ごとに導入されているICT機器は様々ですが、よくあるトラブルの

対処方法は意外と共有できることが多いです。ヘルプデスクに連絡する前

に、自分で解決できる内容かを確認することができます。

＜コンテンツの一例＞
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「Active Knowledge」は、ICTを活用していくうえで起こりがちな問題やよくある質問をわかりやすくまとめたノウハウ＆ヘルプサポートサイトです。「ヘル

プデスクに電話するのではなく、解決策をすぐ知りたい」といった先生の声から生まれました。



4. EdTech導入補助金における成果（1）実証校における実践事例

本実証事業では、小学校7校・中学校5校の計12校に対しEdTechソフトウェアを提供し実証を行いました。それらを代表して以下に

3校の実践事例を報告します。

◆実証校：12校（小学校7校、中学校5校）

◆実践事例：下記3校

・AIAIモンキー：渋谷区立西原小学校 5年 道徳

・みまもりふぅーにゃん：渋谷区立笹塚中学校 1年 ホームルーム

・Fantastic English：渋谷区立西原小学校 6年 英語

※導入ソフトウェア8種のうち代表して3種の実践事例を紹介
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実践事例1 渋谷区立西原小学校 5年 道徳 AIAIモンキー

【これまでの課題】

限られた人
の意見しか
聞けない

意見を集
約するのに
時間がかか

る

少数意見
がよくわから
ない

意見の変
容が可視
化できない

【AIAIモンキーを使って】

わくわくの実で全員の意見を見ることができる

「分析」をタップすると瞬時に結果が表示される

外周の小さい〇をタップすると少数意見が見れる

意見の変容が一目でわかるよう可視化される
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実践事例2 渋谷区立笹塚中学校 1年 HR みまもりふぅーにゃん

【これまでの課題】

手書き日
記は欠席し
ている生徒
とやり取りで
きない

毎日の体
温の記録を
デジタル化
したい

教科連絡
を係りが書
いたらみん
なに共有し
たい

連絡帳を
見ていない
せいか忘れ
物が多い

【みまもりふぅーにゃんを使って】

体温記録のデジタル化
全員の状況を把握

先生からの返信がひとり一
人にできる。休んでいる生
徒へのメッセージも可能

連絡・お知らせを一斉に
送信可能

教科連絡を係りが記入
し先生が承認すると全
員に共有される
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実践事例3 渋谷区立西原小学校 6年 英語 FANTASTIC ENGLISH

【これまでの課題】

英語の先
生がいても
なかなか発
音を聞けな

い

発音を聞き
ながら会話
の練習をし
たい

単語のスペ
ル、日本語
訳、場面の
理解を一
緒にしたい

同じ種類の
単語はグ
ループとして
覚えたい

【FANTASTIC ENGLISHを使って】

場面に応じた会話の練
習がペアでできる

単語や会話をタップする
と発音を聞くことができる

同じ種類の単語を一つ
にまとめて表示単語をマウスオーバーす

ると日本語訳が表示さ
れる
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184. EdTech導入補助金における成果（2）事業計画に対する結果の考察

今回の事業計画では、下記に示す課題認識に基づき、提供するソフトウェアがその解決策となるものとの仮説に基づき策定しました。実際の授業で

のソフトウェアの活用実態や、利用された先生へのヒアリング等から考察できるソフトウェアの有効性の検証の結果は以下の通りです。

【課題認識】

学校の児童・生徒は、「勉強ができる子」「苦手

な子」あるいは「人前で自分の意見を言える子」

「言えない子」といった様々な点で格差が広がって

いるなかで、教職員も一律では済まない対応が

求められ、校務等の負荷の増大と相まって多忙

を極める状況に至っている。その結果、多様化し

ている児童・生徒に対する指導育成が十分にで

きず、更に格差が開いていくといった悪循環に陥

ることも少なくない。

【ソフトウェアの有効性】

・児童・生徒の学び方への効果

期待通りゲーミフィケーション要素やキャラクターの活用は児童・生徒への訴求力が強く、多く

の児童・生徒がソフトウェアを活用した学びに対して高い関心と参加意欲を持つことができた。

特に今まであまり意見を言えなかった児童・生徒がツール（AIAIモンキー）を使うことにより

ディスカッションに参加できたことは大きな成果として挙げることができる。

・先生の授業実践への貢献および負荷低減

ソフトウェアを利用した先生のヒアリングにおいて、各ソフトウェアそれぞれに対しその有効性を

認める回答をいただくことができた。また、児童・生徒とのコミュニケーションツール（みまもり

ふぅーにゃん）により、コロナ禍に関わらずより深く児童・生徒の状況を可視化し把握でき、結

果として負荷軽減につながったとの評価もいただいた。



194. EdTech導入補助金における成果（3）今後の対策と展開

今回の実証を通じて得た成果と経験を踏まえて、EdTech事業者として今後以下の視点を重視した取組みを行っていきます。

１ 現場の教師ならびに児童・生徒にとって、容易に導入でき効果性が実感できるソフトウェアを提供する

多忙な先生が時間や手間を取られることなく導入でき、煩雑なマニュアルを読まなくても良い直観的な操作性を持つソフトウェアが求められてこと、また同

様に児童・生徒にとっても直観的に操作ができ、すぐに使いこなせるようになるインターフェースが重要であることがあらためて確認できた。

また、長期間使わないとなかなか効果が実感できないソフトウェアは敬遠される傾向があり、ちょっとしたことでも直ぐに効果が感じられ、使えば使うほど更に

気づきを得られるような「敷居が低く奥行きが深いソフトウェア」が求められていることも確認できた。

２ 当社の特性と強みを活かした事業展開の重要性

今回の実証を通じて、多くのEdTech事業者がそれぞれの持ち味を活かした展開を行っていることが実感できた。それぞれがカニバリズムを起こすことなく

EdTech市場を拡大していくためには、各社の特性と強みを活かした市場参画が重要であると考える。当社においても、強みである「簡単に使える」「わくわ

く学べる」「使った効果がすぐに解る」「親しみやすく楽しい」という特長を更に伸長するために、ゲーミフィケーション理論・UX（ユーザーインターフェース）・

キャラクターによる文脈的世界観の提示等の技術を磨いていきたい。



204. EdTech導入補助金における成果（4）教育現場への導入の要点

学校の教育現場が抱える様々な課題を解決するために教育ソフトウェアを導入する際に重要と思われる事項は、本実証事業および当社の今までの

経験を踏え、以下のように考えています。

１ 「課題を抱え解決策を必要とする先生」「これを解決するためにこんなのあったら使ってみたい」という問題意識が明確な先生にアプローチ

現在は多忙な先生が多いため、以前と違って放課後に一斉研修を行って商品を紹介し導入に結び付けるという機会はぐっと減りました。当社の場合は

ICTコーディネータのノウハウを生かし、核となる先生たちに課題や要望をヒアリングしたり、当社の仮説に対するご意見をいただいたりしながら、先生方が本

当に必要とするアプリの提案に結び付けています。そのうえでプロトタイプを使っていただき、みんなが使えるアプリにするための評価をいただきながら可能な限

りそれに応えしていきます。このようなプロセスを経て、商品としての完成度を高め、操作が簡単な先生や子どもたちにとって使いやすいアプリの提供が実現

しています。まずは、問題意識が明確な先生にお使いいただくことがポイントだと考えています。

２ 様々な機会を利用して「とにかく使っていただく」「触っていただく」場面をつくる

上記のプロセスを経て完成した製品を多くの先生に使っていただくためには、「百聞は一見に如かず」、まずはとにかく使っていただくことが重要だと考えていま

す。 触っていただくことにより、先生方の心理的ハードルは一気に下がりますし、使い勝手はどうか、児童生徒の反応はどうか、指導案にマッチするのかなど、

ソフトウェアを導入し活用するうえでクリアしなくてはいけないポイントがすべて確認できます。私たち開発者も、常に学校現場に出向き先生や児童生徒た

ちの活用状況を確認し、PDCAサイクルを回す中で良いコンテンツへとブラッシュアップすることを怠ってはいけないと肝に銘じています。


