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■ EdTech ツールの概要

● 教科学習における個別最適化学習で知識・技能の習得を強力にサポート
● 小学校1年生～中学3年生の主要５教科における学習指導要領単元をカバー ※ （※国語の読解はありません。）

アダプティブラーニング

生徒一人ひとりに個別最適化した
問題を出題
人工知能はここを見ている！
・解答時間、解説ヒントの閲覧時間、

閲覧回数
・解答内容、解答プロセス
・学習履歴、過去の習熟度

間違え方に合わせてつまずきの
ポイントに導きます。

分散学習の個別最適化

人工知能が“忘れかけた頃” を狙って、
適切な復習問題を出題

履修知識の
繋がりから、効率良く
復習出来る問題を抽出

問題の習熟度、記憶度に
応じて復習すべき

タイミングをコントロール

+

・効率よく復習できる問題
・忘却タイミングを考慮して出題する
効果的に知識を定着

生徒の学習をクラウド管理

解いた問題の解答や解答時間、正答率
などの学習データは収集・分析され、
教員向けの学習管理ツール「Qubena
MANAGER」でリアルタイムに確認

できます。授業中の問題演習やテスト
家庭学習など生徒の学習をすべて
把握することで、適切な学習指導や
成績評価ができます。
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■ EdTech ツールの概要

「知識・技能」の
獲得と理解

個別最適化が必要な領域
↓

AIが得意とする領域

Qubenaが基礎学力養成を強力にサポートします
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■ 学校等教育機関の抱える課題

向上 朝学習/授業時間中/補習時間などひとりひとりの理解度に応じて
個別最適化学習を行い、学びに向かう姿勢を向上させたり、学力の平準化/
底上げ/向上を行いたい。

◆個別最適化学習による学びに向かう姿勢と学力の維持

教職員の労働時間の長時間化に対して、演習用のプリント作成等を含めた
授業準備、プリント回収後の 採点、記録等にかかる時間を削減したい。

◆教員の働き方改革
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■ EdTech導入補助金2021における活用事例

ねらい/効果：授業全体でICTを活用し、児童間の教え合いを活性化
・自分の考えをもたせてからグループで共有させることで、一人一人が自分の考えを伝え合い、筋道立てて説明をできるようにする。
・問題の情報整理、考察の時間にGoogle Classroomを活用。発表時間には児童の考察をモニターに映し、発表をスムーズに。
・定着のためキュビナワークブックにて練習問題。

先生による
問題の情報整理

10分

朝学習
ワークブック

10分

ワークブックを解く様子ICT学習支援ツールを活用した発表タイム

まとめ
ワークブック

5分

考察の時間
（各自）

10分
隣同士で発表 前に出て

発表

教科書
例題（各自）

10分

グループ発表10分

課題：協働学習に力を入れたいが知識定着の時間が取れない

Qubenaを使うことで一人ひとりが個別最適化された問題に取り組め、全員に効果的な時間が提供できます。
間違えた際につまずきの原因となる単元までさかのぼり問題を出題しなおます。

また、間違えた問題をそのままにせず、覚えるまで繰り返し同様の問題を出題しなおします。
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■ EdTech導入補助金2021における活用事例

ねらい/効果：授業全体でICTを活用し、児童間の教え合いを活性化
・用語とその意味をセットでワークブックで習得することで、用語説明の時間を削減
・先生は机間巡視しながらキュビナマネージャーを確認。間違えやすい問題は全体へ声掛け。
・”良い間違え方”をした生徒の解答をモニターで全体共有
・宿題はワークブックで配信。先生は採点不要で大幅な時間・工数削減を実現。

課題：毎日の演習・課題プリント作りに時間と工数がかかり大変

授業前：問題を選んで配信設定するだけで、指定の時間に生徒端末へ問題集を配信できます。
授業中：問題は一問一答形式、自動採点で進むので丸つけ不要です。
授業後：生徒の解答はすべて、管理画面でいつでも確認できます。
課題作成と採点業務の工数をQubenaを使うことで大きく削減することができます。

Qubena
ワークブック（基本問題）

20分

キュビナマネージャーをモニターで表示

同テーマ内新セクションの提示
分布図や雨温図の見方を解説

30分

ワークブックを解く

Qubena
ワークブック宿題

家庭学習
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■ EdTech導入補助金2021における活用事例

発表内容のふり返り
10分

正答率の低い問題を
中心に解説

15分

Qubena
ワークブック

20分

①協働学習のまとめの時間（小学校）

写真、分布図等からの
読み取り

10分

5分間復習
5分

②単元中盤での復習・定着（中学校）社会の例

③単元のまとめの時間（中学校）

情報整理
5分

解説
10分

統計資料などを
基にした考察

10分

解説
10分

単元のふり返り
15分

正答率の低い問題を
中心に解説

15分

Qubena
ワークブック

20分

授業内での活用例
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■ 補助事業において実施したサポート内容

学校

教育委員会 COMPASS

管理職：先生方への活用ご指示
教員：Qubenaを活用した授業展開

・サービス品質の維持・改善
・円滑な運用の支援

・教育行政への位置づけ・発信
・次年度へ向けた取り組み

・情報提供
・研修の実施
・サポート対応
・改善要望

・情報提供
・活用状況報告
・運用支援提案

・現場の声の共有
・改善要望

・Qubena活用の意義
位置づけの発信

・現場の声収集

全体図
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■ 補助事業において実施したサポート内容

通常Qubena活用支援

常時
・サポートサイト、コールセンターによるサポート（平日9:00~18:00）
・新機能実装時のお知らせ、活用支援資料の提供
・定期説明会、初心者レクチャー会（毎週木曜16：00～オンライン開催）、活用セミナー（不定期）
・TIPS動画の配信（YouTube）

担当のカスタマーサクセスが下記STEPで併走し、Qubenaの活用促進をご支援

導入 運用開始

・各学校で運用開始で
きるよう、導入研修の
実施や研修動画の提供

STEP1
導入～運用開始

・運用開始後の立ち上が
り状況をレポート化
・Qubenaを使い慣れる
ための独自施策の相談・
提案

STEP2
運用開始後1～2ヶ月

・定期的な活用状況の報告
・より利用率向上させていくための施策の相談・提案・施策効果
・次年度更新にかかる作業レクチャー
・活用状況や改善要望などのヒアリング実施と開発へのFB

STEP3
2ヶ月目以降～

翌年度

オンラインレクチャー会の様子
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■ EdTech導入補助金2021における導入実績

・設置者数 66
・学校数 511校

自治体・法人名 学校数 人数 自治体・法人名 学校数 人数 自治体・法人名 学校数 人数 自治体・法人名 学校数 人数

春日井市教育委員会 54 25,490 横浜市教育委員会 8 3,888 唐津市教育委員会 2 298 ひたちなか市教育委員会 1 813

長浜市教育委員会 36 2,219 石垣市教育委員会 7 1,090 廿日市市教育委員会 2 986 尾道市教育委員会 1 225

日田市教育委員会 30 3,449 松江市教育委員会 7 1,822 大崎市教育委員会 1 135 豊中市教育委員会 1 399

宇都宮市教育委員会 25 13,149 南相馬市教育委員会 5 843 日野市教育委員会 1 700 佐野市教育委員会 1 18

各務原市教育委員会 25 11,873 与那国町教育委員会 5 135 会津若松市教育委員会 1 257 高浜市教育委員会 1 485

新発田市教育委員会 25 7,721 うるま市教育委員会 5 1,834 加古川市教育委員会 1 747 川口市教育委員会 1 425

沼津市教育委員会 23 7,134 東大阪市教育委員会 5 1,464 つくばみらい市教育委員会 1 120 豊田市教育委員会 1 38

水戸市教育委員会 23 8,116 幌延町教育委員会 4 171 学校法人近畿大学 1 438 船橋市教育委員会 1 312

福山市教育委員会 20 5,984 焼津市教育委員会 4 1,230 鹿児島市教育委員会 1 70 北塩原村教育委員会 1 23

名張市教育委員会 19 5,896 長崎市教育委員会 4 1,209 箕面市教育委員会 1 618

秦野市教育委員会 17 8,628 福岡市教育委員会 4 1,756 羽曳野市教育委員会 1 380

島田市教育委員会 17 5,052 枚方市教育委員会 3 1,761 学校法人石川義塾 1 110

春日部市教育委員会 16 7,872 舞鶴市教育委員会 3 619 ＭＩＨＯ美学院 1 138

飯田市教育委員会 14 3,312
大崎上島町教育委員
会 3 201 学校法人昭和女子大学 1 663

鉾田市教育委員会 14 1,734 阿南市教育委員会 3 186 墨田区教育委員会 1 200

草津市教育委員会 13 7,385 静岡市教育委員会 3 254 学校法人池田学園 1 312

伊那市教育委員会 11 2,756 大豊町教育委員会 2 112 天津日本人学校運営理事会 1 15

能美市教育委員会 11 4,387 西米良村教育委員会 2 110 習志野市教育委員会 1 273

美里町教育委員会 9 1,673 尼崎市教育委員会 2 947 大和郡山市教育委員会 1 30
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■ EdTechツールの活用効果にかかる分析と考察

● 導入によって児童生徒の授業への参加姿勢や

取り組み姿勢の向上を教員が実感。

● 児童生徒も紙ドリルよりもわかりやすく継続して

学習したい意向。

● 教員が導入によって授業の準備や採点業務及び

生徒の学習状況の管理について負担が軽減したと実感。
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■ EdTechツールの活用効果にかかる分析と考察

【授業の負担軽減について】
⚫ 約7割の先生が生徒の学習状況の管理、授業の準備の負担が減ったと回答
⚫ 生徒の補習や採点業務に関しても半数以上の先生が効果を実感している。

【取り組み姿勢や学習意欲向上について】
⚫ Qubenaの利用で最も効果を感じられたのは「楽しんで学習するようになった」で65.1%。
⚫ 「学習意欲があがった」についても58.6%と他の項目と比較して大きく効果を実感している。

※回答者数
先生213人
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■ EdTechツールを活用した児童生徒・教員のコメント感想等

意欲的に復習するようになった。単元の学習を終える時間が短縮され、苦手な事を繰り返し学習すること
のハードルが下がった。様々な学習に興味を持つようになった。

自主学習等で計画的に自分に適した問題を選択し学習に取り組むことができるようになった。

【児童生徒の変化について】

プリントを印刷する時間が軽減された。また、採点する時間が、個別指導などの時間に充てることが
できたことが大きい。

課題を早く終わらせる子、時間がかかる子がいる中で、補充課題を準備する手間が省けるようになった。

【授業の負担軽減について】

教員の定性コメント
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■ EdTechツールを活用した児童生徒・教員のコメント感想等

児童生徒の定性コメント

【自分のペースで学習できる】
• 自分の間違っているところがすぐ分かる。解説が丁寧だから間違ったところを繰り返し練習できる。
• 自分のペースで進めていくことができるし、わからないという問題があっても 回答だけではなく、

解説も見ることができるのがよかった。
• 普通の授業だったらみんなに合わせてゆっくり進んだり先生の説明を聞いたりしないといけないけど、

これだったら自分のスピードで進めるから。

【学力や取り組み姿勢に関する変化】
• 自主学習や授業内での問題以外にも色んな問題があるので勉強になった。
• 勉強が苦手でも、紙で解くより楽しいし、解説も分かりやすく、やりたくなった。
• もっともっとキュビナで復習したりして学習を身につけたいと思った。
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■ EdTechツールの導入・運用における課題とその改善策

● 導入～運用開始までのタイミングが先生のICTリテラシーや苦手意識のありなしで差がでる可能性がある。

⇒利用開始にあたってのハードルをでき限り低くする取り組み。使用方法や豊富な授業案の提案。

● 運用サポートの施策に対して認知が十分にされていない。

⇒サポートを受けている先生の満足度は一定数あるため、先生との接点を増やす施策（認知向上）

⇒忙しい先生が自分のタイミングでインプットできるよう、動画資料の充実化。

※回答者数
先生213人
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■ 会社概要

COMPASSの想い

個別最適な学びを届ける

テクノロジーは日々進化し、これから数十年で私たちの生活も大きく

変化してくるでしょう。そのために、私たちは子供たちに新しい時代に

備えるための新しい教育環境を用意しなくてはいけません。

しかしまた、そのテクノロジーの進化により、子供たち一人ひとりの

成長・理解に合わせた教育を届けることが可能になりました。先生が抱

く「一人ひとりが大事で全員に理想的な学びを届けたい。」という想い

を実現する教材、それがQubenaです。

私たちはQubenaを通じて、誰一人取り残すことのない個別最適化され

た教育の提供と、様々な教育課題の解決に取り組んでまいります。

74名（2021円4月時点）

文京区小石川2丁目3-23春日尚学ビル3階

https://qubena.com/contact問合せ窓口


