
成果報告レポート

NPO法⼈ 教室ICT実践会

2021年2⽉

「おさらい先⽣」



①事業者情報／（ア）会社概要

名称 NPO法⼈ 教室ICT実践会
住所 東京都新宿区神楽坂6丁⽬42 神楽坂喜多川ビル8F

代表理事 松本 宗雄
理事 ⻘⽊ 智英 理事 押⾕ 浩⼆ 監査役 ⾕本⼀樹 ほか会員8名

事業内容 1. 教育現場へのICT教材・⽀援サービスの導⼊推進
2. ICT商材のインキュベーション⽀援

ホームページ https://www.kictj.jp/
沿⾰ 2004年11⽉︓ICTによる教育団体の情報システムの⽀援事業を⾏うため設⽴

2017年03⽉ ︓NPO法⼈教室ICT実践会に社名変更
2017年06⽉ ︓神奈川県厚⽊市・松⽥町・寒川町で「おさらい先⽣」を採⽤した放課後学習を開始
2017年09⽉ ︓コアネット教育総合研究所と私⽴学校の教育ICT化推進に向けて業務提携
2018年07⽉ ︓⿅児島県肝属郡錦江町で「おさらい先⽣」の授業活⽤・放課後学習スタート
2019年06⽉︓NTTコム教材プラットフォーム「まなびポケット」にて「おさらい先⽣」提供開始
2019年08⽉︓企業向けカスタマイズ「おさらいBIZ」登場、アップル引越センターのクレドを教材化
2020年02⽉︓新型コロナ休校中の家庭学習⽤に「おさらい先⽣」を全国の⼩中学校に無償提供（6⽉末まで）
2020年08⽉︓経産省EdTech導⼊補助⾦を利⽤し、東京都港区や神奈川県藤沢市などが「おさらい先⽣」を導⼊
2020年09⽉︓「おさらい先⽣」プレ教材が、コロナ禍における社会的課題の解決として東京都のソーシャルビジネ
ス⽀援事業の助成対象に認定



①事業者情報／（イ）財務情報……特定⾮営利活動に係る事業

事業名 事 業 内 容 実施⽇時 実施場所 従事者
の⼈数

受益対象者
の範囲及び⼈数

事業費の⾦額
（千円）

情報化促進事業 PTAホームページ運⽤と保護者へのメール配信 年度を通じて
Webサイト上

京都市の幼・⼩・中・
⾼校

3⼈ 京都市のPTA保護者・⽣徒 8000

情報化促進事業 PTAホームページ運⽤と保護者へのメール配信 年度を通じて Webサイト上
神⼾市の各学校 3⼈ 神⼾市のPTA保護者・⽣徒 1000

⼦どもの健全育成と
情報化促進 基礎学⼒向上の教材を学校向けに開発 年度を通じて 神奈川県厚⽊市などの

各⼩学校 3⼈ 厚⽊市などの⼩学校⽣徒 6000

◆特定⾮営利活動に係る事業
（売上⾼、経常利益等、会社の規模がわかるもの）等

主に、PTA向け事業と学校向け教材事業を⼿がけています。
今回、申請対象は後者です。



①事業者情報／（イ）財務情報……活動計算書（2019.4.1〜2020.3.31）

Ⅰ 経常収益
１ 事業収益 12,700,188

12,700,188
２ その他収益

0
経常収益計 12,700,188

Ⅱ 経常費⽤
１ 事業費

(1)⼈件費
給料⼿当
法定福利費
⼈件費計 0

外注費 9,077,165
広告宣伝費 2,194,763
交際費 309,152
会議費 75,047
旅費交通費 383,270
通信費 811,034
消耗品 44,630
⽀払⼿数料 41,300
雑費 16,212
その他経費計 12,952,573

12,952,573
２ 管理費

(1)⼈件費
役員報酬 1,800,000
法定福利費 320,559
⼈件費計 2,120,559

⽀払報酬 156,918
その他経費計 156,918

2,277,477
15,230,050

Ⅲ 経常外収益
受取利息 20

   雑収⼊ 165
185

Ⅳ 経常外費⽤
⽀払利息 34,783

 
34,783

税引前当期正味財産増減額 -2,564,460
法⼈税、住⺠税及び事業税 70,002
当期正味財産増減額 -2,634,462
前期繰越正味財産額 1,993,397

  次期繰越収⽀差額次期繰越正味財産額 -641,065

(2)その他経費

科 ⽬ ⾦ 額

事業費計

管理費計
経常費⽤計

当期経常増減額

経常外費⽤計

経常外収益計

(2)その他経費

（単位：円）



②EdTech市場に対しての捉え⽅／（ア）EdTech市場の分析

・教育ICT市場はハードウェア優先でソフトウェアを軽視しがち。

・リッチ化するコンテンツにネットワークインフラが耐えられない現場が多い。

・企業eラーニング市場と同じく、管理側サイドに⽴った教材が多く、
学習者側を考えた教材が少ない。
（やらせたというエビデンスは残るが、効果が出ない）

・アナログ教材をそのままデジタル化しただけで使い勝⼿が紙に劣る教材も多い。

・デジタル化が進めば進むほど、学習モチベーションの維持が課題。
やる気を⾼めるには⼈間のはげましに勝るものはなく、
先⽣・家庭がどう関与していくかが重要なカギに。

ソフトウェアに関しては、ようやくスタート地点という認識。



②EdTech市場に対しての捉え⽅／（イ）EdTech市場における⾃社の位置づけ

・既存教材メーカー発ではなく、Techベンチャー発のため、
データ中⼼主義・ユーザー（運⽤現場＆学習者）優先主義で、⽇々是改善な企業姿勢。

・⾦看板である教材も、総花的ではなく「読解」「計算」に絞ったエッジの⽴った教材

・⾃社完結型でなく、他社教材と相互補完連携や学習データの開⽰にも積極的な
オープンスタンス。

「⾃学⾃習」「基礎学⼒の定着」を重視するユニークなポジション。



②EdTech市場に対しての捉え⽅／（ウ）EdTech市場における⾃社の強みと弱み

強み
・「⾃学⾃習」に特化したユニークなポジション
・システム内製化による教材進化スピードの速さ
・BIソフトを導⼊し学習履歴ビッグデータ分析
・⼤⼿が追随できない価格競争⼒
・⾃治体と連携しやすいNPO法⼈格

弱み

・少⼈数ゆえのマンパワー不⾜
→パートナーセールス、他社連携・ICT化でカバー

・授業カリキュラム内で位置付けにくい無学年制
→個別最適化学習の推進で状況に変化
※コロナ休校後は特に



③ ⾃社ツールの概要説明／（ア）「おさらい先⽣」の特徴や強みについて

国語 (読解)
イメージ⼒を養う詩の問題も充実

国語プレ教材 (ことば)
センテンスに親しむ

算数・数学 (計算)
つまずきがちな分数の問題も充実

算数プレ教材 (すうじ)
⼤事な数感覚を養う

学習計画不要・指導不要ですぐ使える
学年に関係なく個別最適な教材を⾃動出題。

特⻑①

学⼒診断機能で「本当の実⼒」を把握
学⼒を底上げし、クラス運営や指導の参考に。

特⻑③

ひたすら解くだけで実⼒が定着
習熟しないと進めない読解・計算に特化。

特⻑②

読解・計算に特化した、くりかえしドリル教材（⼩1〜中3対象）
おさらい先⽣

導⼊事例
東京都港区、荒川区、神奈川県藤沢市・厚⽊市・松⽥町、⿅児島県 錦江町

ほか⽇本全国
授業時間内の⾃習タイム活⽤
放課後学習⽀援
withコロナ時代の基礎学⼒保障
（宿題や家庭学習）

思ったよりも⾝についていない基礎を確実に︕



③ ⾃社ツールの概要説明／（ア）「おさらい先⽣」の特徴や強みについて

個別学習

⼀⻫学習

で
き
る

分
か
る

学年準拠
動画教材

学年準拠
演習教材

AIドリル無学年教材

基礎学⼒は分かっただけでは不⾜で、できるようになるまで訓練しないと⾝につきません。
既存教材はできるの確認に留まるのがほとんどですが、

「おさらい先⽣」は⾝につくまでの反復学習を徹底フォローする教材です。

できるかできないか確認 ⾝につくまで訓練



③ ⾃社ツールの概要説明／（イ）「おさらい先⽣」の提供スタイル（価格や契約⽅法等）

・まなびポケット
2019年6⽉10⽇からNTT コミュニケーションズ運営のデジタル教材
プラットフォーム「まなびポケット」にコンテンツ提供しておりま
す。 「まなびポケット」ユーザーは
新たにアカウントを作成することなくシングルサインオン連携して
「おさらい先⽣」のフル機能を利⽤できます。また、教育委員会単
位だけでなく学校単位からも利⽤申込を受け付けます。

・G-suite for education
2021年中に対応予定

①⾯倒な⼿続きなくプラットフォーム経由で導⼊（今回導⼊⾃治体は全てこちら）

②「おさらい先⽣」単独で導⼊
・教室と学習者アカウントを作成する必要があります。

教室の単位は規模で選べます。
・⼩規模校の場合は学校全体で⼀つの教室にすることもできます。
・学年単位、クラス単位もできますので、管理者がどこまで掌握したいかを事前に話し合ってお決めください。

・アカウントの作成は児童⽣徒名簿をお預かりして、弊社サイドで作成できます。
名簿を学外に出したくない場合は、⼀括登録ツールをご⽤意しておりますので、学校サイドでご登録ください。



③ ⾃社ツールの概要説明／（ウ）本事業にて導⼊した学校等教育機関数や学校等設置者数やその概要

学校等設置者 東京都港区教育委員会 ⼩学校18校 中学校10校
神奈川県藤沢市教育委員会 ⼩学校35校 中学校19校

学校等教育機関 ⼤塚ろう学校 ⼩学校1校
横浜市⽴六つ川台⼩学校 ⼩学校1校
寄居町⽴寄居⼩学校 ⼩学校1校

いずれも2020年2〜6⽉のコロナ休校期間中に、いちはやく各家庭に学習アカウントを配布し、
学びを⽌めないことに⼒を注いだ熱⼼な⾃治体・学校である。
また、学習プラットフォーム（今回は「まなびポケット」）を導⼊済みで、
教材追加が容易なため、今回の話についても積極的に乗っていただけた。



③ ⾃社ツールの概要説明／（ウ）本事業にて導⼊した学校等教育機関数や学校等設置者数やその概要

港
区
⼩
学
校

港
区
中
学
校

モデル校で授業・家庭
を問わず熱⼼に使われ
ている。特にコロナ禍
での低学年つめこみ救
済のためのプレ教材
（10/1リリース）活⽤
が⽬⽴つ。

⽣徒の⾃主学習中⼼だ
が、やる気のある⽣徒
が集中的に活⽤してい
る。
※都⼼部は中学受験の
影響が⼤きいので、⼩
学校・中学校でユー
ザー層ががらっと変わ
る。



③ ⾃社ツールの概要説明／（ウ）本事業にて導⼊した学校等教育機関数や学校等設置者数やその概要

藤
沢
市
⼩
学
校

藤
沢
市
中
学
校

利⽤環境は整えて活⽤
は家庭の裁量に任せて
いる。ICT利⽤に慣れた
児童にまんべんなく活
⽤されている。

⼩学⽣に⽐べ忙しい中
学⽣は利⽤率が下がり
がちだが、学習時間を
⾒ると⼩数精鋭でがっ
つり使っているイメー
ジ。



③ ⾃社ツールの概要説明／（ウ）本事業にて導⼊した学校等教育機関数や学校等設置者数やその概要

休校期間中は熱⼼にICT活⽤したものの、
通常授業が始まってからは、利⽤がほとんど
されず、また休校になった時の保険的な
存在に⽢んじているのは、本教材だけではなく
ICT全般の課題である。

授業カリキュラムに組み込まず、
休校期間中と同じ⾃主学習という扱いのため、
家庭学習への強制⼒がなく
利⽤率が低いのは残念な結果に。

※本年はコロナ禍の影響で短い授業⽇数で
積み残したカリキュラムをこなさなければ
ならなかった影響も⼤きいと思われる。

寄
居
⼩
学
校

⼤
塚
ろ
う
学
校

六
つ
川
台
⼩
学
校



④ EdTech 導⼊補助⾦における成果／（ア）申請時に提出した「事業計画」に対する結果の分析及び考察

事業計画 結果 分析及び考察

①つまずきの改善

学習継続者全般に⼤きな進捗が⾒られた。
（学⼒診断スタート地点から最新学習地点までの進
度を測定）

元々、使ってもらえさえすれば必ず成果が出ることは
これまでの事例で分かっていたので、ここは予定通り。
課題はいかに使ってもらうかになるので、次ページで
考察する。

②児童・⽣徒の学び⽅や
授業時間の使い⽅
教職員の働き⽅の変化

学校でも家庭学習でも使える環境で提供したが、使
い⽅を⾃由に任せた場合、ICTに消極的な先⽣は使
わず、家庭学習に熱⼼でない家庭でも利⽤されず、
本当に⽀援が必要な⼦どもに届かないケースも多
かったと思われる。港区のモデル校など授業で使わ
れたところは利⽤率・学習時間とも⾼かった。

先⽣も家庭も、ICTのリテラシーで⼆極化している。
本教材は個別最適化学習タイプに分類されるため、
モジュール学習など⾃由度の⾼い使い⽅ができるが、
現場に研究して使ってくださいというのは熱⼼な先⽣
以外は使われるようにならず、ある程度「こう使って
ください」という強制⼒が必要と思われる。

③上記の評価、測定

学習履歴は全てビジネスインテリジェンス分析ソフ
トで解析した。
スタート時の学⼒診断結果は、各⾃治体とも全国平
均とは⼤きく乖離しなかったが、地区ごとの事情で
学校毎に差はあるので、最終報告時に教育委員会の
指導に活かしていただく。
先⽣への定性調査は回収率の⾒込みが⾼い春休み3
⽉に実施予定

基礎の定着という観点から、公⽴学校ではほとんどの
⽣徒が何らかの⾍⾷いを抱えたまま進級している事実
が確認できた。予防が早いほど成果が出やすいので、
各学年毎のボトルネック克服（低学年︓数感覚養成、
中学年︓分数の壁の前に引き算・割り算の徹底など）
の⼿引きを作成して、先⽣に役⽴てていただく。
読解に関して、全学年で「詩」の読解が壊滅的に低い
ので、先⽣⽅に注意を喚起する。



④ EdTech 導⼊補助⾦における成果／（イ）導⼊から運⽤における課題とそれを克服するための創意⼯夫

課題 克服のための創意⼯夫

コロナ禍で
学校に⾏けず、

導⼊研修ができない

通常は各校からICT担当の先⽣に集まってもらって1時間程度の教材コンセプト説明と質
疑応答を⾏うが、コロナ禍でリアルな接触が⼀切できなかった。
企業と違って学校の先⽣にはZOOM研修は現実的でなく、また、説明動画を⽤意しても
⾒られないため、教材のログイン画⾯や先⽣向け管理画⾯の告知スペースなど先⽣が必
ず⽬にするところに簡単なコンセプト説明や先⽣向けメッセージなどの接点を増やした。
説明を受けなくても⼤丈夫なようにマニュアルやFAQも⼤幅に改訂した。
先⽣が⾃分のメールアドレスを持っていないため、個⼈のスマホから質問できるように
LINE公式アカウントを開設して、導⼊校の先⽣のみに告知した。

使い⽅を⾃由に任せるのでなく
決めてあげないと

使われない

前⾴でも述べたが、ICTに積極的でない先⽣を巻き込むには、ある程度決め打ちで「こう
使ってください」と授業モデルを作成してあげる必要がある。
我々⾃⾝にはそのノウハウがないため、教師出⾝の授業コンサル会社に相談して、「既
存カリキュラムに個別最適化学習をどう組み込むか」「朝学習などでモジュール学習を
どう活⽤するか」等のテーマで運営モデルを作成依頼中。
また、春休みに利⽤率・学習進度が⾼かった先⽣のアンケート、電話インタビューで成
功体験を共有する。
クローズドな先⽣向けSNSなどでオンライン勉強会ができないかなども折衝中。

中学校での利⽤率を⾼めたい

中学⽣は過密スケジュールのため、どうしてもICT利⽤率が低くなりがち。
しかし基礎ができていないまま進級した場合の深刻度は中学⽣のほうが⾼い。
リカバリー速度も中学のほうが早いため、使ってくれさえすれば……というジレンマを
抱えている。10⽉のプレ教材投⼊で利⽤率が⼤幅に⾼まったため、中学⽣に向けて英語
教科の開発を決定。新指導要綱実施で予想される中１でのつまずき予防に役⽴てていた
だく。（元々、おさらい先⽣のメソッドで英語が欲しいという要望は多かったが、コス
トや⼈的リソースの問題で決断できなかった）



④ EdTech 導⼊補助⾦における成果／（ウ）上述の（ア）（イ）を受けて今後の対策や展開・事業計画、国に期待する⽀援策について

前⾴の「創意⼯夫」で述べた通り。

6⽉に照準を合わせて、新教科「英語」のβ版をリリース。
他社教材とのコンソーシアムを形成し、多様なアプローチで訴求していく

・本EdTech導⼊補助⾦⾃体の認知を⾼めていただきたい。〆切り後に「そんなものがあったんですか︕」と多
く⾔われました。

・学校からの申込みハードルを下げていただきたい。校⻑先⽣がやりたくても教育委員会がNGで辞退された
ケースもありました。安価なソフトウェアの場合、校⻑決裁の範囲内で導⼊いただいていることもあるので、
ご対応お願いします。

・プラットフォーマー対応。今後、スマホのアプリストアのように、教材もプラットフォーム（まなびポケット
やGoogle for Education、NECのOpen Platform for Educationなど）を通して導⼊されていく時代になると
当社は⾒ています。こういうところからも話を聞いて、⼀括で申し込めるようにしていただけば、中⼩ソフト
ウェアからの応募が活性化すると思います。

①今後の対策・展開

②事業計画

③国に期待する⽀援策


