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ATR CALL BRIXを活用した
小学校授業での４技能強化と
中学校における英検対策
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事業者について

⚫ 商号： ATR Learning Technology 株式会社

⚫ 設立： 2008年4月1日

⚫ 所在地： 京都府相楽郡精華町光台２丁目２番地２（ATR内）

⚫ 資本金： 90,000,000円

⚫ 主要株主： 株式会社 ATR-Promotions（ATRの成果展開子会社）

株式会社内田洋行

会社概要

1. 語学学習支援システム「ATR CALL BRIX」の開発と販売

2. ATR CALL の技術を使用した教材コンテンツの受託開発

3. ATR CALL を使用した講師派遣型英語塾サービスの提供

事業内容

ATRについて

ATR（国際電気通信基礎技術研究所）は、情報
通信における基礎的・先駆的研究の拠点として、
1986年に設立された研究所です。最先端の
技術と優れた研究成果は、世界的に高い評価
を受けており、ATR CALL にもこの研究成果
に基づく音声情報処理技術と学習メソッドが採
用されています。
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本導入事業の概要とスキーム

ATR CALL オンライン講座

児童・生徒

学校教員

専門講師

双方向型の学習
コミュニケーション

学習

フィードバック

成績管理

メンタリング
コーチング

クラウド
サーバ

時間・場所を問わずに学習可能なオンデマンド型ドリル教材

マルチデバイス対応で端末を選ばずに利用可能

30名以上のネイティブ音声を聴いてリスニング能力を強化

AI採点によるフィードバックでスピーキング能力を向上

4技能強化・英検対策などの豊富なコースラインナップ

専門講師による、参加者に合わせたライブ型レッスン

ATR CALL BRIX のレッスン内容に対応

BRIX での学習の進め方や発展的知識を提供

講師がメンターとして継続的学習をサポート

学習履歴の蓄積

フォロー
指導

音声言語学習研究の知見に基づく学習メソッドとコース設計

AI採点技術（発音評定エンジン）

→文部科学省「2019年度全国学力・学習状況調査」における

中学英語「話すこと」調査での採点実績

システムを支える ATRの研究成果 1. 学校と家庭でのシームレスで高品質な英語学習
環境を提供

2. 感染症対策の環境下でもスピーキング・リスニ
ングの効果的な学習を実現

3. 学校休業時においても適切な目標設定・形成的
評価・総括評価が可能

新しい時代の「未来の教室」を実現

国際電気通信基礎技術研究所（ATR）
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本事業における導入先と使用教材

⚫ ３年生～６年生（600名）

⚫ ジュニアコース（小学校向け標準コース）

⚫ 小学校英語コース（テーマ別コース）

⚫ 新英検対策コース

⚫ 全学年（460名）

⚫ ジュニアハイコース（中学校向け標準コース）

⚫ 新英検対策コース

宝塚小学校様

宝梅中学校様

兵庫県
宝塚市教育委員会 様

⚫ 全学年（合計575名）

⚫ ジュニアハイコース（中学校向け標準コース）

⚫ 新英検対策コース

大沢中学校様

栃木県
日光市教育委員会 様

豊岡中学校様

日光中学校様

栗山中学校様

湯西川中学校 様

２自治体の７校（小学校１校、中学校６校）に導入。利用対象者は1,635名。
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ATR CALL BRIX について

⚫ マルチデバイスで利用可能な英語の eラーニングシステム

⚫ 学習管理システム（LMS）＋コースコンテンツ（選択可）

⚫ IDは複数の権限レベルがあり、学習者は１人1IDを利用

⚫ 豊富なコース・多様な課題（小・中・高・大から企業まで）

eラーニング

オンデマンド型

ドリル型教材

ビデオ会議システム（Zoomなど）による授業

LMS＋個別学習教材

ライブ型

コンテンツ配信

動画配信（YouTubeなど）
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導入コースの詳細
ジュニアコース（小学校標準） ジュニアハイコース（中学校標準）

コース名 習得語彙数

ジュニア１ 125語

ジュニア２ 225語

ジュニア３ 300語

ジュニア４ 350語

ジュニア５ 425語

ジュニア６ 450語

⚫ 「単語」「文字」「音」「リズム」

「数字」「時と暦」のカテゴリー

ごとに学習

⚫ 習得語彙数の目安を基準に、

ジュニア１～６の６つのコース

⚫ 10数種類の課題を通して、

４技能をバランスよく強化

⚫ レベルに応じた語彙とその語彙を含む用例

文を多様な課題を通して学習

コース名 習得語彙数（語彙レベル）

入門A 280語（1～280語）

入門B 300語（281～580語）

初級A 420語（581～1,000語）

初級B 500語（1,001～1,500語）

⚫ 教科書などの教材と併用しやすい、

「道案内」「誕生日」などのテーマ別

レッスン（９つのテーマ×２コース）

⚫ 各レッスンでは「単語」「文」「表現」

「会話」の順に、多様な課題で学習

⚫ 反復練習により各テーマでよく使う

単語や表現が自然に身につく

小学校英語コース

新英検：テスト練習・試験対策コース 新英検：語彙コース

⚫ 試験練習コース

✓ 実際の過去問を使って、英検の出題形式に沿った

問題を中心に学習

✓ 合格可能性の目安を判定できる「チェックアップ」

✓ 本番と同じフルサイズのテスト、ミニテストも用意

⚫ 20日間対策コース（準１級のみ25日間）

✓ 予想問題集から抜き出した単語・文章を、タイピ

ング、翻訳、発音、穴埋め、並べ替えなど10種類

以上の課題を使って定着するまで学習
©旺文社

✓ 級ごとの頻出単語集の語彙と、その語彙を

使った例文を多様な課題で反復学習

英検出題形式：会話応答問題 語句並べ替え問題

✓ ボキャブラリ・ビルディングを

しながら４技能強化ができる
英検出題形式：長文読解問題

©旺文社
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ATR CALL オンライン講座について

⚫ Zoomを使ったオンラインのライブ型レッスン（15～20分/回）

⚫ 小学生・中学生が対象でBRIXのレッスン内容と連携

✓ 発音・アクセントや文法項目など、毎回スペシャルテーマを設定

して講師が丁寧に解説し、児童・生徒の自習をサポート。

✓ 講師はATR研究所の音声・言語のスペシャリストや ATR CALL

英語塾で指導する経験豊富な講師がつとめます。

✓ 講座に対応したBRIXのレッスンの一部を実際に講師が操作し、

受講者と一緒に問題を解いていくので、理解が深まります。

✓ レッスン受講後には復習用の動画も見ることができます。

✓ 他の受講者と一緒に頑張ったり、先生から励ましてもらったり

することにより、継続が難しい自習を続けることができます。

特長１：テーマ別の解説・レクチャーが受けられる

特長２：BRIXのレッスン内容の理解が深まる

特長３：他の受講者や先生と一緒に頑張れる
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成果報告：兵庫県立宝塚小学校における授業内利用

⚫ パソコン教室での英語の授業を中心に活用（月に1回程度）

⚫ 3年生～6年生の全児童600名が利用

⚫ 英語科専任教員がテーマを決めて学習箇所を指定（例：「色の名前」）

⚫ 自宅でも学習できるよう、学校通信・学年通信などで案内

⇒英検対策や学校でできなかった範囲の自習にも活用されている
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１人あたりの平均学習時間

※2020年9月～2021年2月の児童１人あたりの平均学習時間。
※「学習時間」とは実質的に課題を解いていた時間の合計で、
ログインしている時間や授業時間の合計とは異なります。

（分）

３年生の授業利用の様子
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成果報告：宝塚小学校における時間帯別のアクセス状況

✓ 授業が行われる昼間の時間帯ほどアクセス数は増加（9～15時台）

✓ 放課後～夜間の自習利用も学年を問わず安定して行われている（16～21時台）

（BRIXアクセス数）

時間帯別のアクセス数（2020年9月）
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成果報告：宝塚小学校における曜日別のアクセス状況

✓ 平日ほどアクセス数は多い傾向

（平均：約1万BRIXアクセス）

✓ 平日との比較で、土曜日でも半数弱、

日曜日でも３分の1のアクセスがある

（BRIXアクセス数）

曜日別のアクセス数（2020年9月）
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土曜日 4,548 45.8％

日曜日 3,202 32.3％

※宝塚小学校における2020年9月のアクセス履歴をもとに作成。
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宝塚小学校：教員様からのご意見

⚫ 児童が非常に興味を持って取り組む（そのために授業での利用頻度も調整）

⚫ 学習履歴が個別に残るので、教員や保護者にも見えて安心

⚫ コインやスタンプ（p.13参照）が児童のモチベーションをアップさせる

⚫ レベルに合わせた英検対策ができる（準１級、準２級の合格者も）

⚫ バラエティに富んだ課題タイプがあって使いやすい
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成果報告：日光市立大沢中学校における英検対策への活用

⚫ 2020年12月～2021年1月の間、第３回英検に向けた対策に活用

⚫ 1年生による5級対策が中心で、学内・学外の双方で利用

⚫ 5級受験者の 97％ が合格（100名中97名）
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※大沢中学校に在籍する１年生119名の学習履歴をもとに算出。
※「学習時間」とは実質的に課題を解いていた時間の合計で、
ログインしている時間や授業時間の合計とは異なります。

週ごとの平均学習時間と利用率

利用率最大

学習時間最大
1/22 受験日12/26-1/7 冬期休暇

✓ 冬期休暇直前の利用率と学習時間が

ともに最大。

✓ 冬期休暇中に利用率は落ちたものの、

10～20名は着実に学習を継続。

✓ 休暇明け、受験日前に利用率がほぼ

最大時の水準にまで回復。
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成果報告：日光市立大沢中学校における英検対策への活用

✓ 総学習時間：12時間43分

✓ 平均スコア：97点

⇒各スキルをバランスよく強化できていた（図２）

✓ 学習量に応じて増えるスタンプの活用

⇒自分でスタンプ帳に押して学習の励みに（図３）

学習量の多い生徒はスタンプ帳を活用する傾向

図２．「英語スキル」を分析して表示

◼ 最も多く学習した生徒のデータ

図１．トップ画面に表示される学習したBRIXの情報とコイン数

図３．スタンプ一覧（上）とスタンプ帳（右）

スタンプ帳の各日付の枠内右上には
その日に学習したBRIX数を表示
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総括：成果と課題・今後の計画

⚫ 小学校の授業利用において教材として定着

✓ ４技能強化、各自のレベルや進度に応じた学習の実現

⚫ 英検対策への効果

✓ 学校単位での取り組みで中学１年生の５級合格率97％

✓ レベルの高い級を目指す生徒・児童のニーズにも対応

⚫ 学習意欲の高い児童・生徒に対する自習用教材として機能

成果

課題と
今後の計画

⚫ オンライン講座の受講が進まず（休校支援では一定の成果）

⇒BRIXとのシステム連携で受講しやすく改善【開発予定】

⇒利用しやすい日程や時間、柔軟な開講体制の検討

⚫ BRIX利用率の向上には教員の協力が必要で、負荷も大きい

⇒導入前後のサポート体制の拡充に取り組む予定

各学校の環境に応じた「きっかけ作り」や「仕掛け」を行う


