
テクノロジー パートナー リソース
Partner level
注釈：テクノロジー  パートナーのリソースは第三者機関によって開発されたものであり、  Google による検
閲を経たものではありません。  ご利用にあたっては提供社のウェブサイト上で確認し、  不明点があれば
当該企業へお問い合わせください。



Adobe Spark

魅力的なビジュアル プレゼンテーションが楽しく、簡単に作れるクリエ

イティブ ツール。 教育機関向けに無料提供され、世界中の学校ですで

に 1,800 万人以上に愛用されています。

ポスターなどのグラフィック、動画・スライドショー、Web ページを、直感

的な操作で簡単に制作できます。1 人 1 台環境で子どもたちの創造性

を伸ばし、あらゆる教科において学んだことや考えをわかりやすく伝え

る力・豊かな表現力を育む活動におすすめです。

製品ページはこちら

動作環境 : *Spark Postのみ

サービスのメイン対象: 小・中・高

価格: 無料

お申込先: ご利用にあたってはこちらよりお申込ください。（無料）

Category｜クリエイティブ（グラフィック･Web･ビデオ）

https://www.adobe-education.com/jp/spark_gigaschool/
https://youtu.be/RqRnsd6xwAI
https://jp.surveymonkey.com/r/XMZYX7H


購入オプション:

学校でのサブスクリプション

ディストリクトでのサブスクリプション

利用状況（導入実績）:

毎月のアクティブユーザー: 120 万アカウント

プロダクトアクセス:

Chrome (Website)

Native App (Android)

最低システム要件:

OS: Chromebook (最新)、Chromeブラウザ: 最新の主要 2 バージョ

ン、メモリ 4GB 以上推奨

Googleとの連携:

Google Classroom Share ボタン

Google Workspace Drive API

Google SSO (SAML)

Google Workspace Add-Ons

アプリ詳細



eG Class （イージークラス）

Google for Education の管理をもっと簡単に！

「eG Class（イージークラス）」は、Google for Education のアドオンソ

フトです。 Google for Education と連携してユーザーの管理やグ

ループの管理、Google Classroom の設定を高速かつ簡単に行うこと

ができ、通常の Google for Education よりも更に細分化した権限を

ユーザーに設定することで、教育現場にあった役割を設定することが

できます。

製品ページは こちら

動作環境 :
サービスのメイン対象: 小・中・高・大

価格: 有料

問い合わせ先: 製品の詳細については Web サイト をご覧ください。

Category｜Google Workspace 管理

http://egclass.taf-jp.com/
http://egclass.taf-jp.com/


購入オプション:

学校でのサブスクリプション

ディストリクトでのサブスクリプション

利用状況（導入実績）:

日本国内の教育機関多数

プロダクトアクセス:

Chrome (Website)

最低システム要件:

OS: Chrome OS （各最新版を推奨）/ ブラウザ: Google Chrome（最

新版を推奨）

アプリ詳細

Googleとの連携:

Google Classroom API

Google Workspace Drive API

Google SSO (OAuth)

Google Workspace Admin SDK

Google データスタジオ

                  Google Workspace Other APIs (Docs, Calendar, Slides, Sheets, Gmail etc)



InterCLASS® Cloud

　　　　　　　詳細はこちらをご確認ください。

動作環境:
サービスのメイン対象: 小・中・高

価格: 有料（オープン価格）

問い合わせ先: 製品の詳細については、チエル株式会社
                         （E-mail: chieru-info@chieru.co.jp）までお問い合わせください。

学校教育向けの ICT 利活用を支援するチエル株式会社は、これまで 
Chromebook 及び Google Chrome ブラウザに対応した製品の開

発を積極的に行ってきました。「InterCLASS Cloud 」は、

Chromebook の画面モニタリングや画面共有ができるシステムで、

個々の児童生徒の考えをリアルタイムで共有できます。

「Google Classroom」で作成したクラスと生徒情報をワンクリックで同

期することができ、新たにクラスを設定することなく利用開始できます。

製品ページはこちら

Category｜授業支援

http://www.youtube.com/watch?v=3sfun_53X-Q
https://www.chieru.co.jp/products/jr-school/interclasscloud/system-requirements/
mailto:chieru-info@chieru.co.jp
https://www.chieru.co.jp/products/jr-school/interclasscloud/


購入オプション:

学校でのサブスクリプション

利用状況（導入実績）:

55 万ライセンス以上

プロダクトアクセス:

Chrome Extension

最低システム要件:

動作環境

アプリ詳細

Googleとの連携:

Google Classroom API

Google Workspace Drive API

Google SSO (OAuth)

Google Workspace Admin SDK

https://www.chieru.co.jp/products/jr-school/interclasscloud/system-requirements/


動作環境 :

L-Gate（エルゲート）
学校向け 学習 e ポータル 

L-Gate（エルゲート）は、1 人 1 台・1 アカウントを使った日々の学びと運
用・管理を支援する、学校向け学習 e ポータルです。

Google サービスとの SSO 連携機能をはじめ、Google アカウントの
発行や年次更新、Google Classroom の環境設定を支援する機能が
充実しています。L-Gate を起点として利用するオンライン教材の利用
状況も取得でき、導入した端末の活用状況の可視化に貢献します。

製品ページはこちら （随時機能強化をしております）

サービスのメイン対象: 小・中・高

価格: 基本機能は無料（別途有料サービスあり）

問い合わせ先: 製品の詳細については株式会社内田洋行の  お問い合わせフォーム

からお願いいたします。

Category｜学習 e ポータル

https://www.info.l-gate.net/
https://www.uchida.co.jp/system_form/form/swj/form.php?method=swj&large_class=%E6%95%99%E8%82%B2&genre=%E5%95%86%E5%93%81&kenmei=L-Gate%E5%B0%8E%E5%85%A5


購入オプション:

基本サービスは無償。有償オプションあり。

利用状況（導入実績）:

日本国内の小中学校多数

プロダクトアクセス:

Chrome (Website)

最低システム要件:

Chromebook

アプリ詳細

Googleとの連携:

Google Classroom API

Google SSO (SAML)

Google SSO (OAuth)

Google Workspace Admin SDK



Open Platform for Education（OPE）は教員や児童生徒が簡易なロ

グインで、様々な学習コンテンツをお使いいただける、マルチ OS の教

育クラウドプラットフォームです。

各種学習コンテンツに加え、Google サービスとの SSO やアカウント

連携が可能で、OPE 経由で利用する様々なアプリケーションの利用状

況も管理できます。また、各種問い合わせの他、学校の1人1台端末環

境には欠かせないアカウント管理やセキュリティ管理等の運用代行も

行っております。

製品ページはこちら

サービスのメイン対象: 小・中・高

価格: 基本機能無料、学習コンテンツ･サポートデスク等のオプション有料

問い合わせ先: 製品の詳細は ope@elsd.jp.nec.com まで

　　　　　　   お問い合わせください。

教育委員会・学校向け学習ｅポータル

Open Platform for Education

Category｜学習ｅポータル

動作環境 :

https://jpn.nec.com/educate/ope/index.html
mailto:ope@elsd.jp.nec.com


購入オプション:

ユーザー単位でのサブスクリプション

利用状況（導入実績）:

大阪市、京都市、岡山市、倉敷市、北九州市等

プロダクトアクセス:

Chrome (Website)

最低システム要件:

Chrome ブラウザの使用

その他のツールとのSSOなどの連携:

多数のデジタル教科書や学習コンテンツを予定

Googleとの連携:

Google SSO (SAML)

アプリ詳細



こども Suite(こどもスイート)

　　　　　　　　　　　 　　

　　　　　　※詳細はこちらをご確認ください。

動作環境 :

こどもSuite（こどもスイート）は、教材テンプレートを付属した Google 
Workspace用の学習支援ツールです。こどもたちが楽しみながら自然と
操作を身につけられるよう、低学年にも分かりやすいインターフェースに
加え、五十音順キーボードや豊富な学校イラストなどを付属し、一人一
台のChromebookの利活用を促進します。

Googleスライドの標準機能には無い「タテ書き」「ルビ付き」変換機能を
搭載し、短歌や俳句、国語の授業など、日本の学習環境に合わせた先
生待望の機能を備えています。

製品ページはこちら 

サービスのメイン対象: 小・中

価格: 有料

問い合わせ先: 製品の詳細についてはこちらまでお問い合わせください。

Category｜授業支援

https://www.kodomo-suite.jp/home
https://www.youtube.com/watch?v=lePnx_H-rG8
https://www.kodomo-suite.jp/
https://www.zettalinx.co.jp/contact/inquiry/


購入オプション:

ユーザー単位でのサブスクリプション

利用状況（導入実績）:

5,000 ライセンス

プロダクトアクセス:

Chrome (Website)

最低システム要件:

Google Workspace が動作すること

アプリ詳細

Googleとの連携:

Google Workspace Add-Ons



動作環境 :

全国の導入校で好評の「コラボノート EX」はブラウザだけで動作する 
Web アプリケーションです。対応ブラウザとインターネット環境があれば
すぐに利用できます。1 ノート最大 100 ページまでページを作成すること
ができて、クラスの児童生徒全員が同時に書き込むことができます。縦
書きのテキストで新聞形式のまとめ、様々な思考ツールのテンプレート
を活用して、思考の可視化に役立てることができます。さらに交流学習
や校外学習、遠隔授業まで幅広い活用と簡単操作が評判です。タブレッ
ト端末をより一層活用できる「コラボノート EX」を是非ご利用ください。

製品ページはこちら 

サービスのメイン対象: 小・中・高

価格: 有料（ユーザーライセンス、学校ライセンス）

問い合わせ先: https://www.collabonote.com/contact/からお問い合わせください。

コラボノート EX
協働学習支援ツール

Category｜授業支援

https://youtu.be/wizhgjbqBDo
https://www.collabonote.com/edu/ex/
https://www.collabonote.com/contact/


購入オプション:

ユーザー単位でのサブスクリプション

学校でのサブスクリプション

利用状況（導入実績）:

延べ 6,000 校

プロダクトアクセス:

Chrome (Website)

最低システム要件:

Google Chrome

アプリ詳細

Googleとの連携:

Google Workspace Drive API

Google SSO (OAuth)



『サテライトオフィス・シングルサインオン』とは、Google Workspace for 
Education や Chromebook にログインする際に、QR コードでログイン

したり、証明書などによる端末アクセス制限などが実施可能なアドオン

です！（導入社数 6/1 現在 6,147 社 / 2,418,615 アカウント）

※生徒向けに QR コードでの簡単ログイン機能！

Google Cloud Platform で構築しています。

製品ページはこちら

動作環境 :

サテライトオフィス・シングルサインオン 

サービスのメイン対象: 小・中・高・大

価格: 有料　※お試し版あり。

問い合わせ先:  050-5835-0396　contact-info@sateraito.co.jp

※他、Windows や iOS なども対応しております！

Category｜Google Workspace 管理

https://www.sateraito.jp/G_Suite_Education/index.html
https://www.sateraito.jp/G_Suite_Education/index.html
https://www.sateraito.jp/gsuite_education_sso.html


購入オプション:

フリーバージョン

Google Workspace のテナント単位

利用状況（導入実績）:

導入社数 6/1 現在 6,147 社 / 2,418,615 アカウント

プロダクトアクセス:

Chrome (Website)

その他のツールとのSSOなどの連携:

＜シングルサインオン機能で連携可能なクラウドサービス＞
Google Workspace、LINE WORKS、Workplace by Facebook、Salesforce、

Dropbox Business、Box、Chatwork、AWS、Amazonビジネス、Slack、サイボウズ

ガルーン/キントーン、デスクネッツNEO、Active! gate SS、DirectCloudBox、Lark 
Suite、Splashtop、Sugar CRM、ASANA、ARIBA（SAP）、Zendesk、Zoom、

GitHub、Docusign、イントラマート、ナレッジスイート、ZohoCRM/ZohoCreator、
SANSAN、X-Point、楽楽精算、Shopらん、コンカー、ジョブカン、SmartHR、

FreshWorks、CIERTO（シエルト）、Moconavi、Bigtincan Hub、PrimeDrive、

Zscaler、Tableau、連絡とれるくん、Zeem、HUE、CAIWA Service Viii、DOMO（旧

SKUID）、eセールスマネージャー、Times、Wellspring、カオナビ、シャチハタクラウ

ド、タレントパレット、如意箱(nyoibox)、WAN-Sign、AWS Client VPN、Insuite、

SmartDB、Atlassian Access、Qast、oVice、Adobe Admin Console、メールディー

ラー、datadog、Fortigate SSLVPN、CyberMailΣ / MailBaseΣ

Googleとの連携:

Google Classroom API

Google SSO (SAML)

Google Workspace Admin SDK

アプリ詳細



知る。深める。みんなで学ぶ。
授業支援クラウドならスクールタクト

スクールタクトは機種・OS を問わずに ICT を活用した授業ができる授

業支援クラウドです。

GIGA スクール構想や新学習指導要領など最新の教育トレンドに応え

る機能を有し、先生が教えやすく生徒が学びやすい環境を作ります。

文部科学省、総務省、内閣府をはじめとする様々な ICT教育の実証プ

ログラムに採択され、全国 800 校以上の小学校、

中学校、高校・大学に加え、学習塾にも導入いただいています。製品

ページはこちら

動作環境 :

スクールタクト

サービスのメイン対象: 小・中・高・大

価格: 有料

問い合わせ先: 製品の詳細については製品ページをご確認ください。無料体験

                            のお申し込みも受け付けております。

schoolTakt 動作環境をご確認ください。

Category｜スタディログ分析

https://schooltakt.com/
http://www.youtube.com/watch?v=Grl1N4S2Tsk
https://schooltakt.com/
https://schooltakt.com/function/#spec


利用状況（導入実績）:

1,500 団体、100 万契約ライセンス

プロダクトアクセス:

Chrome (Website)

最低システム要件:

動作環境

その他のツールとの SSO などの連携:

まなびポケット、Classi

Googleとの連携:

Google Classroom API

Google SSO (OAuth)

Google Workspace Admin SDK

アプリ詳細

https://schooltakt.com/service/#spec


スタディサプリ

『スタディサプリ（スタディサプリ小中高校講座・スタディサプリ

ENGLISH）』は有料会員数 194 万人（2020 年度）が利用する、実力派

講師陣による小学校高学年から大学受験生まで 4 万本以上の講義動

画を利用することができるオンライン学習サービスです。

学校向け『スタディサプリ』では、全国の高校約 2,998 校で利用されて

います。教職員向けの管理システムより、宿題配信や進捗管理、先生

からの学習の伴走・サポート、よりよい指導の実現を可能としていま

す。

動作環境 :

イメージ画像またはキャプ
チャ＆動画

推奨 OS・ブラウザ・端末については
こちらをご確認ください。

サービスのメイン対象: 小・中・高

価格: 有料(学校導入向け特別価格でのご案内)

問い合わせ先: 製品の詳細・資料請求については下記ページをご確認ください

　・スタディサプリ(学校向け)　・スタディサプリ ENGLISH（学校向け）

Category｜学習管理、映像授業

https://help.studysapuri.jp/InfoFaqCustomer/s/article/000001094
https://teachers.studysapuri.jp/
https://teachers.studysapuri.jp/service/english


購入オプション:

ユーザー単位サブスクリプション

学校でのサブスクリプション

利用状況（導入実績）:

有料会員数 194 万人（2020 年度）。学校向け『スタ
ディサプリ』では、全国の高校約 2,998 校で利用されて 
います。

プロダクトアクセス:

Chrome (Website)

Native App (Android)

最低システム要件:

推奨 OS・ブラウザ・端末についてはこちらをご確認ください。

アプリ詳細

Googleとの連携:

Google Workspace Drive API

                    Google Workspace Other APIs (Docs, Calendar, Slides, Sheets, Gmail etc)

https://help.studysapuri.jp/InfoFaqCustomer/s/article/000001094


Studyplus for School

サービスのメイン対象: 小・中・高

価格: 有料

問い合わせ先: 製品の詳細やトライアルは、こちらからお問い合わせください。

動作環境:

教育事業者向け学習管理プラットフォーム「Studyplus for School」
は、学習管理アプリ「Studyplus」によって生徒の学習進捗を可視化し、

先生のオフライン及びオンラインのコミュニケーションを支援するサービ

スです。

現在、全国の学校や学習塾・予備校約 1,500 校以上に導入され、少子

化・採用難・地域格差という社会課題が広がる中で、教育機関の新しい

あり方・先生の新しい働き方をテクノロジーで実現する、いわゆる「デジ

タル トランスフォーメーション（DX）」を目指しています。

製品ページはこちら

Category｜スタディログ分析

https://studyplus.activehosted.com/f/1
https://for-school.studyplus.co.jp/


購入オプション:

学校でのサブスクリプション

利用状況（導入実績）:

全国の学校や学習塾･予備校約 1,500 校以上に導入
（代表的な学校：桜花学園高等学校、鴨居中学校、代
表学習塾：河合塾）

プロダクトアクセス:

Chrome (Website)

最低システム要件:

Chrome のウェブブラウザ最新版または一つ前のバージョンが動作

すること。

その他のツールとの SSO などの連携:

Zoom,ウイングネット,ベリタスアカデミー,すらら,デキタス,Assist,成績

Apシステム/教科書ナビ,ピタドリ,eトレ,ビットキャンパスタッ

チ.TerraTalk,CHATTY,テックアカデミージュニア,そろタッチ

アプリ詳細

Googleとの連携:

Google Classroom API

Google Classroom roster API



パーソナルドキュメントスキャナー

ScanSnap 

動作環境 :

Category｜デジタルドリル

 ScanSnap は様々な書類をワンタッチで素早く電子化するパーソナルド
キュメントスキャナーです。授業資料をスキャンしてGoogle Classroom 
で配布したり、児童生徒から回収するテストや生活アンケートなどの紙
書類の電子化 / 整理に大活躍します。
ScanSnap Cloud を活用すれば、コンピュータやタブレット、スマートフォ
ンを使わずに、Google ドライブにスキャンデータを直接保存できます。
予めプロファイルを設定すればワンタッチでスキャンしたデータが各学
年や各先生の Google ドライブフォルダに保存され、Google 
Classroom や Google Workspace で簡単に活用することが可能です。

製品ページはこちら

サービスのメイン対象: 小・中・高・大

価格: ScanSnap: 有料（各機種オープン価格）、ScanSnap Cloud: 無料

問い合わせ先: 製品の詳細については（scanners@pfu.fujitsu.com）までお問い合わ

せください。

http://www.youtube.com/watch?v=9RXltQ_P4gU
https://www.pfu.fujitsu.com/imaging/scansnap-cloud/scene/service/googledrive.html
https://scansnap.fujitsu.com/jp/
mailto:scanners@pfu.fujitsu.com


購入オプション:

フリーバージョン,

クラウドサービスは無料、スキャナは売り切り(オープン
価格）

利用状況（導入実績）:

42,000 ユーザー

プロダクトアクセス:

Native App (Android)

最低システム要件:

Chrome OS 88.0.4324.186 以降

アプリ詳細

Googleとの連携:

Google Workspace Drive API



対話型アニメーション教材

すらら

【個別最適化と教員の負担軽減を実現】

先生役のアニメーション キャラクターと一緒に、一人ひとりの理解度に合

わせて進めることができるアダプティブな ICT 教材です。

レクチャー機能、ドリル機能、テスト機能により、一人一人の習熟度に応

じて理解→定着→活用のサイクルを繰り返し、学習内容の定着をワンス

トップで実現できます。

製品ページはこちら

サービスのメイン対象: 小・中・高・大

価格: お問い合わせください。

問い合わせ先: 製品の詳細については gakkou@surala.jp までお問い合わせください。

動作環境 :

Category｜デジタルドリル

https://surala.jp/school/lp/solution/
mailto:gakkou@surala.jp


購入オプション:

ユーザー単位でのサブスクリプション

利用状況（導入実績）:

約 1,000 校の小中高大学専門学校

プロダクトアクセス:

Chrome (Website)

最低システム要件:

推奨環境を確認ください。

Googleとの連携:

Google SSO (SAML)

アプリ詳細

https://surala.jp/home/about/requirement/


AI 型アダプティブラーニング教材

すららドリル

【個別最適化と教員の負担軽減を実現】

生徒ひとりひとりが自分の学力に応じた演習問題に取り組める、AI 型
のアダプティブ ドリル教材です。幅広い学力層の生徒にも個別対応がで

き、教員による直接指導と併用することで相乗効果を発揮します。

製品ページはこちら

動作環境 : サービスのメイン対象: 小・中・高・大

価格: お問い合わせください。

問い合わせ先: 製品の詳細については gakkou@surala.jp までお問い合わせください。

Category｜デジタルドリル

https://surala.jp/school/surala_drill/
mailto:gakkou@surala.jp


購入オプション:

ユーザー単位でのサブスクリプション

利用状況（導入実績）:

約 1,000 校の小中高大学専門学校

プロダクトアクセス:

Chrome (Website)

最低システム要件:

推奨環境を確認ください。

Googleとの連携:

Google SSO (SAML)

アプリ詳細

https://surala.jp/school/surala_drill/requirement/


動作環境 :

イメージ画像またはキャプ
チャ＆動画

スクール・コミュニケーション・プラットフォーム＋校務支援システム

ツムギノ

「ツムギノ」は、これからの学びとコミュニケーションを創る、新しい形のスクー
ル・コミュニケーション・プラットフォーム＋校務支援システムです。子どもを中
心に考えた「ツムギノ」独自の設計で、校内外にわたる充実したコミュニケー
ション機能に加え、学びの蓄積、教職員の校務支援機能までを一元化してい
る、クラウドサービスです。

・コミュニケーション機能
（活動・記録、プロジェクト、出欠連絡、チャンネル、掲示板、アンケート）
・校務・教務支援機能
（学校/保健日誌、成績、保健、週案・時数、出欠、施設管理、各種帳票出力）

学校教育をこれまでの全員一斉・受動型から、主体的・探究型へと進化さ
せ、子ども一人ひとりの未来への可能性を広げます。

製品ページはこちら

サービスのメイン対象: 小・中・高

価格:  有料（初期導入費用＋月額利用料）

問い合わせ先: 製品の詳細については（tsumugino-sales@techmatrix.co.jp）
　　　　　　   までお問い合わせください。

Category｜校務支援

https://tile.tfabworks.com/
mailto:tsumugino-sales@techmatrix.co.jp


購入オプション:

ユーザー単位でのサブスクリプション

学校でのサブスクリプション

利用状況（導入実績）:

軽井沢風越学園、横浜創英中学･高等学校、
新渡戸文化中学・高等学校

プロダクトアクセス:

Chrome (Website)

Native App (Android)

最低システム要件:

Chrome OS: ブラウザ Google Chrome
Windows 10: ブラウザ Google Chrome
iOS: ブラウザ SafariGoogleとの連携:

Google Workspace Drive API

Google SSO (SAML)

Calendar API

Geocoding API

アプリ詳細



デジらく採点２ 普通紙対応版

普通紙で実施した記述式試験を PC 画面上でデジタル採点。

①　採点時間が 1/3 に短縮

②　正確な採点

③　採点後の分析データで学生・生徒の学習指導ができる

・安心サポート！電話（専用ダイヤル）とメールの無料サポート！

・まずはお試しください！『デジらく採点2普通紙対応版体験キャンペーン』実施中！

      解答用紙印刷用テンプレートを用意しています。

      Google Classroom 連携、文字認識自動採点(条件あり)や分散採点など すべての機能が
       体験いただけます！

製品ページはこちら◆ Google Classroom 連携機能で記述式試験の流れが変わる

　・採点結果等をペーパーレス返却　

　・記述試験の問題配布・実施・採点・結果返却をペーパーレス運用　 サービスのメイン対象: 中・高・大

価格: 有料（オープン価格）

問い合わせ先: 製品の詳細については こちら までお問い合わせください。

Category｜校務支援

https://www.scanet.jp/digi-rakuPP/
https://www.scanet.jp/contact/


購入オプション:

ユーザー単位サブスクリプション

学校でのサブスクリプション

利用状況（導入実績）:

兵庫県立高等学校 全 147 校
兵庫県内公立小中学校 105 校
大垣市教育委員会 10 校
他 400 校以上

プロダクトアクセス:

Chrome (Website)

最低システム要件:

Microsoft Windows10/Windows8.1 2GB 以上 "必須空き容量　

400MB 以上 ※データ領域は別途必要です。" 1024×768以上 
"Microsoft .NET Framework 4.6.1 以降 Microsoft Excel 2013 以降 
日本マイクロソフト株式会社のサポートが終了した OS やアプリは弊

社ソフトウェアの動作要件外とする"

アプリ詳細

Googleとの連携:

Google Classroom API

Google Workspace Drive API



Flat for Education

クラウド型音楽学習プラットフォーム

楽譜作成機能、作成した楽譜をその場で聞ける自動演奏機能、オンライン共同編集機能で

音楽学習への意欲を引き出します。

課題作成機能や自動採点ワークシートで、先生方の効率アップもお手伝い。

Google Classroom との連携

・Google アカウントでのサインイン

・名簿・成績簿の自動更新

インストール不要で今日からでもご利用頂けます！

まずは 3 ヶ月無料トライアルで、新しい音楽学習をご体験ください。

製品詳細はこちら

動作環境 :

・生徒アカウントの自動作成
・ストリームから 1 クリックで課題にアクセス

サービスのメイン対象: 小・中・高・大

価格: 有料（250 円/ユーザー（1 年間））

問い合わせ先: 人気の機能をまとめたパンフレットもございます。

　　　　　　　ご希望の方は  edu@flat.io までお問い合わせください。

Category｜クリエイティブ（音楽）

https://flat.io/ja/edu
https://youtu.be/_kCktipraHg
https://youtu.be/_kCktipraHg
mailto:edu@flat.io


購入オプション:

学校でのサブスクリプション

ディストリクトでのサブスクリプション
（無料トライアルあり）

利用状況（導入実績）:

登録校：218（無料トライアルを含む）

プロダクトアクセス:

Chrome (Website)

最低システム要件:

インターネットに接続された最新バージョンの Google Chromeまた

は Chrome OS を推奨

その他のツールとのSSOなどの連携: 

LTI (Canvas, Schoology, Moodle, etc.)

アプリ詳細

Googleとの連携:

Google Classroom API

Google Classroom roster API

Google Workspace Drive API

Google SSO (OAuth)

Google Workspace Add-Ons

                    Google Workspace Other APIs (Docs, Calendar, Slides, Sheets, Gmail etc)



ぷよぷよプログラミング

プログラミング学習環境『Monaca Education』において、セガが展開

するアクション パズルゲーム『ぷよぷよ』をプログラミング学習できる教

材です。 

ゲームと同じ画像素材を利用して、世界中で使われるコンピュータ言語

を使い、プロが使う開発環境で本物のプログラミングをお楽しみくださ

い。本教材は無料でご利用いただけます。

製品ページはこちら

動作環境 :

イメージ画像またはキャプ
チャ＆動画

サービスのメイン対象: 小・中・高・大

価格: 無料

問い合わせ先: 製品の詳細については  info@asial.co.jp までお問い合わせください。

Category｜プログラミング

http://puyo.sega.jp/program_2020/
mailto:info@asial.co.jp


購入オプション:

ユーザー単位サブスクリプション

フリーバージョン

利用状況（導入実績）:

55,000人

プロダクトアクセス:

Chrome (Website)

Native App (Android)

最低システム要件:

最新版の Google Chrome ブラウザ

その他のツールとの SSO などの連携: 

マイクロソフト アカウント、Classi アカウントとの SSO

アプリ詳細

Googleとの連携:

Google Classroom Share ボタン

Google Workspace Drive API

Google SSO (OAuth)



「プレチェック漢字」は、Google フォームの問題を見ながら、紙やノート
に解答を書くスタイルのハイブリッド学習型デジタル教材です。
教育同人社が発行する「漢字のまとめテスト」に対応した問題が出題されるため、期末
テスト前の復習・定着に最適です。先生用の集計画面は、複数回分のフォームの結果
をまとめて確認できるようになっており、児童の回答結果を指導に活かすことができま
す。

特長①　各学期に習った漢字の復習に対応した問題
特長②　短時間で実施できる問題量（１回約５問）
特長③　ハイブリッド学習スタイル
特長④　自動集計

製品ページはこちら
動作環境 :

サービスのメイン対象: 小

価格: 無料（教育同人社の国語テストのご採用が条件）

問い合わせ先: 製品の詳細についてはこちらからお問い合わせください。

Category｜デジタルドリル

Google フォームと紙・ノートを活用した自動集計が可能なハイブリッド学習型デジタル教材

プレチェック漢字

Google Workspace の
サポート対象ブラウザ に準ずる

ハイブリッド学習 自動集計期末テスト前実施 教科書準拠

https://www.djn.co.jp/G/pre/
https://www.djn.co.jp/form/digital/
https://support.google.com/a/answer/33864?hl=ja


「プレチェック算数」は、単元学習前に既習内容の確認を行う「レディネス」として使う、
自動採点・集計が可能なデジタル教材です。
児童用の問題には選択肢に「先生、教えて」ボタンを配置し、その結果も先生用の集計
シートに反映されます。「先生、教えて」を選択した児童に対し、個別にフォローすること
ができるようになります。先生用の集計画面は、児童の解答内容や間違いやすい解答
も確認できるようになっており、クラス全体や一人ひとりのつまずきを分析することがで
きます。

特長①　単元学習前に既習内容のレディネス問題
特長②　短時間で実施できる問題量（１回約５問）
特長③　自動採点
特長④　選択肢に「先生、教えて」ボタン
特長⑤　自動集計

製品ページはこちら

動作環境 :
サービスのメイン対象: 小

価格: 無料（教育同人社の算数テストのご採用が条件）

問い合わせ先: 製品の詳細についてはこちらからお問い合わせください。

Category｜デジタルドリル

Google フォームを活用した自動採点・集計が可能なレディネス チェック教材

プレチェック算数

Google Workspace の
サポート対象ブラウザ に準ずる

自動採点 自動集計教科書準拠単元学習前実施

https://www.djn.co.jp/G/pre/
https://www.djn.co.jp/form/digital/
https://support.google.com/a/answer/33864?hl=ja


「プレチェック理科・社会」は，単元学習後～各テスト実施前に重要事項の理解度チェッ
クができる自動採点・集計が可能な簡易版 CBT 教材です。
各問題には採点結果で解説が表示されるので，児童一人でふり返りができ、
理解を深めることができます。先生用の集計画面は，正答数 / 誤答数の多い問題や児
童の解答内容を確認できるようになっており、クラス全体や一人ひとりの傾向や理解度
を把握し、フォローすることができます。

特長①　教科書に準拠した問題
特長②　短時間で実施できる問題量（１回約５問）
特長③　自動採点
特長④　解説（フィードバック）つき
特長⑤　自動集計

製品ページはこちら

動作環境 :

イメージ画像またはキャプ
チャ＆動画

サービスのメイン対象: 小

価格: 無料（教育同人社の理科テストまたは社会テストのご採用が条件）

問い合わせ先: 製品の詳細についてはこちらからお問い合わせください。

Category｜デジタルドリル

Googleフォームを活用した自動採点・集計が可能な簡易版 CBT 教材

プレチェック理科･社会

Google Workspace の
サポート対象ブラウザ に準ずる

自動採点 自動集計各テスト前実施 教科書準拠

https://www.djn.co.jp/G/pre/
https://www.djn.co.jp/form/digital/
http://www.youtube.com/watch?v=T-Q0ui12w2s
https://support.google.com/a/answer/33864?hl=ja


購入オプション:

フリーバージョン
※教育同人社のテストのご採用で無料で利用可

利用状況（導入実績）:

全国の小学校

プロダクトアクセス:

Chrome (Website)

最低システム要件:

Google Workspaceのサポート対象ブラウザに準ずる

アプリ詳細

Googleとの連携:

Google フォームによる自動採点（算数、理科、社会対応）

Googleスプレッドシートによる自動集計（漢字、算数、理科、社会対応）



プログラミングゼミ

プログラミングゼミは小学校低学年から利用できる、プログラミング学

習アプリです。ビジュアル プログラミングで直観的に操作でき、カメラで

とったイラストをプログラミングで動かすなど、基礎から応用、創作まで

プログラミングを楽しく学べます。アプリ内には、算数、理科など学校

向けプログラミング サンプルもあり、授業でそのまま活用できます。

製品ページはこちら

動作環境 :

イメージ画像またはキャプ
チャ＆動画

サービスのメイン対象: 小

価格: 無料

問い合わせ先: 製品の詳細については support@programmingzemi.com までお問
い合わせください。

Category｜プログラミング

https://programmingzemi.com
mailto:support@programmingzemi.com


購入オプション:

ユーザー単位サブスクリプション

利用状況（導入実績）:

横浜市、渋谷区、武雄市など

プロダクトアクセス:

Native App (Android)

最低システム要件:

Android 4.0.3 以降

タッチペン（スタイラスペン）の互換性: 

プラットフォーム依存

アプリ詳細

Googleとの連携:

Google Classroom API



デジタル教科書&デジタル教材

もっと学びたくなる！

子ども一人一人の光る未来へ

光村図書のデジタル教科書・教材は、GIGA スクール構想に対応。子

どもたちの学びを深める「学習者用」と、先生の授業をサポートし、働き

方改革の支援にもつながる「指導者用」があります。「Google アカウ

ントでログイン」による SSO に対応しているため、子どもたちも先生も

簡単に使うことができます。

製品ページはこちら

動作環境 : 詳細はこちらをご確認ください。

サービスのメイン対象: 小・中

価格: 有料（製品の紹介ページ）

問い合わせ先: 製品の詳細についてはこちらにお問い合わせください。

Category｜デジタル教科書

光村図書出版

https://2022-digital.mitsumura-tosho.co.jp/
https://2022-digital.mitsumura-tosho.co.jp/productss/environment/
https://2022-digital.mitsumura-tosho.co.jp/
https://2022-digital.mitsumura-tosho.co.jp/contact/


購入オプション:

光村図書のウェブサイトに記載

利用状況（導入実績）:

全国の小中学校

プロダクトアクセス:

Chrome (Website)

最低システム要件:

光村図書のウェブサイトに記載

アプリ詳細

Googleとの連携:

Google SSO (OAuth)

https://2022-digital.mitsumura-tosho.co.jp/productss/environment/
https://2022-digital.mitsumura-tosho.co.jp/productss/environment/


Monaca Education

生徒が楽しく作品作りにとりくめる中高生向けのプログラミング学習教

材です。HTML や JavaScript といった Web 標準言語でスマートフォ

ンアプリを作りながらプログラミングを学び、生活や社会の問題解決を

する力を養うことができます。

Google Chrome ブラウザ上で本格的なプログラミング学習ができる

ため特別なソフトウェアのインストールは不要。高等学校「情報科」や

中学校の「技術科」でのプログラミング授業につかえるテキストや動画

教材、サンプルコードなどが用意されています。

製品ページはこちら

動作環境 : サービスのメイン対象: 中・高・大

価格: 無料～

問い合わせ先: 製品の詳細については info@asial.co.jp までお問い合わせください。

Category｜プログラミング

https://edu.monaca.io/
mailto:info@asial.co.jp


購入オプション:

ユーザー単位サブスクリプション

学校でのサブスクリプション

フリーバージョン

利用状況（導入実績）:

和歌山県公立高校全県導入など 1,000 を超える教育
機関での導入

プロダクトアクセス:

Chrome (Website)

Native App (Android)

最低システム要件:

最新の Google Chrome ブラウザ

その他のツールとの SSO などの連携: 

Microsoft アカウント、Classi アカウントとの SSO

アプリ詳細

Googleとの連携:

Google Classroom Share ボタン

Google Workspace Drive API

Google SSO (OAuth)



サービスのメイン対象: 中・高 （新・学習指導要領の内容に対応！）

価格: 有料 （導入検討にあたっては事前に無料でお試しいただけます）

問い合わせ先: 製品の詳細については、ライフイズテック株式会社

03-5877-4879（平日 10:00~17:00）

または info@life-is-tech.com までお問い合わせください。

動作環境 :

ライフイズテック レッスン

中学校・高校の授業で、先生がすぐ・簡単にプログラミングを教えられるオ

ンライン教材です。

● テキスト  コーディングによるプログラミングを学べます。

● AI メンターにより個別最適な学びを実現でき、心が折れないプログ

ラミング体験を全学校・全生徒に届けられます。

● 中学校技術科・高校情報科の新学習指導要領に対応し、総合・探

究の授業でも活用されています。

● 特別なソフトのインストールは不要ですぐに授業を開始できます。

● 指導案や小テスト、評価指標など先生向けの授業キットも充実して

います。

製品ページはこちら

Category｜

mailto:info@life-is-tech.com
https://lifeistech-lesson.jp/
http://www.youtube.com/watch?v=mPHbr7QJFDE


サービスのメイン対象: 小・中・高・全て

価格: 無料

問い合わせ先: 製品の詳細については(gfe_sales@densan-s.co.jp)までお問い合わ

せください。

動作環境 :

Classroom で実現する観点別評価支援サービス

Ra:Class

Ra:Class(ラクラス）は、Google Classroom の課題管理効率化や観点別評

価を支援するWebアプリケーションで、 PC端末のGoogle Chrome ブラウザ

上で利用することができます。振り返り内容に対する感情分析・成績データ

の観点別自動集計・生徒の学習スケジュール管理などの機能により、定性

的要素の見える化や校務効率化まで実現することができます。また、教師と

して所属している全クラスの課題提出状況などをダッシュボードから確認す

ることもできるため、課題の未提出生徒に対して適切なタイミングでフォロー

することができます。

製品ページはこちら

Category｜校務支援

mailto:gfe_sales@densan-s.co.jp
https://www.dsk-cloud.com/solution/google-education


購入オプション:

学校でのサブスクリプション

※Google Workspace for Education Plus ライセンス
のご契約が必須　

利用状況（導入実績）:

350 人（麗澤瑞浪中学・高等学校、日本福祉大学付属
高等学校）

プロダクトアクセス:

Chrome (Website)

最低システム要件:

最新の Google Chrome ブラウザ

アプリ詳細

Googleとの連携:

Google Classroom API

Cloud Natural Language API



ミライシード

ミライシードは、GIGA スクール 1 人 1 台環境に最適な「オールインワ

ンソフト」です。

基礎学力の向上から、「主体的・対話的で深い学び」の支援、その学

習データの蓄積や効果検証までの一連の流れを全て実現します。ミラ

イシードが目指すのは、単なる学習ソフトではなく、新学習指導要領に

沿った学びを実現するための包括的なソリューションです。

製品ページはこちら

動作環境 :
サービスのメイン対象: 小・中

価格: 有料

問い合わせ先: 製品の詳細については school@mail.benesse.co.jp までお問

                            い合わせください

Category｜デジタルドリル

https://www.teacher.ne.jp/miraiseed/
mailto:school@mail.benesse.co.jp


購入オプション:

ユーザー単位サブスクリプション

利用状況（導入実績）:

300 万ユーザー、7,000 校以上

プロダクトアクセス:

Chrome (Website)

アプリ詳細

Googleとの連携:

Google SSO (OAuth)



i-FILTER@Cloud GIGA スクール版

動作環境 :

※本動画内 I-FILTER@Cloud 製品の内容です。

サービスのメイン対象: 小・中・高・大

価格: 有料（下記アドレスまでお問合せください）

問い合わせ先: 製品の詳細やお見積りについては epmkt@daj.co.jp までお問
　　　　　　  い合わせください。

i-FILTER@Cloud はクラウド型のフィルタリング ソフトウェアです。
高性能なフィルタリング DB を搭載しており、マンガや自殺サイトなど、学習に無関係な
サイト、不適切なサイトへのアクセスや Web からの未知のサイバー攻撃をブロックしつ
つ、調べ学習等に必要なサイトへのアクセスは妨げないため、学習の利便性低下させ
ず、安全で効率的な環境を実現します。
更にフィルタリングだけでなく、安全な学習を支援する様々なサービスも利用可能で
す。
また、キッティング作業も容易であり、学校での運用に適した環境を構築可能です。

【主な機能】
•有害サイトへのアクセスをブロック
•マルウェア感染があった際に、端末をインターネットから隔離
•モバイル端末の利用時間や各種ログを収集
•「ホワイト運用」による標的型攻撃対策

製品ページはこちら

Category｜フィルタリング

mailto:epmkt@daj.co.jp
https://www.daj.jp/es/lp/GIGA/
http://www.youtube.com/watch?v=Zq7mIdK7KpY


購入オプション:

ユーザー単位サブスクリプション

学校でのサブスクリプション

ディストリクトでのサブスクリプション

利用状況（導入実績）:

フィルタリングの導入済みの教育委員会のうち、全国
の 46%（2021 年 3 月時点）が
i-FILTER / i-FILTER@Cloud を導入

プロダクトアクセス:

Chrome Extention

アプリ詳細

Googleとの連携:

Google SSO (SAML)

Google Workspace Admin SDK

最低システム要件:

Chrome Extention が利用できること

その他のツールとのSSOなどの連携:

Google Workspaceアカウントを利用するこ
とで「DigitalArts@Cloud」統合管理画面で
のユーザー登録は不要となり、さらにパス
ワードレスで使用が可能。



テクノロジー パートナー リソース
Member level
注釈：テクノロジー  パートナーのリソースは第三者機関によって開発されたものであり、  Google による検
閲を経たものではありません。  ご利用にあたっては提供社のウェブサイト上で確認し、  不明点があれば
当該企業へお問い合わせください。



ネットトラブルから生徒を守る Web フィルタリング

InterSafe GatewayConnection 

動作環境: 

アダルト

SNS

ウイルス

禁止サイト

学習コンテンツ

【公共・校外学習】

FREE
４G 

【自宅】 【学校】

ポリシー設定

管理

時間別設定

グループ管理

ログ閲覧

有害なサイトなどへのアクセス管理をすることで児童生徒の安全な学習環
境を実現するクラウド型  Web フィルタリング  サービスです。

サービスのメイン対象: 小・中・高・全て
価格: 有料
問い合わせ先: 電話：03−5499−8045　メール：ssg@alsi.co.jp

※4 ※3 ※2 

国内主要携帯キャリア 3 社に採用

URL
データベース

サーバー構築不要

自宅・校外学習対応

遠隔で簡単導入

 

動画単位で制御可能！

※1　各種調査機関のデータを基にした弊社調べ 

※2　各種調査機関のデータを基にした弊社調べ 

※3　株式会社イード調べ  

※4　調査委託先 楽天リサーチ株式会社 

17 年連続、市場シェア No.1※1 

無償トライアルの詳細・申し込みは   こちら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

製品ページは   こちら　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Category｜

https://www.alsi.co.jp/trial/isgc/
https://www.alsi.co.jp/security/isgc/


動作環境 :

template

教育クラウドサービス

エデュキューブ

Category｜授業支援

サービスのメイン対象: 小・中

価格: 有料（お問い合わせください。）

問い合わせ先: 製品の詳細についてはこちらまでお問い合わせください。

GIGAスクール構想で導入された 1 人 1 台端末が、少しずつ使われてき
たという学校や自治体にお勧めのサービスです。

「使う」から「活かす」へ！
文房具のように使えるようになったら、次は”どう活かすか”が重要です。
そこをめざしたサービスがエデュキューブです。標準環境に追加するこ
とで、個別最適な学び・協働的な学びの実現を支援します。

製品ページはこちら

https://www.suzukisoft.co.jp/mail/
https://www.suzukisoft.co.jp/message/educube/


購入オプション:

ディストリクトでのサブスクリプション

プロダクトアクセス:

Chrome (Website)

アプリ詳細

Googleとの連携:

Google SSO (OAuth)

最低システム要件:

Chromebook が動作すること



　　　　　　　詳細はこちらをご確認ください。

プログラミング学習用ロボットキット

embot (エムボット）

「embot（エムボット）」は、子どもたちが楽しみながらプログラミングを学ぶことができる「プログ

ラミング学習用ロボットキット」です。

ダンボールと電子工作キットでロボットを作り、アプリでプログラムを作って動かすことができま

す。プログラミング アプリは 5 段階のレベルに分かれています。レベル 1 で順次処理を学び、

レベル 2 以降では視覚的にプログラムの流れを把握できるフローチャート形式でプログラミン

グの基礎（反復・条件処理）を学ぶことができます。

フローチャート形式でのプログラミングは、授業でも教えやすく、子どもも直感的に理解しやす

いとご好評いただいております。

総合の時間での利用だけではなく、理科・算数・音楽など様々な教科でご活用いただいており

ます。embot for education 公式ホームページでは、授業の実践事例や指導案の他、無料で

ご利用いただける体験ドリルなども公開しています。ドリルは、アプリ内のシミュレーターを使っ

てプログラミングを体験いただける内容となっており、多くの先生方に、教材採用をご検討いた

だく際にご利用いただいております。　　　　

●embot for education 公式ホームページはこちら。

●小学校を中心としたプログラミング教育ポータル「みらプロ」にも指導案を掲載いただいてい
ます。こちらからご確認ください。
●embot プログラミング体験ドリルはこちらをご確認ください。

動作環境:
サービスのメイン対象: 小・中

価格: プログラミング アプリ:  無料、ロボット :  希望小売価格 6,600 円（税込）

問い合わせ先: 詳細は sales@e-craft.jp にメールでお問い合わせください。

Category｜プログラミング

https://www.embot.jp/education/product/
https://www.embot.jp/education/?utm_source=google-e&utm_
https://mirapro.mext.go.jp/lp_nttdocomo.html
https://www.embot.jp/education/special/drill/
mailto:sales@e-craft.jp


購入オプション:

ユーザー単位サブスクリプション

フリーバージョン

利用状況（導入実績）:

複数の自治体・教育委員会や学校など

プロダクトアクセス:

Native App (Android)

アプリ詳細

Googleとの連携:

Chromebook での動作

最低システム要件:

アプリが動作するタブレット端末・PC など



キーボー島アドベンチャー

サービスのメイン対象: 小・中

価格: 無料

問い合わせ先: 製品の詳細についてはこちらからお問い合わせください。

動作環境 :

全国約 72 万人の小学生が挑戦している無料サイトです。各級を試合形
式で勝ち抜いていき、夢中になってプレイするうちにキーボード入力スキ
ルが自然と身に付きます。

製品ページはこちら

Category｜タイピングツール

https://www.suzukisoft.co.jp/mail/
http://kb-kentei.net/


購入オプション:

フリーバージョン

利用状況（導入実績）:

約 72 万人(2021 年 9 月現在）

プロダクトアクセス:

Chrome (Website)

アプリ詳細

Googleとの連携:

Chromebook での動作保証

最低システム要件:

Chromebook で動作すること



Qubena 小中 5 教科

Qubena（キュビナ）は、AI が児童生徒一人ひとりの習熟度や定着度

に合わせて最適な問題を出題するアダプティブ ラーニング（個別最適

化）教材です。問題に合わせて手書き・多肢選択など様々な解答方式

を用意しており、タッチパネルに対応した PC やタブレット端末とイン

ターネット環境があればどこでも学習ができる Web アプリケーションで

す。先生用の管理画面では児童生徒の学習履歴をリアルタイムに確

認できます。小学校・中学校の主要 5 教科に対応しており、全国の小

中学校 1,800 校、約 50 万人にご利用いただいています。

製品ページはこちら

動作環境 : サービスのメイン対象: 小・中

価格: 有料 / 自治体一括採用 : 月額 1 アカウント当り～600 円

問い合わせ先: 製品の詳細についてはこちらからお問い合わせください。

Pdf用
に

調
整

済

学校採用 : 月額 1 アカウント当り～1,000 円

Category｜デジタルドリル

https://qubena.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeN75OeZYhzmUWMHIpmC_ZOMXfNNMTGaU4Y0KBrTwkD1dBnjA/viewform


Googleとの連携:

Google SSO (OAuth)

購入オプション:

ユーザー単位でのサブスクリプション

利用状況（導入実績）:

全国の小中学校 1,800 校で 50 万人が利用
（主な導入自治体: 東京都世田谷区、愛知県名古屋
市、福岡県北九州市など）

プロダクトアクセス:

Chrome (Website)

アプリ詳細

最低システム要件:

最新の Google Chrome ブラウザ

その他のツールとの SSO などの連携:

Microsoft

タッチペン（スタイラスペン）の互換性:

EMR, USI, AES, 
※使用する端末によって互換性のあるタッチペンは異なります



スクール版シンクシンク

世界 150 カ国 120 万人のユーザーに利用される家庭向け思考力育成ア
プリ「シンクシンク」のスクール版です。思考力を育てる 1 回 
3 分のミニゲーム形式の教材を 100 種類 15,000 問収録し、問題は、空
間認識・平面認識・試行錯誤・論理・数的処理の 5 分野から構成されて
います。
全ての問題・ステージに回数無制限で挑戦でき、生徒毎の進捗が確認
できる講師用ダッシュボードをご利用頂けます。また、本アプリを用いた
思考力教育の導入に関する実証実験では、学力や IQ への大きな効果
が確認された他、学ぶ意欲や自己肯定感といった非認知能力にもポジ
ティブな影響を及ぼすことが実証されています。

製品ページはこちら

動作環境 : サービスのメイン対象: 4~10 歳

価格: 有料（月額制）

問い合わせ先: ワンダーラボ 株式会社（info@wonderlabedu.com）

Category｜

https://think2app.hanamarulab.com/school/index.html
mailto:info@wonderlabedu.com


ティーファブタイル

生徒の画面一覧サービスです。

・一斉操作を必要とする場面での置いてけぼり防止

・お手本となる生徒を探しての発表

に活用出来ます。ソフトのインストール不要。デスクトップ画面、

Google スプレッドシート、スライド、Google Jamboard 等、全ての画

面の表示が可能です。リモートのゲストティーチャーに生徒の画面一覧

を渡す事も出来ます。学校向けの 1 年間無料おためしプランあり。

製品ページはこちら

動作環境 :
サービスのメイン対象: 小・中・高・大

価格: 無料/ 有料

問い合わせ先: https://tile.tfabworks.com/contact/ もしくは株式会社ティー

                           ファブワークス TEL 04-7189-7406 までお問い合わせください。

TFabTile（ティーファブタイル）

Category｜授業支援

https://tile.tfabworks.com/
https://tile.tfabworks.com/contact/


Googleとの連携:

Google Classroom Share ボタン

購入オプション:

ユーザー単位でのサブスクリプション

学校でのサブスクリプション

ディストリクトでのサブスクリプション

フリーバージョン

利用状況（導入実績）:

100 校以上

プロダクトアクセス:

Chrome (Website)

Chrome Extension

アプリ詳細

最低システム要件:

Windows,Mac の場合は Google Chrome ブラウザのみ。
iPad の場合は TFabTile アプリが必要。



navima

サービスのメイン対象: 小・中

価格: 有料（オープン価格）

問い合わせ先: navima のホームページ

(https://solution.toppan.co.jp/education/service/navima.html）のお問い合わせ

フォームよりお問い合わせください。  ※2021 年 4 月より提供を開始します

動作環境 :

イメージ画像またはキャプ
チャ＆動画

ドリルだけでは実現しない、多彩な機能で子ども中心の学びを

個別最適化されたドリルや子ども同士での学び合いを促進する授業支

援機能を搭載したデジタル教材プラットフォームです。

ドリルは子どもたちそれぞれに合った問題を出題、またおたすけ動画で

分からない部分を自分で解決できる機能を搭載しております。

また先生たちが児童生徒の習熟度を可視化できる機能を搭載し、子ど

もたちそれぞれのペースの学習体験をご提供します。

製品ページはこちら

　他推奨ブラウザ
（製品ページ参照）

Category｜デジタルドリル

https://solution.toppan.co.jp/education/service/navima.html
https://navima.jp/


購入オプション:

学校でのサブスクリプション

ディストリクトでのサブスクリプション

利用状況（導入実績）:

【自治体】 
東京都町田市、大阪府大阪市 、宮城県仙台市、　 静
岡県袋井市、他40自治体  

【学校】 
東京学芸大学附属竹早小学校 、京都教育大学附属桃
山小学校

プロダクトアクセス:

Chrome (Website)

最低システム要件:

＜Chromebook＞ 
対応 OS: Chrome OS、画面解像度: 1366×768 以上
対応ブラウザ: Google Chrome  
＜Windows＞ 
対応 OS: Windows10、画面解像度: 1280x800 以上
対応ブラウザ: Google Chrome, Microsoft Edge, Internet Explorer
＜iPad＞
対応OS: iPadOS13 以上、画面解像度: iPad の仕様に準ずる
対応ブラウザ: Safari  

※ Chrome OS は 2021 年 4 月時点の最新のバージョンとします。 
※ ブラウザおよび、Excel は、開発元サポートが終了した場合、推奨環境対象外となります。
※ 管理者は Microsoft Excel 2016 以上を、一部登録機能で使用します。 
※ Internet Explorer 11 をご利用の場合、一部機能に制約があります。

アプリ詳細

Googleとの連携:

Google SSO (SAML)



ニューコース学習システムは、創業から  70 年余、学校現場に寄り添った教

材の開発を行ってきた学研が、そのノウハウを活かして開発したパソコンや

タブレットで学習する  ICT 教材です。

解説ムービーやドリル、プリントなど複数のコンテンツが用意されており、児

童生徒一人ひとりのスタイルにあわせた学習ができます。

　また、取り組みたい単元にすぐたどり着ける画面構成や、児童生徒が直

感的に操作できるデザインにしているため簡単な操作でご利用いただくこと

ができると共に、 Google Classroom と連携させることで、成績や宿題の管

理も一元化することができます。

　ニューコース学習システムは、教員と児童生徒の「使いやすさ」「わかりや

すさ」を追求した、初めて ICT教材を導入する学校におすすめのサービスで

す。

製品ページはこちら

サービスのメイン対象: 小・中

価格:  有料

問い合わせ先: 製品の詳細についてはお問合せフォームから。

小中学生向けICT教材

ニューコース学習システム（株式会社学研教育みらい）

動作環境 :

Category｜デジタルドリル

http://www.gakken.jp/dc/NC/
https://pf.gakken.jp/user/op_enquete.gsp?sid=MIM&mid=003998VF&hid=4QwN02Ky9_0


購入オプション:

学校でのサブスクリプション

利用状況（導入実績）:

全国の小中学校

プロダクトアクセス:

Chrome (Website)

最低システム要件:

Chrome OS: Google Chrome
Windows 10: Google Chrome、Edge
iOS: Safari

アプリ詳細

Googleとの連携:

Google Classroom API

Google SSO (OAuth)



タブレットの特性を活かし、紙とペンのように自由に手書きができるリア

ルタイム授業支援アプリです。任意の PDF や画像などを印刷すること

なく配信できるため、教科・単元を問わず汎用的に活用でき、コストや

労力の削減にも役立ちます。手書きの他にも、写真、動画、音声、Web 
ページなどをページに貼り付けられ、多彩な表現が可能です。また動

作が軽快でリアルタイム性に富み、先生と生徒の双方向でリアルタイ

ムに画面を共有できます。一斉学習、個別学習のほか、グループやク

ラス全体で同じページを同時編集できる協働学習にも対応していま

す。クラウドベースのアプリであるため、インターネットにつながりさえす

れば遠隔地でもご利用いただけます。

製品ページはこちら

動作環境 :

MetaMoJi ClassRoom
リアルタイム授業支援アプリ

サービスのメイン対象: 小・中・高・全て

価格: 有料（オープン価格）

問い合わせ先: 製品の詳細については info_ep@metamoji.com までお問い合

　　　　　　  わせください。

Category｜

https://product.metamoji.com/education/
mailto:info_ep@metamoji.com
https://www.youtube.com/watch?v=W57ZjpxKBm8


MESH™

MESH は、センサーやスイッチなどの機能と身近なものを組み合わ
せ、プログラミングすることで、さまざまなアイデアを形にできるツール
です。
新しい仕組みを生み出す創造力や、身の回りの課題を解決する思考
力など、これからの時代に必要な力を身につけることができます。
Gmail や Google スプレッドシートと組み合わせることも可能です。人
の動きを感知したら自動的にメールを送信したり、定期的に温度と湿
度を記録したりなど、IoT の仕組みを手軽に作成できます。

製品ページはこちら

動作環境：                           
　　　　　　　詳細はこちらをご確認ください。

サービスのメイン対象: 小・中・高・大

価格: MESHアプリ：無料 、MESH ブロック：6,090 円～（税込希望小売価格）

問い合わせ先: 製品の詳細についてのご質問やお見積もりやトライアル、ご購

　　　　　　入に関するご相談についてはこちらまでお問い合わせください。

Category｜プログラミング

https://meshprj.com/jp/
https://meshprj.com/start
http://www.youtube.com/watch?v=sWfwUZf-Dio
https://support.meshprj.com/hc/ja/articles/115000795827


購入オプション:

アプリケーションは無料。

センサーなどハードウェアは購入。

利用状況（導入実績）:

全国 190 以上の自治体で小中学校において採用。高
校、高等教育機関（大学・専門学校等）での採用多数。

プロダクトアクセス:

Chrome (Website)

Native App (Android)

最低システム要件:

ブラウザ版: Chrome OS 89 以降　
アプリ版: Chrome OS 90 以降 または Android 6 以降　
※ブラウザ版はアプリをインストールすることなく利用可能。  
※ブラウザ版の利用には  MESH ブリッジが必要です。  
※アプリ版の利用には  Bluetooth 4.0 以降が搭載した端末が必要です。

アプリ詳細

Googleとの連携:

Gmail



テクノロジー パートナー リソース
Global Partners
注釈：テクノロジー  パートナーのリソースは第三者機関によって開発されたものであり、  Google による検
閲を経たものではありません。  ご利用にあたっては提供社のウェブサイト上で確認し、  不明点があれば
当該企業へお問い合わせください。



Explain Everything Whiteboard

ExplainEverything  はリモートティーチングのためのワンストップホワ
イトボードです。ビデオレッスンを共有したり、コラボレーションしたり、
ホワイトボードをライブキャストしたりできます。

製品ページはこちら

サービスのメイン対象: 小・中・高・全て

価格: 無料

問い合わせ先: 製品の詳細については（connect@explaineverything.com）までお問

い合わせください

動作環境 :

Category｜

https://explaineverything.com
mailto:connect@explaineverything.com


WeVideo

クリエイティブな表現と生徒の取り組みをどの教科、
学年、教育環境でも引き出す

WeVideoは世界中で何百万人もの生徒や教育者に使われている、操
作が簡単なマルチメディア創作プラットフォームです。WeVideoは独創
的なプロセスで生徒が必要不可欠なスキルを学習する力を与えます。

製品ページはこちら

サービスのメイン対象: 小・中・高・全て

価格: 30 日間の無料トライアル / 年間 $299 USドルでユーザー 30 名から開始

問い合わせ先: 製品の詳細についてはこちらまでお問い合わせください

動作環境 :

Category｜

https://www.wevideo.com/education?utm_source=google-for-education&utm_medium=google-slides&utm_campaign=japan-gfe-2021
https://pages.wevideo.com/contact-education-specialist?utm_source=google-for-education&utm_medium=google-slides&utm_campaign=japan-gfe-2021
http://www.youtube.com/watch?v=1RqmcO8u6hE


製品タイトル

Creativity Tool

学校教育向けのICT利活用を支援するツールです。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊紹介テキストが入ります＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

製品ページはこちら。

対象者: 小・中・高・全て

価格: 無料

問い合わせ先: 製品の詳細については（　アドレス　）までお問い合わせください。
動作環境 :

イメージ画像またはキャプチャ＆
動画

image

製品ロゴ



アプリ詳細
購入オプション :
Subscription per classroom
Subscription per school
Subscription per district
Free version
Teachers can create one library which 
allows their students to create 40 books. 
All the main editing and sharing features 
are included in that one library.

利用状況:
毎月のアクティブユーザー : 100万 MAU

Googleインテグレーション:   

Google Classroom API

Google Workspace Drive API

Google SSO (SAML/OAuth)

プロダクトアクセス:

Website

Android app running on Chrome OS

デバイス要件:

GoogleChromeブラウザーv49.0 +および最小画面幅600pxおよび/
または最小高さ570px。

スタイラスの互換性:

このアプリはEMRスタイラスと互換性があります。 (USI/AES)

サードパーティの統合:

BookCreatorは、LTIとCleverを介したシングルサインオンをサポート

しています。

template



title

製品ページはこちら。

対象者: 小・中・高・全て

価格: 無料/ 有料

問い合わせ先: 製品の詳細については（URLまたは問い合わせ先）までお問い合わせくださ

い。※お任せします。
動作環境 :

イメージ画像またはキャプ
チャ＆動画

製品ロゴ

製品紹介テキスト

template


