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会社概要 

 株式会社EDUCOMは、｢学校支援システム｣の専門メーカーです。 

 統合型校務支援システム「EDUCOMマネージャーC4th」、学校ホームページ作成支援システム「スクールWebアシスト」、保護者向け連絡

ツール「EDUCOM Home＆School」、子どもたちの心と学びの記録・振り返り支援システム「スクールライフノート」など、学校現場で使っ

ていただくソフトウェアを通じて、元気な学校づくりを応援しています。 

： 株式会社EDUCOM 
 

： 代表取締役CEO（最高経営責任者） 柳瀬貴夫 
 

： 愛知県春日井市如意申町7-7-5【愛知本社】 
 

： 1989(平成元)年4月 
 

： 3,300万円 
 

： 217名（2021/1/18時点） 
 

： http://www.educom.co.jp/ 
 

： １ パーソナルコンピューター通信、情報通信システムの設計、企画、施工 
  ２ コンピューターとその関連機器及びソフトウェアの開発、販売並びに情報処理・提供に関する事業 
  ３ パーソナルコンピューターのソフトウェアの保守、管理並びに技術の指導業務 
  ４ コンピューター技術教室、文化教室の経営 
  ５ コンピューターのプログラムの作成 
  ６ コンピューターのソフトウェア設計・プログラム開発及び技術提供並びに保守に関する業務 
  ７ 地図データベース、その他データベースの作成・販売、コンピューターによる処理業務 
  ８ コンピューターシステムを利用した情報ネットワークによる情報処理並びに情報提供業務 
  ９ 上記各号に付帯関連する一切の業務 

■ 商 号 
 

■ 代表者・取締役  
 

■ 本店・支店 
 

■ 創 業 
 

■ 資本金 
 

■ 従業員数 
 

■ ホームページ 
 

■ 事業内容 

株式会社EDUCOMは、ソフトウェアの設計・
開発及びネットワーク構築・運用・保守サービ
ス並びに教育システムのＡＳＰサービスにおい
て、「情報セキュリティマネジメントシステム
(ISMS)認証」を取得しています。              

IS 531121/ISO 27001:2013 
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EdTech市場における当社の位置づけ、特長 

思考・判断・表現 

知識・技能 

学びに向かう力 
学びを調整する力 

メタ認知 

学習指導要領 
新時代の資質・能力 対応するソフト 

デジタル教科書・教材 
デジタルドリル 

その他無償コンテンツ 
EdTechサービス含め、 
この分野に対応する 
サービスは多く存在 

↓ 
多くの選択肢 

授業支援ツール 
協働学習支援ツール 
プログラミング教材 

この分野に対応する 
サービスやコンテンツは 

ほとんどない 

■本サービスによって解決・改善につながる課題･テーマ 
 

→ICTを活用して、子どもたちの「メタ認知」を高めるとと 

 もに、「学びに向かう力」を育む。 

→ICTを活用して、より個に応じたきめ細やかな指導を行う。 

 

■本サービスによって見込まれる児童･生徒･教職員の変化 
 

→ICTを活用して、児童生徒が自らの心情や行動を客観的に 

 見つめ、それをコントロールできる力を身に付ける。 

→ICTを活用して、教職員が児童生徒の悩みや課題にタイム 

 リーに気づき、的確な支援をできるようにする。 

 「GIGAスクール構想」によって「1人1台端末」の環境整備が急ピッチで進み、整備された端末を有効に活用するためのソフトウェアの必要

性も高まっている中、EdTechサービスの中には、数多くの講座を無料で受講できるオンラインサービス「gacco」や「Studyplus」といった

学習SNSや、その他のいわゆる「教科学習コンテンツ」「学習プラットフォーム・支援ツール」などがおよそ9割を占めています。それらの

ツールは、その多くが学習指導要領における「知識･技能」および「思考･判断･表現」に対応するものと位置づけることができます。 

 その中で、当社の「スクールライフノート」は、教科や活動内容にかかわらず、児童生徒が自らを見つめる力（メタ認知）を高め、自らをコ

ンロトールする力（非認知能力）を育むことを目的としています。学習指導要領で掲げられている、すべての教科学習の基礎となる「学びに向

かう力」「学びを調整する力」を獲得するための有効な手段となるツールです。 
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「スクールライフノート」とは 

 児童生徒が日々の心情や学校生活での活動のようすを記録し、またそれを振り返る活動を通じて、児童生徒が自らを見つめ、自らをコンロ

トールする力（非認知能力）を育みます。その結果として、すべての教科学習の基礎となる「学びに向かう力」「学びを自己調整する力」を獲

得することにつながっていきます。 

 また、先生方は、子どもの気持ちの変化や学びの記録が可視化され、「個の実態を捉え、個に応じた支援」の実現とともに、教師力の向上に

つながります。 

ソフトウェア・サービスのイメージ 

●対応する教科や活動 

  教科や活動内容に関わらず利用可能 

概要 

●対応学年 

  全学年 

●導入実績 

  大阪市 , 春日井市 , 北名古屋市 他 

●対応機器等 

  ChromeBook , iPad , WinPC(Edge) 

●製品紹介URL 

https://sweb.educom.co.jp/swas/index.php?frame=SLN 

＜主な機能＞ 

・児童生徒が日々の心情を記録。記録した

データの振り返りも簡単操作で可能 
 

・毎回の授業における児童生徒の理解度や

感じたことの記録と振り返り 
 

・同社製の統合型校務支援システム

「EDUCOMマネージャーC4th」と連携し、

教員による児童生徒の心情、学習、行動、

指導等の記録をシステム上で閲覧、分析 
●契約方法 

  一部の学校、学年から試しに使ってみる 

  スモールスタートでの提供も可能 
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「C4thダッシュボード」との連携 

 C4thダッシュボードは、「スクールライフノート」や同社製の統合型校務支援システム「EDUCOMマネージャーC4th」に記録された情報を

学級単位、児童生徒単位で俯瞰できる、教職員のためのダッシュボードです。「スクールライフノート」の心の天気のほか、「C4th」に登録

された出欠情報、保健室の利用状況など、日々入力される児童生徒の家庭のようす、生活のようす、学習のようすを１つの画面で表示できます。 

 「C4thダッシュボード」には注意が必要な児童生徒をピックアップして表示する「アラート機能」もあり、教職員が子どもたちの気になる動

静や気持ちの変化にタイムリーに気づき、児童生徒の悩みや課題に対する適切な支援につながります。 

ソフトウェア・サービスのイメージ 

●対応する教科や活動 

  教科や活動内容に関わらず利用可能 

概要 

●対応学年 

  全学年 

●導入実績 

  大阪市,渋谷区 他 

●対応機器等 

  WinPC（IE , Edge) 

●製品紹介URL 

https://sweb.educom.co.jp/swas/index.php?frame=C4th 

＜主な機能＞ 

・「スクールライフノート」の心の天気の

情報のほか、統合型校務支援システム

「EDUCOMマネージャーC4th」内の各機能、

および学習系システム等から児童生徒情報

を集約して、学級単位、個人単位でダッ

シュボードとして表示。 
 

・「連続３週以上月曜日欠席」など、各校

が予め設定した条件によって、アラートを

自動表示。 

●契約方法 

  自治体単位での契約 

  学校数ライセンス契約 
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実践事例／導入成果＜大阪市様における導入の狙いと導入後の状況について＞ 

 大阪市様では、文部科学省「次世代学校支援モデル構築事業｣／総務省「スマートスクール・プラットフォーム実証事業」での実証対象校（5

校）で先行利用されていた「心の天気／C4thダッシュボード連携」について、すべての小学校・中学校（425校 ※）に向けて全校展開するこ

とで、先行利用校で確かめられた効果を全校に拡げるとともに、GIGAスクール構想で全児童生徒に対して整備される1人1台端末の利用率アッ

プにつなげることを狙いとして、本補助金事業が活用されました。 

Phase１ 
狙いおよび手立ての明確化 

・ICTを活用して、子どもたち自身の
「学びに向かう力」を育む。 
 
・ICTを活用して、先生方がより個に応
じたきめ細やかな指導を行う。 
 
・GIGAスクール構想によって導入され
る1人1台端末を有効に活用するととも
に、その利用率アップにつなげる。 

Phase２ 
実践 

・｢スクールライフノート｣ 
→児童生徒が自らの心情や行動を客観的
に見つめ、それをコントロールできる力
を身に付けていく 
→子どもたちが毎日「心の天気」を入力
し、高い活用率が実現する 
 
・｢C4thダッシュボード｣ 
→教職員が児童生徒の悩みや課題にタイ
ムリーに気づき的確な支援ができる 

Phase３ 
評価 

・児童生徒が「スクールライフノート」
に記載した振り返りを評価 
 
・「スクールライフノート」「C4th
ダッシュボード」の活用による教職員の
行動の変化や有効性等を追跡調査（ヒア
リング等） 

 学校等設置者 ： 大阪市教育委員会 

 対象学校   ： 大阪市立の小中学校全校（425校 ※） 

 児童生徒数  ： 約16.4万人  ／  教職員数 ： 約1.7万人 

※補助金申請対象は、すでに導入済 

 みの5校および分校2校・夜間学校 

 4校を除く414校 
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実践事例／導入成果＜大阪市様における導入スケジュール＞ 

 大阪市様との協力関係のもと、2020年4月にはEdTech補助金を利用してのサービス導入の検討をスタートし、また補助金申請および補助金

額の仮決定に先行して具体的な運用検討を進めました。結果、各種運用面の検討･調整や、関連する事業者間での調整をスムーズに進めること

ができ、全校・全児童生徒と対象とした稼働開始を実現しています。 

 なお、本補助事業の終了後、2021年4月より自治体予算化・全校正式導入が決定しております。 

2020年 2021年 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

導入計画 

承認 

各種運用検討 

初期設定等 

サービスイン 

   グループ利用 

   1人1台利用 

導入研修 

GIGA端末整備 
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実践事例／導入成果＜導入時のサポートについて＞ 

●オンライン研修の実施 
----------------------------- 

 管理職の先生方に向けて、導入の経緯および意図、使い始め
る際に必要な設定や運用上の注意点等について、Webツール
を利用したオンライン研修を実施しました。 
  ■対象：校⻑･教頭および学校CIO 
  ■期間：令和2年10月〜11月にかけて 
  ■回数：各75分、計26回程度（285校が参加） 

 導入時のサポートについては、大阪市様においては下記のようなサポートを実施しています。 

 下記対応はサポート例となりますが、大阪市におけるスクールライフノートの導入に向けた様々な事情や状況をふまえ、スムーズに導入およ

び利用開始につながるよう親身なサポートを実施しています。 

●セキュリティポリシー対応 
----------------------------- 

 大阪市様では、個人情報の扱いおよび校務系システムの連携
方法などを含めた可否判断について、「個人情報保護審議会」
(保護審)において審査を行い承認を得る必要があります。 
 当社では、保護審対応として、アプリケーションのセキュリ
ティ対応等に係る情報提供を実施しました。 

●初期設定フォローのための架電対応 
----------------------------- 

 研修会の実施後、大阪市内のすべての学校様に対して、研修
会でお伝えしたスクールライフノートの初期設定についての設
定状況の確認および不明点の解消を目的として、架電対応を実
施しました。 
 また、架電の際にいただいた質問内容を整理し、FAQを作成
することで、導入のフォローアップを行いました。 

●事業者間の調整に係る対応 
----------------------------- 

 スクールライフノートの利用のためには、すべての端末に対
してURL(ショートカット)を配布する必要があります。 
 大阪市様の協力のもと、URL配布について、GIGA端末の導
入事業者との間で、打合せおよびメール･電話等のフォローを
含めた直接のやりとりを実施しました。 
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実践事例／導入成果＜学校現場からの声＞ 

 大阪市様では2020年10月16日よりすべての学校様でスクールライフノートおよびC4thダッシュボード連携の運用が始まっていますが、学

校様へのヒアリングを実施したところ、下記のような声をいただいております。 

  

●子どもの｢気分が上がった日｣に注目！ 

----------------------------- 

 その児童はこだわりの強いところがあ

り、ほとんど「曇り」。その分、たまに

「晴」が入るときに着目したいと思って

いたが、気分が上がった日が顕著にわ

かった。 

 校⻑視点では、朝の登校時の様子や表

情だけでは心の中までは細かく見えない

ところがある。「心の天気」で、校⻑か

ら担任に話を聞きに行くこともできた。 

●ルーティーンの延⻑線上で実践 

----------------------------- 

 ｢心の天気｣を始めるにあたって、特別

なことはしていない。システム担当から

も研修翌日の職朝で「やってみません

か」と声掛けしただけ。 

 健康観察カードと同じ動線で入力する

ようにしてみたところ、「最初はめんど

くさいかと思っていたが、子供はスムー

ズに出来てる。」とのこと。また、子供

同士で教えあっていることもあった。 

●若手の先生の｢児童生徒理解のツール｣に 

----------------------------- 

 特に経験が浅い若い先生にとって、児

童理解・生徒理解のツールになっている

と思う。心の天気の様子から声掛けをし

て、友人間のちょっとしたトラブルを打

ち明けてくれたことがあった。 

 校⻑先生自身でも、雷の多い児童生徒

には声掛けをしたり、担任とのコミュニ

ケーションも生まれている。 

  C4thダッシュボードなどを通じて、スクールライフノートに登録された「心の天気」に表れている児童生徒の心情や振り返りを日々俯

瞰できることで、児童生徒の心情への気づき、理解の助けとなり、子どもたちへの支援や有効な対処につながっています。 

 また、すでにある学級活動や学校運営にうまく乗せることで、利活用のハードルもさほど高くないことがわかります。  

 これらはまだごく一部からの声に過ぎませんが、上記のようなエピソードが、多くの学校でどんどん生まれています。 
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実践事例／導入成果＜課題およびその解消に向けた取組みについて＞ 

 本事業で先生方からいただいたご意見・ご要望については、今後、スクールライフノートの機能改修の参考として、活用が進むにつれてアプ

リケーションも進化していきます。 

 また、機能面のみならず、「学校様でより効果的にご利用いただくためにどんなサポートが必要か」ということについても、本事業で得た知

見をもとに考察を重ね、より多くの学校様における課題解決に役立てます。 

●学校毎の利用度合いの格差解消 

----------------------------- 

 システムの導入とともにスムーズに活用できている学校もあれ 

ば、(GIGA端末の整備状況の影響もあって)使い始めるまでにあ 

る程度の時間を要している学校もある。 

 上手に導入を進めている学校のケースから、どんな準備や手順 

であればスムーズな活用に繋がるのか、知見を集め多くの学校に 

広報誌などを通じて広めていく。 

●アプリケーションのさらなる改善・改良 

----------------------------- 

 スクールライフノートに備わっていると良い機能についてのご 

意見やご要望を受け、EDUCOM社では以下のようなアプリケー 

ションの改善、改良に取り組んでいる。（標準機能化を予定） 

 ■相談機能 ： 子どもが、天気やコメントとは別に｢相談し 

         たい｣と先生に向けて相談を発信する機能。 

 ■ｱﾝｹｰﾄ機能 ： スクールライフノート上で、子ども向けの 

         簡単なアンケートを実施する機能。 

  学校様での実践に基づいて、まだまだ機能面・運用面ともにノウハウを集約し、より一層ご活用いただけるための機能改良やサポート

の充実に努めていきます。 


