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人を幸せにする評価と教育で、幸せを作る人、をつくる。

を経営理念に事業を展開しています。

社 名 Institution for a Global Society 株式会社

資本金等 741百万円（資本準備金含む）

代 表 福原正大（代表取締役社長）

設立年度 2010年５月

オフィス 〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南１-11-２ ４階

代表番号 03-6447-7151

https://i-globalsociety.com/

主な
投資元

会社概要

弊社のEdTech サービス

■財務情報

東京大学
エッジキャピタル

慶應イノベーション
イニシアティブ

東京理科大学
インベストマネジメント

京都大学
みやこキャピタル

株式会社
KEIアドバンス

株式会社
三菱総合研究所

売 上 高 314,217千円

売 上 原 価 86,539千円

売 上 総 利 益 227,677千円

（EdTech導入補助金 対象サービス） （EdTech導入補助金 対象サービス）
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3EdTechサービスの概要（EdTech導入補助金 対象サービス）

コンピテンシー・ベースの教育を実現する次世代型動画学習コンテンツ。
STEAM教育を実現するための動画も用意。Society 5.0 時代に生きる人材を
育成する学校教育の実現に貢献します。

特長１．生徒のコンピテンシーを伸ばすためのフレームワークに特化
従来の紙の教材では育成が難しい表現力や創造性、批判的思考力。これらコ
ンピテンシーを「リアルな社会のニーズに即した形で」高めるために有用と
なるフレームワークを習得することが可能です。

特長２．カリキュラムや生徒の習熟度などに応じて柔軟に利用可能
全24タイトルの動画は１本当たり３分程度の長さで、１コマの授業にも数回
にわたる指導にも対応。対面・オンライン問わず授業用素材としてはもちろ
ん、自学習用素材としての利用も可能です。

特長３．充実した指導用素材でさまざまなシーンですぐに活用可能
授業ですぐに利用できるよう、各動画には指導マニュアルとワークシートも
完備。コンピテンシー・ベースの教育を実現するための指導やプログラムに
ついて検討する教材研究にもご活用いただけます。

VOCABULARY、LISTENING、READING、WRITINGの４つのユニットで構
成されたオンライン英語学習プラットフォーム。ユニットごとに英語習熟度
や学習ペースに合わせて自由に取り組むことが可能です。

特長１．入門からネイティブ・レベルまで幅広い難易度の問題を提供
各ユニットのレベルは75段階で、学習開始レベルは学習者に合わせて自由に
設定可能。豊富な演習問題と従来の紙の教材では難しいタイムプレッシャー
などといった負荷を掛けたトレーニングによって生徒の英語定着を高めます。

特長２．生徒の学習モチベーションを高めることで自学の習慣化を支援
ランキング機能に加えて学習の進捗に応じてバッジも付与（バッジは100種類
以上用意）。ゲーミフィケーションの効果によって全ての生徒に達成可能な
短・中期的な目標設定を促し、自学習を習慣化させます。

特長３．「生徒のOUTPUTの機会増加」と「先生の負担軽減」を両立
AIによる英作文の自動採点システムを採用。OUTPUTの機会を増やしながら
も添削・採点に関わる先生の負担を大幅に軽減します。さらに、提出された
英作文は管理画面にアクセスするだけで、いつでもどこでも採点可能です。

豊かな探究を実現し生徒の “生きるための力” を育む 先生の負担を軽減させながら英語学習の質と量を高める

●スタンダードプラン：2,500,000円（税別）
全てのコンテンツ（動画24タイトル）＋STEAM・理数探究教材

●キャリア教育支援パッケージ：1,080,000円（税別）
動画９タイトル＋STEAM・理数探究教材

※ ご採用校は１年間、全学年・全生徒を対象に自由にお使いいただけます。

EdTech
導入補助金
申請校

52校

EdTech
導入補助金
申請校

５校

●単語 ＋ リスニング ＋ リーディング ＋ ライティング
（自動採点付き）：生徒１名 2,500円／月（税別）

●単語 ＋ リスニング or リーディング or ライティング
（自動採点付き）：生徒１名 1,300円／月（税別）

※ 生徒ごとに学習ユニットと学習開始レベルを自由にお選びいただけます。

■ 主な料金プラン ■ 主な料金プラン

© 2021 Institution for a Global Society Corporation
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教材研究

授業（探究）

自学習

授業（探究以外の教科）

授業（オンライン）

その他

33.3%

50.0%

13.9%

2.8%
１～３時間

４～６時間

７～９時間

10時間以上

EdTech導入補助金の成果

豊かな探究を実現し生徒の“生きる力”を育む次世代型コンテンツ

課題１．PBLや課題探究活動の効果と精度の向上（課題設定・解決力の習得、「深い学び」の実現など）

課題２．コンピテンシー・ベースの教育の実現（コンピテンシーの育成方法の研究、各種思考法の獲得など）

課題３．オンラインで生徒の非認知能力を高める（オンライン授業、休校・分散登校への対応・備えなど）

本事業を通して解決すべき課題を以下の通り定義し、その実証を行った。

■「GROW Academy」利用に関するアンケート（有効回答数：36）

■ 動画を使って一度授業を行ってから興味
のある動画を家庭で自由に視聴させた。

■ 期間内に扱う動画を選定した上で、取り
組ませる動画を１カ月に３つずつ指示。

■ 放課後、希望者の生徒（５～10名）を対
象に特別講座を実施。

■ 探究活動を通して生徒にどのような資質・
能力を身に付けさせればよいのか、その指
導方法と併せて参考にした。

■ 探究活動のさまざまな段階において、生徒
が理解しにくい考え方や取り組み方につい
て分かりやすく指導するための参考にした。

Q．「GROW Academy」を扱った授業数Q．「GROW Academy」の主な活用シーン（複数回答可）

自学習 オンライン 教材研究

Q．「GROW Academy」授業（対面指導）以外での活用

■ Zoomを使って授業を行い、生徒は各教
室でそれを一斉に受講（オンラインを活
用することで、一度に多くの生徒が同じ
授業を受けられるよようにした）。

■ 各家庭の通信環境を考慮し、生徒には事
前に動画を視聴させた上で授業を行った。

■調査概要

（１）対象：52名（「GROW Academy」申請校の先生）

（２）期間：2021年１月29日～2021年２月９日

（３）方法：Googleフォームによるアンケート

© 2021 Institution for a Global Society Corporation

放課後活動（希望者対象）
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■ 「⑧疑う力」「⑨ディシジョンツリー」「⑬フェルミ推定」の選定理由
⇒ 探究活動との関連が高く、その活動の精度を向上させるため。
⇒ 普段の生活の中でさまざまななことに目を向け思考を深めてもらうため。

■ 「④五感表現」「⑤レトリック」「⑲⑳交渉力」の選定理由
⇒ 生徒のプレゼンなど表現活動に課題を感じていたため。
⇒ どのようなスライド・発表内容が効果的か考えさせるため。
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⑩ 相関・因果

② コンピテンシー

⑧ 疑う力

㉑ 情報収集力

⑱ バイアス

㉒ デザインシンキング

㉔ プロトタイプ

① 気質

③ ヴィジョン

⑨ ディシジョンツリー

⑦ 期待値

⑫ ベイズ統計

⑭ 抽象化・具体化

⑮ ブルーオーシャン戦略

⑰ Who am I

⑲ 交渉力（前半）

⑳ 交渉力（後半）

㉓ システム思考

④ 五感表現

⑤ レトリック

⑪ ゲーム理論

⑬ フェルミ推定

⑯ 360度分析

⑥ フレームワーク
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② コンピテンシー

⑰ Who am I

⑧ 疑う力

⑨ ディシジョンツリー

⑬ フェルミ推定

⑭ 抽象化・具体化

㉓ システム思考

① 気質

⑲ 交渉力（前半）

⑳ 交渉力（後半）

⑩ 相関・因果

⑪ ゲーム理論

㉑ 情報収集力

㉒ デザインシンキング

③ ヴィジョン

④ 五感表現

⑤ レトリック

⑥ フレームワーク

⑦ 期待値

⑫ ベイズ統計

⑮ ブルーオーシャン戦略

⑱ バイアス

⑯ 360度分析

㉔ プロトタイプ

EdTech導入補助金の成果

Q．実際に使用した「GROW Academy」の動画（複数回答可） Q．今後使用する（予定含む）「GROW Academy」の動画（複数回答可）

「GROW Academy」全24の

動画ラインナップとその内容▶

■ 「①気質」「②コンピテンシー」「⑰Who am I」「⑱バイアス」の選定理由
⇒ 学力以外の資質・能力に着目させるため。
⇒ キャリア教育の一環として自己を客観的に把握させるため。
⇒ 自身を高めるために必要な学力以外の要素を理解させるため。
⇒ 道徳の授業で使用するため。

■ 「⑭抽象化・具体化」「㉑情報収集力」「㉒デザインシンキング」の選定理由
⇒ 探究のきっかけとなる課題設定力が弱いと感じたため。
⇒ 答えのない問いに向き合うために必要な思考法だと感じたため。

© 2021 Institution for a Global Society Corporation



6

コンピテンシー 20年８月（平均値） 20年12月（平均値） 成長 有意確率

課題設定 0.575 0.610 0.034 0.001 

論理的思考 0.589 0.622 0.033 0.003 

疑う力 0.585 0.611 0.026 0.015 

創造性 0.519 0.584 0.065 0.000 

表現力 0.559 0.590 0.031 0.007 

課題設定 論理的思考 疑う力 創造性 表現力

受検時期 20年８月 20年12月 20年８月 20年12月 20年８月 20年12月 20年８月 20年12月 20年８月 20年12月

平均値 0.575 0.610 0.589 0.622 0.585 0.611 0.519 0.584 0.559 0.590 

標準偏差 0.113 0.111 0.125 0.127 0.107 0.110 0.142 0.130 0.128 0.123 

中央値 0.591 0.620 0.612 0.639 0.594 0.624 0.527 0.606 0.579 0.606 

■ 課題１ 「PBLや課題探究活動の効果と精度の向上」について

EdTech導入補助金の成果

■ 生徒のコンピテンシー（課題探究活動と特に親和性が高いと思われる「課題設定」「論理的思考」「疑う力」「創造性」＋α）の成長

申請校A：「GROW Academy」の動画を10タイトル活用された学校＜高校１年生 176名＞

※自社の学校向けアセスメントツール「Ai GROW」を使用。「GROW Academy」利用開始前（2020年８月）と2020年12月～2021年１月に計測し、その間の資質・能力の変化を定量化した。

© 2021 Institution for a Global Society Corporation

▼成長に有意性が認められるかt検定を実施

▼基本統計量

申請校B：「GROW Academy」の動画を６タイトル活用され、年間を通して課題探究活動を行っている学校＜中学３年生 81名＞

課題設定 論理的思考 疑う力 創造性 影響力の行使

受検時期 20年８月 20年12月 20年８月 20年12月 20年８月 20年12月 20年８月 20年12月 20年８月 20年12月

平均値 0.551 0.575 0.532 0.561 0.524 0.578 0.504 0.555 0.449 0.524 

標準偏差 0.168 0.135 0.169 0.137 0.164 0.118 0.164 0.129 0.183 0.155 

中央値 0.571 0.579 0.528 0.571 0.514 0.599 0.524 0.560 0.445 0.527 

▼基本統計量

▼成長に有意性が認められるかt検定を実施
コンピテンシー 20年８月（平均値） 20年12月（平均値） 成長 有意確率

課題設定 0.550 0.574 0.024 0.204 

論理的思考 0.532 0.561 0.030 0.109 

疑う力 0.524 0.578 0.054 0.002 

創造性 0.504 0.555 0.052 0.004 

影響力の行使 0.449 0.524 0.075 0.000 
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■ 生徒のコンピテンシー（課題探究活動と特に親和性が高いと思われる「課題設定」「論理的思考」「疑う力」「創造性」＋α）の成長
※自社の学校向けアセスメントツール「Ai GROW」を使用。「GROW Academy」利用開始前（2020年８月）と2020年12月～2021年１月に計測し、その間の資質・能力の変化を定量化した。

コンピテンシー 20年８月（平均値） 20年12月（平均値） 成長 有意確率

課題設定 0.614 0.628 0.014 0.614 

論理的思考 0.574 0.636 0.062 0.063 

疑う力 0.603 0.631 0.028 0.313 

創造性 0.592 0.620 0.028 0.385 

地球市民 0.531 0.613 0.082 0.039 

課題設定 論理的思考 疑う力 創造性 地球市民

受検時期 20年８月 21年１月 20年８月 21年１月 20年８月 21年１月 20年８月 21年１月 20年８月 21年１月

平均値 0.614 0.628 0.574 0.636 0.603 0.631 0.592 0.620 0.531 0.613 

標準偏差 0.137 0.130 0.156 0.151 0.134 0.127 0.126 0.149 0.160 0.136 

中央値 0.602 0.678 0.598 0.704 0.622 0.678 0.612 0.656 0.501 0.664 

EdTech導入補助金の成果

© 2021 Institution for a Global Society Corporation

■ 抽出した主な課題とその対策

動画のタイトル数が多く、授業で
どの動画を、また、どの動画から
扱うべきか分からない。また、既
存のプログラムや教材があるため
スポットでの活用になってしまう。

課題 課題を基に弊社が行った対応

課題や学校として特に育みたいコン
ピテンシーをヒアリングした上で指
導順を含めて提案。また、それを基
に育成目的別に動画をパッケージ化
（３～８本）して提案した。

使用するパッケージ選定のためのヒアリングや
各パッケージの説明に時間を要したが、生徒の
自学習での利用も含め、利用頻度が向上した。

来年度に向け、育成目的別に契約プランを選べ
るよう、料金体系を改訂した。

対応の結果と今後の対応

分析・考察

生徒のコンピテンシーの成長からも、フレームワークの習得が課題探究活動を含む協働学習の精度向上に貢献する可能性が高い。

■コンピテンシーを定量化できた申請校は少ないが、使用した動画のタイトル数に比例してキー・コンピテンシーの成長が確認できた。
■スポットで活用された学校が多かったが、スポット利用でも既存のプログラムとの併用でコンピテンシーの成長を効果的に促せる。

申請校C：「GROW Academy」の動画を３タイトル活用され、年間を通してSDGs関連活動を行っている学校＜高校１年生 25名＞

▼成長に有意性が認められるかt検定を実施

▼基本統計量

カテゴリー 動画
学習指導要領
学力の3要素

指導順

課題設定

デザインシンキング 思考力 1

情報収集力
思考力
判断力

2

フェルミ推定
思考力

数A、数学活用
3

疑う力 思考力 4

相関・因果
判断力

数Ⅰ、数学活用
5

▲育成目的別に10個のパッケージを作成
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資質・能力の育成とその評価が求められているが、本来であればこれらの意義や
手法は各種文献や先行事例からインプットする必要があり、結果、膨大な時間と
手間を要することになる。一方、「GROW Academy」には、資質・能力を伸ば
すための動画だけでなく、各動画に指導マニュアルとワークシートも付いており、
生徒に身に付けさせるべき資質・能力は何か、負担なく具体的にイメージするこ
とができた。また、それを身に付けさせるため、どのようなアプローチが有用な
のかも理解することもできた。

■ 課題２ 「コンピテンシー・ベースの教育の実現」について

EdTech導入補助金の成果

多摩大学目黒中学校・高等学校学校 川端真理子先生

授業で扱う前に教員全員で各動画の内容を確認した後、教育研究部の教員が中心と
なって担当する授業で使用。授業後には生徒の反応なども交えながら授業の内容を
共有する場を設けた。この一連の過程によって、各教員が生徒の学力以外のさまざ
まな資質・能力を伸ばすための有用なアプローチをイメージすることができたと思
う。ただ、フレームワークを与えることの重要性は理解できたものの、目の前の生
徒にどのようなフレームワークが足りていないのかまでは明確になっておらず、こ
れにはもう少し時間がかかりそうだ。

広島県立呉宮原高等学校 市原哲也先生（教頭）、野宮三鈴先生

© 2021 Institution for a Global Society Corporation

■ 申請校の先生のお声

分析・考察

従来の指導や教材研究ではコンピテンシー教育の早期実現は難しく、DXを活用した先生方の日常的な交流の場が必要となる。

■コンピテンシーの育成に対する意識は高まっているが、その実現に必要な具体的なアプローチと指導方法に関する情報が少ない。
■従来の教科指導を変えるためには相応のインプットと検証期間が必要になるが、物理的にそれらの時間を十分に取ることが難しい。
■コンピテンシーの成長に寄与する行事や協働学習の機会が制約される中、コンピテンシー教育においてもEdTechへの期待が高まる。
■学校・県を超えた横のつながりを生み、それを凡常なものにするためにも、学校教育現場への早期のDX普及が求められる。

■ 抽出した主な課題とその対策

育むべき資質・能力のうち特に主
体性や創造性、批判的思考力など
といったコンピテンシーを伸ばす
ための具体的方策が分からない。

課題 課題を基に弊社が行った対応

申請校を募る段階から課題の一つとし
て認識し提案に注力。秋以降は「資
質・能力の育成」をテーマにしたオン
ラインセミナーを定期開催した。

まだ不十分といえる状況。来年度は先行事例の
より積極的なシェアに加え、導入校の先生方同
士で情報交換を行える環境を整備するとともに、
導入校の先生方対象のミートアップイベントを
定期開催する。

▲セミナーはシリーズ化し定期的に開催

対応の結果と今後の対応



9

はじめは生徒にIDとPWを渡して自学で取り組ませ
ようと考えていたが、実際に授業で扱うことによっ
て生徒はフレームワークの重要性を実感できたよう
だ。 また、より多くの意見を募る目的でZoomの
チャットや投票機能ではなく、Slido（Q＆Aやライ
ブ投票を通して参加者からリアルタイムに意見を収
集できるプラットフォーム）を使用した。

■ 課題３「オンラインで生徒の非認知能力を高める」について

EdTech導入補助金の成果

■ 申請校の先生のお声

10月下旬に３週間ほど休校を余儀なくされ、その休校期間中に創造的思考力を育
むための動画を３タイトル視聴させた。Zoomなどを使ってオンライン授業を行
えればよかったのだが、生徒の家庭のネット環境に差があるため、生徒の主体性
に委ねざるを得ず、動画を視聴した後に取り組ませたワークも提出を義務付ける
ことができなかった。また、突然の休校であったため、生徒に「GROW
Academy」の取り組み方やその効果を理解させるための事前指導の機会を設ける
ことができなかった。

北海道静内高等学校 木原弘紀先生

分析・考察

© 2021 Institution for a Global Society Corporation

和洋国府台女子中学校高等学校 丹羽 祥先生

課題探究活動はオンラインでも効果的に行うことが可能なだけでなく、対面以上に効果的な側面もある。

■チャットや投票機能の活用により、対面よりも多くの生徒の意見を拾うことが可能となる。
■レコーディングや発話を文字起こしする機能の活用により、対面よりも指導や学習の振り返りにつながる形成的評価が行いやすい。
■学校と生徒の各家庭ではなく、オンラインで各教室をつなぐことで、クラスや学年の壁を越えた探究活動が可能となる。
■探究の時間を学年でまとめ、教室間をオンラインでつなぐことにより、限られたリソースでも効果的な探究指導を実現できる。

■ 抽出した主な課題とその対策

新しいコンテンツの利用には授業
準備に相応の時間を要するが、そ
の時間が取れず結果、なかなか使
い始められない。

課題 課題を基に弊社が行った対応

24タイトルの動画のうち活用頻度
の高い８タイトルについては各動画
の指導マニュアルをベースに、授業
でそのまま使用できるスライドデー
タを作成した。

授業準備の時間が取れずなかなか利用開始でき
なかった学校も、スライド提供から３日後には
授業で扱うことができた。

来年度にはそれを再生するだけで授業を行える
ような映像版マニュアルを用意する。

対応の結果と今後の対応

▲投票結果も効果的に演出可能
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TOEFLⓇテストがベースとなっている「e-Spire」には従来の英語の授業ではなかなかカバーできない高難度の問題が豊富に収録されており、リスニングは
これが特に顕著。海外大学に進学を希望する生徒向けの教材がほとんどない中、必要な負荷を掛けた学習を促すことができた。また、従来のリスニング教
材のような音声を聞くためにCDやQRコードを読み込む手間も掛からず、スクリプトを伏せた状態での学習やシャドウイングなどといった負荷を掛けた
学習もすぐに行えた。

創価高等学校 石野正好先生、田口洋子先生

EdTech導入補助金の成果

豊かな探究を実現し生徒の“生きる力”を育む次世代型コンテンツ

課題１．上位層の生徒の英語力向上支援（個別最適化教育の実現、ICT端末の有効活用、教材費の削減 など）

課題２．英作文指導の負担軽減（テーマ選定・模範解答作成・添削と採点の効率化による働き方改革 など）

課題３．自学習のモチベーション向上（分散登校対応、COVID-19第二・三波の備え、授業の効率化 など）

125wpm

■ 課題１ 「上位層の生徒の英語力向上支援」について

■ 申請校の先生のお声

本事業を通して解決すべき課題を以下の通り定義し、その実証を行った。

© 2021 Institution for a Global Society Corporation

■ 抽出した主な課題とその対策

リーディングは従来の紙の教材の
方が達成感を得やすい部分もある
（１冊解き終えた実感など）。

課題 課題を基に弊社が行った対応

713題全ての問題にCEFRと英検Ⓡの目安スコアを掲載。
また、150wpmが上限だった速読トレーニングの上限
値をネイティブに近い180wpmまで引き上げた。

英検２級取得者以上の生徒のアク
セスが増えた（20～35%程度）
ことから一定の効果があったと推
察する。

分析・考察

負荷を掛けたトレーニングと上位層へのフォローはEdTechが有効。現状、教科書と最低限の副教材とEdTechの併用が望ましい。
■タイムプレッシャーやスクリプトを隠した状態でのリスニングや速読は、EdTechであれば効果的かつ負担なく行える（自学習は特に）。

■紙の教材では全員が同じ素材を扱わざるを得ず、中間層以外の生徒には習熟スピードや英語力に応じて使えるEdTechが有用。

READINGユニットでは速読トレーニングで負荷を掛けた復習が可能▶

対応の結果と今後の対応
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分析・考察

生徒に大量の英作文を書かせられる（アウトプットの機会を増やせる）一方、現状、先生の介入が不可欠である。

■従来のペーパー・ベースの指導では添削・採点の負担と手間に加え、テーマ設定も含めて大量の英作文に取り組ませることは難しい。
■３文程度の英文が書けない生徒が多く、まとまった文を書かせる前に穴埋めや並び替え問題からステップを段階的に踏ませることも必要。
■開発コストに比例してAIによる添削の精度は高められるが、論理矛盾のない英文を書かせるためには先生による事前指導が不可欠。
■ときには学校も超えて同年代のアウトプットから学ぶ機会を得ることも有用であり、これはEdTechでこそ実現できるのではないか。

■ 課題２ 「英作文指導の負担軽減」について

EdTech導入補助金の成果

■ 申請校の先生のお声

「e-Spire」の英作文の自動採点はルーブリックに基づいて行われるため、採点基準が明確で日頃の英作文指導の参考にもなる。ま
た、まとまった英文をいきなり書くだけでなく、序論・本論・結論ごとに英文を書くこともできるようになっているので、英語があ
まり得意ではない生徒もステップを踏みながら無理なく英作文に取り組むことができた。AIによる自動添削・採点後に教員も追加の
添削やコメントを記入して返却しているが、タイピングでコメントを書ける分、従来のペーパー・ベースの英作文の添削よりもス
ピードがアップ。ただ、生徒は自由に取り組める一方、特に海外大学への進学を希望する生徒は書いた英作文を次々に提出してくる
ため、嬉しい悲鳴ではあるが、制御が必要な状況になってしまった。

創価高等学校 石野正好先生、田口洋子先生

© 2021 Institution for a Global Society Corporation

■ 抽出した主な課題とその対策

英作文にたくさん取り組ませられ
る一方、上位層や学習モチベー
ションの高い生徒は次々に提出し
てくるため、採点の手間が増えて
しまう。

課題 課題を基に弊社が行った対応

外部添削者に提出する場合にのみ設
けていた月ごとの提出回数の上限を、
先生への提出にも適応することを検
討。実装準備は整えているものの、
その実装に向けては再検討する。

対応の検討にとどまっているため、
本報告書作成段階で効果の検証まで
は行えていない。

対応の結果と今後の対応

AIが生徒の書いたエッセイの誤りや改善点をスペル、文法、
語数、文章構成、単語レベルなどの項目で瞬時に指摘▶



12・全体総括
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■ 課題３ 「自学習のモチベーション向上」について

■ 抽出した主な課題とその対策

継続学習の成果を実感できるポイ
ントを増やすだけでなく、安定運
用を実現するためには、「生徒の
学習管理のしやすさ」が大きな課
題となる。

課題 課題を基に弊社が行った対応

既存のバッジ機能（目標達成基準を満
たすとバッジが付与される機能。達成
可能な短中期的な目標設定を促す）に
加え、713題全ての問題にCEFRと英
検Ⓡの目安スコアを掲載した。

学習進捗の確認機会を増やすための機
能より、１回の振り返りの質を高める
（テストで改めて問うべきポイントの
フィードバックなど）観点で機能改修
の検討を行う。

■ 交付決定以前に認識した主な課題とその対策

申請校を募る段階では本補助金制度について学校・自治体の認知が低く、制度に
関する説明に多くの時間を要することになった。

交付決定日が流動的で申請校から「いつから利用できるのか」と、多くのお問い
合わせをいただいた。

COVID-19による休校期間中、先の見通しが立たない中での提案となり、業務の
さらなる増加や新しい取り組みに対して不安を感じられる学校も多かった。

短期間で学校設置者から承認を得ることが難しい。

個別最適化の実現のためにはEdTechが欠かせず、探究についてはEdTechを活用したオンラインでの実施に大きな可能性を感じた。また、探究指導に
は多くの学校がお悩みを抱えていらっしゃり、成功事例やそのナレッジの共有を効率良く、また、効果的に行うためにDXによる学校や地域の垣根を越
えたネットワーク構築が必要になるのではないだろうか。これにより、生徒も共通の興味を持つ他の地域の生徒と交流・探究できる可能性が生まれる。
EdTech普及の前提条件となる家庭のネットワーク環境と教室のICT環境の整備にもまだ大きな差があるため、引き続き、国の政策のご支援を賜りたい。

対応の結果と今後の対応

総括

申請校を募るためのオンラインセミナーを複数開催。コンテンツ内容の紹介だけ
でなく、制度の主旨や中身とともに学校の負担の少なさの周知に努めた。

細かな進捗も報告を行った。コンテンツの中身を急ぎ確認する必要がある学校・
先生には通常のアカウントにできる限り近い形でデモアカウントを発行した。

EdTech推進校としての歩みを進めるだけでなく、EdTechがCOVID-19の第２
波・３波への備え（生徒の学びを止めない）にもなることを説明。

学校設置者向けの他、県協力の下でオンラインセミナーを実施した。

EdTech導入補助金の成果

【お問い合わせ】Institution for a Global Society（IGS）株式会社 教育事業部 Tel.03-6447-7151 E-Mail：edsales@i-globalsociety.com


