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■1978年当時の広告写真 ■現在の城南進研グループ

【城南進学研究社のご紹介】

株式会社城南進学研究社は、1961年４月、大学受

験、高校補習のための総合予備校として「城南予

備校」を神奈川県川崎市に設立したところから歴

史がはじまります。

「生徒第一主義」をモットーに、時代のニーズに

こたえる教育の提供をし続け、多くの生徒様のサ

ポートをし続けております。

（企業情報等はWebページをご覧下さい。）



■デキタストップページ ■実際の学習画面

【デキタスとは】

城南進研グループの講師陣が監修し、学校の勉強

を確実に理解していく事を目指して開発された、

オンライン学習教材です。

１本あたり５分ほどの授業動画と演習問題で構成

されており、基本を着実にマスターさせます。



■デキタ’sノート詳細 ■実際のデキタ’sノート

【デキタ’sノート】

一部の学年科目では、授業に沿った穴埋め式ノー

トが印刷できます。

デジタル教材だけでなく、紙と鉛筆も使うことで

効果的に定着させることができます。



■学年・科目選択メニュー ■小学３年算数の単元一覧

【デキタスの特徴】

教科書に対応しており、小学生は、国語・算数・

理科・社会・英語の５教科（１年生、２年生は国

語・算数・せいかつ・英語）が受講できます。

中学生は国語・数学・理科・地理・歴史・公民・

英語の５教科７科目が受講できます。

教科書内容に合った授業と問題演習を行うので、

既に学習していることがらの再確認と定着を目指

すプログラムとして有効です。



■「さかのぼり学習」と
「さきどり学習」

■続けられるサイクル

【デキタスの特徴】

また、系統的なさかのぼり学習とさきどり学習が

可能な機能も備えています。

さまざまな教科・科目・単元を選んで学習できま

すので、ひとりひとりに最適化された学びを提供

することが可能です。

※基本問題は教科書例題レベル、
チャレンジ問題は教科書まとめ問題・章末問題レベル
となっています。



※お写真ご提供：初芝富田林中学校様

【初芝富田林中学校様の事例】

大阪府にある初芝富田林中学校様では、2017年度より生徒一人

一台タブレットを導入し「個別最適化された学習」の実現に取り

組んできました。2019年度から２種類の他社オンライン教材を

採用、加えて2020年度２学期より中学１・２年生の理科と社会

でデキタスを実証導入しました。

具体的に活用したシーンは以下の３点です。

①成績優秀者・興味関心の高い生徒の先取り学習として。

②確認テストの得点が振るわない生徒の振り返り学習として。

③授業内での効率的な知識定着のため。



※お写真ご提供：初芝富田林中学校様

生徒一人ひとりの実情に即した個別最適学習を実現するために、

様々な場面でデキタスを活用し、検証を行いました。有効であった

と思われる活用シーンを以下紹介します。

●テスト後の振り返り活用に有効

小テストの直後に時間を設けてデキタスに取り組ませることで、

特に得点できていない生徒の復習につなげることができました。

生徒は各自のペースで苦手分野を復習し、また、解説動画を見て

も不明な分野は生徒同士で主体的に教え合う姿も見受けられ

ました。



【初芝富田林中学校様の事例】

●単元ごとのまとめに活用

単元が終わるごとにデキタスで単元の総まとめを行いました。

中学３年までの内容が掲載されていることから、いま学習して

いる内容が今後どのように展開していくのかを実感しながら

学ばせることができました。



※お写真ご提供：初芝富田林中学校様

【初芝富田林中学校様の事例】

●冬休み中の課題としての活用

中学１・２年全生徒に冬期の課題として、２学期の授業内容から

視聴する解説動画を指示しました。

生徒は真面目に取り組み、90％を超える利用率となりました。

１度で理解できなかったところを戻って見直すことができるので

自分のペースで学習することができました。

授業内での活用については、動画と講師によるダブル解説でより

効果的に学習内容の定着を図ることができます。



こちらは、初芝富田林中学校様のデキタス利用率の

推移です。

デキタスは扱いやすいとご好評を頂いており、

非常に高い利用率を誇ります。

導入された９月以降の平均で82.6％、

ご利用が軌道に乗った10月以降に限れば88.6％、

１月には実に97.0％の生徒様にデキタスを

ご利用頂いています。

※中学１・2年生202名のうち、期間内にデキタスのログイン履歴が

確認できた生徒数の割合
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【初芝富田林中学校様の事例】



こちらは、中学１年生の理科の合計点の推移を

示したグラフです。

点数が伸び続けていることがわかります。

※中学１年生117名の理科の得点平均値。

※デキタスに多く取り組むほど、得点を伸ばすことが可能であるため

上限がありません。

※12月は定期考査があり、一時的にデキタスから離れたものと推察
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【初芝富田林中学校様の事例】

●運用上の課題

使える先生と使えない先生が混在していたことが課

題です。非常勤の先生も含め、関わる全ての先生が

使えるようになると、より有効活用ができると感じ

ました。



【活用事例発表会の開催】

当社では、全国の教員、教育関係者の皆さまに向けて、

デキタス等のEdTechソフトウェアの活用事例を発表する

オンライン発表会を開催致しました。

初芝富田林中学校の先生方にもご登壇頂き、活用方法等を全国に

向けて発信して頂くことで、EdTechソフトウェアの広がりを

後押しして頂きました。

会の終了後には茶話会を実施しました。先生同士の意見交換・情

報共有の場として先生同士が積極的に交流し、EdTechソフト

ウェア導入に関する悩みを相談し合える機会となりました。



【イベントで勉強を後押し】

学校休業期間中も学習の機会の創出のために、デキタスを通じた

学習イベントを実施しました。

冬休みに実施した学習イベントでは、定期テストや授業の理解度

を生徒自身が振り返り、学びなおしが必要と思われる単元、また

は生徒自身が興味・関心を持って学習してみたいと考える単元を

3単元まで設定するように促し、主体的な学習の場を提供しまし

た。３単元を学び終えた生徒にはデキタス内でバーチャルなプレ

ゼントや表彰状をお渡ししました。

以下、ご参加頂いた福山市立神辺西中学校と愛知県阿久比町立

英比小学校の事例とをご報告します。



【福山市立神辺西中学校の事例】

インターネット環境、一人一台の端末が整備されている初芝富田

林中学校に対して、学校内に生徒が利用できるインターネット環

境がなく、また、端末も配付されていない環境下では利用の促進

に大変苦労した。ただし、当イベントにより冬休みに入ってから

の利用率の増加が見られ、一定の利用促進効果が見られました。

当イベントにより教諭が生徒に利用を促すひとつのキッカケにな

りましたが、残念ながら３学期始業と共に一部の生徒を除き、利

用率は元に戻ってしまいました。家庭での学習促進においては家

庭でのネット環境が無いことを心配される教諭も多く、課題が残

りました。
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※お写真ご提供：愛知県阿久比町立英比小学校様

【阿久比町立英比小学校の事例】

阿久比町立英比小学校でも、インターネット環境の整備や端末の

配付状況の遅れがありました。そこで、EdTech担当教諭と打ち

合わせを積み重ね、担当教諭の担当学年であった小学５年生の児

童を中心に利用を開始させる計画を立案。内容としては、学校休

業に入る前に、一斉にログインをしてデキタスの利用方法の確認

をしたことと、イベントの概要を説明して頂きました。これらの

ことで５年生についてはログイン率が100％となりました。

その取り組みの中から、EdTech担当教諭も驚くような、積極的

な活用が見られた児童様についてご紹介します。
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カレンダー中の

・赤いエンピツは問題演習を行った日にち

・緑のエンピツは授業動画を視聴した日にち

を表します。

【阿久比町立英比小学校の事例】

児童生徒様の学習状況はログとして残り、教職員の皆様も

管理画面で見ることができます。

こちらは愛知県阿久比町立英比小学校様５年生のある児童様の

学習カレンダーです。ご覧の通り冬休み中も毎日欠かさず

デキタスにログインし、勉強を続けていることがわかります。

イベント期間中の総学習時間は7時間3分50秒。そのうち理科の

勉強時間が6時間58分38分も占めていました。

※イベント期間中：2020年12月27日～2021年1月9日



こちらは、その児童様の週間デキタス学習時間の推

移を示したグラフです。冬休み期間中に多くの学習

時間を確保していることが分かります。

デキタス導入初期も多くの学習時間が確保されてい

ますが、所謂「飽き」のせいか、学習時間が減少し

ています。その状態を打開したのが今回実施した学

習イベントと言えます。児童様へ学習に対する動機

付けを行なうことで学習時間がV字回復。さらに、

イベント終了後も右肩上がりとなりました。

ICT教材での学習を継続するためには、定期的な学

習に対する動機付けやフォローが必要であることを

再度認識する結果となりました。

※週間デキタス学習時間とは、

週間のデキタス解説動画視聴時間と

デキタス問題演習にかかった時間を

合計したもの。
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【阿久比町立英比小学校の事例】



こちらは、その児童様の累積学習時間一覧表です。

この児童様の特徴は、自身の所属学年である5年生

以外の学年の学習にも積極的に取り組んでいること

です。前項でも触れましたように、この児童様は理

科に対する学習意欲がとても高く、ご覧のように他

学年の理科の学習時間が多い傾向があります。

また、中学内容にも及んでいることから主体的な学

びをデキタスで実現していることが窺えます。

さらに、その他の教科においても学年を縦断した学

習に取り組んでもらいました。

学年の壁を越えた、個別最適化された学習を実現で

きることがICT教材の強みと言えます。

【阿久比町立英比小学校の事例】



【阿久比町立英比小学校の事例】

このように、デキタスで繰り返し学習し、問題を解くことで、ほ

ぼ毎回、演習問題では100点をとれるようになりました。

デキタスの演習問題はやるたびに出題される問題がランダムに

変わるしくみです。選択肢も毎回シャッフルされますので、

プリント学習でありがちな「出題される順番通りに答えを暗記す

る」ということを避けることが可能です。理論上、最低でも1つ

の基本問題で問題の出題順や選択肢の順番に28,000通りの組み合

わせが存在します。



こちらは、先ほどの５年生の児童様が基本問題、

チャレンジ問題で100点を取った単元数の一覧表

です。（全学年の問題が対象となります。）

改めて、理科が大好きな児童様であることが一目で

分かる結果となっております。また、算数のチャレ

ンジ問題に一番多く取り組んでいることから、理数

科目が好きな児童様ということも伺い取れます。

一方で、理数教科以外との学習時間の格差も浮き彫

りとなっています。

主体的な学びの反作用としての学習のアンバランス

は、詳細な学習ログで確認することが可能です。

児童様の学習状況を可視化できることも、ICT教材

が為せる術と言えます。

※基本問題は教科書例題レベル、チャレンジ問題は

教科書まとめ問題・章末問題レベルとなって

います。

基本問題 チャレンジ問題

国語 72 62

算数 118 120

理科 2627 100

社会 44 30

英語 29 62

中学数学 5 2

中学地理 3 1

生活（小学１・２年） 3 3

【阿久比町立英比小学校の事例】



【阿久比町立英比小学校の事例】

学習イベントで数多くの問題を解いた児童生徒様には表彰状を

お送りして、頑張りを称えることでさらなるヤル気を引き出し

ました。

後日、ご担当の教諭からお話を伺った際に、表彰状をもらわな

かった児童様から「今度は私もデキタスで勉強したい」といった

前向きなお言葉をかけられたそうです。

短期的な学習イベントの実施は、児童生徒様のヤル気の持続や主

体性を持った学習への促進に有効な手であると実感しました。



※お写真ご提供：愛知県阿久比町立英比小学校様

【イベントで勉強を後押し】

学習イベント「お正月ミッション」をクリアした児童生徒様の

お声です。



とても楽しかったです！
来年もやって欲しいです！

毎日デキタス

もっとやる

英語を頑張る

英語をもっと書けるようになる！

英語の単語と文法をしっかり覚える！

復習のいい機会になった
と思います

社会の点数を
上げるぞ！

全国１位になる！

受験合格

全部
がんばる

とにかく受験合格
( ・`д・´)

苦手な教科を得意にする

全教科を得意にする

理科を得意にする

算数を得意にする

漢字の書きや読みを頑張る

頑張りたいっす

eigowogannbaru

頑張る

テストの点を上げる！

苦手なもの
ほど勉強する

努力する

勉強を
がんばれた

【イベントで勉強を後押し】

学習イベント「お正月ミッション」をクリアした児童生徒様の

お声です。



また、ある小学校の先生から次のようなお声を頂戴致しました。

「イベントには勉強が苦手な児童が多く参加していて驚いた。

デキタスだから勉強してくれたのかな。」

2020年度は全国73の小・中学校様にEdTech導入実証事業補助金

をご活用頂き、約27,500アカウントを発行致しました。

今後も、デキタスが全国の児童生徒様、教職員の皆様のお役に

立てれば幸いでございます。



デキタス


