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スクールタクトでできること

スクールタクトとは？

児童・生徒の学習状況をリアルタイムで把握！
さらに回答をお互いに共有することで「学び合い」を実現する
授業支援クラウドです

基本操作

・ブラウザだけで簡単起動
　→どの端末からもアクセス可能

・リアルタイムに画面確認
　→自身または他の人の画面を状況に応じて
　　一覧で見ることができます

・ボタンひとつで学習スタイルを変更できる
　→1つの授業内で個別学習・協働学習に
　　簡単に切り替えられます

・学習の履歴がポートフォリオで残せる
　→学びの軌跡を知ることができ
　　振り返りや評価に最適です。 ▲スクールタクトのイメージ

スクールタクトの特徴紹介

①一斉学習
児童生徒の理解度を把握しながら授業を進めた
り、ペーパーレスな授業を展開できたりします。

②協働学習
「協働的な学び」として、ボタン一つでお互いの
考えを見合える場を作ることができます。密にな
らずに、学び合いや探究学習に取り組むことがで
きます。

③個別学習
「個別最適な学び」として、一人一人が課題に向
き合あう環境を作りつつ、教師がサポートできる
場を作ることができます。

④反転学習
事前に課題を配布することができるので、
反転授業や宿題としても活用ができます。

多彩な授業スタイル

▲各授業スタイルに対応しています
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白紙・プリント配布方法

　白紙は自由度が高く、児童生徒にアウトプットするシーンや、アイデアを書く場にするなど、あ
らゆるシーンで活用することができ、慣れてしまえば1分程度で配布ができます。
　プリント配布は、朝の学習などの基礎学習を定着させるために使うほか、社会科などのカラー資
料を配布する際にも活用できます。教室前に大きく提示するのではなく、一人ひとりの端末上に表
示し、学習することによってそれぞれが着目したい箇所に集中できます。

①白紙配布

②プリント配布

①白紙配布

課題を作成しよう

▲ワークシートや自作資料の活用

課題作成6



「朝ノート」 「定期テスト勉強」 「シンキングツール」

▼人気テンプレートのご紹介　
全学年、全学年、全てでキーワードは「　　　」言葉で検索します

課題テンプレート配布方法

　課題テンプレート配布は、現場で実際に使われている課題をすぐに使うことができるのでとても
便利です。その数は、日々増え続け、現在6900点以上です。職場の先生とぜひ「お気に入り」の
課題テンプレートを探してみてください。

課題テンプレートを使おう

①朝の気分に合う天気の
マークを囲み、一言を絵
や文で表す。
②友だちと見せ合って交
流する。

①単元の終わりやテスト
期間中にまとめ活動を行
う（直接書き込み・ノー
ト撮影も可）
②友だち同士でまとめた
内容を閲覧しあって交流
する。

①先生が授業内容に応じ
て特定のシンキングツー
ルを配布する。
②児童生徒は、内容に
沿って、書き込んだり、
図形を動かしたりして考
えるヒントとする。

課題作成7



みんなで意見を共有しよう

共同閲覧モード

　自分以外の他の児童生徒の回答が閲覧できる機能です。クラスみんなで意見を共有したい時や、
新たな視点を得たい時に便利です。また、何を書けばよいか迷った時にも友達の回答を閲覧するこ
とでヒントが得られ、無回答を防ぐことができます。
　さらに、「いいね」やコメントを送り合うことで、モチベーションを高めたり考えを深めたりす
ることもできます。

協働学習

　先生が配布した課題に児童生徒が取り組みます。
先生は手元の端末で回答一覧を確認しながら、全体
に声がけをしたり、困っている児童生徒がいたらサ
ポートをしたりします。

①各自が課題に取り組む

　1クリックで共同閲覧モードに変えることができ
ます。1時間の授業の中で何度も切り替えられるの
で、課題に集中する時、意見を共有する時とタイ
ミングに合わせて授業スタイルを変えることがで
きます。

②共同閲覧モードにする

　共同閲覧モードは様々な教科や場面で使うことができます。国語・道徳では主人公の気持ちや行動について
考えを共有したり、算数・数学では図や式など様々な表現方法の考え方にふれることができたりします。なか
なか自分の考えが書けない児童生徒がいた場合、共同閲覧モードにしておくことで、ほかの児童生徒の答えを
参考にして、自分の考えを書くことができます。このように場面に応じて使い分けると効果的です。

ポイント

③お互いの回答に「いいね」やコメントする

課題は白紙や課題テンプレートを使うと便利です▶

　共同閲覧モードにすることで、児童生徒は自分以
外の回答も見ることができます。児童生徒同士が、
お互いに「いいね」やコメントを送り合うことで
普段とは違う人間関係を築くことができます。ま
た、自分の考えに対して、誰かがリアクションを
してくれているということが、学びに対して大き
なモチベーションとなります。

コメントに対して返信することもできます▲

プラスワン！コメント欄を上手に活用するためには？
　「コメント欄が荒れてしまいそうで心配…」先生方
からそんな声をお聞きします。コメント欄を使う際に
は、どんなコメントをすると良いかをクラスであらか
じめ話し合ったり、1人につき１コメントのみとする
などルールを決めておくと防げたという事例が報告さ
れています。
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みんなで新聞作成をしよう

共同編集モード

　一つのキャンバスに複数人で書き込みをすることができます。総合的な学習の時間の発表資料や社会
の新聞作りなど、グループで資料作成する際に便利な機能です。
　個人のキャンバスで書いたものをグループの代表者のキャンバスにコピーして貼り付けることなどが
でき、共同作業を効率よく行うことができます。

協働学習

　グループ内でどこの部分を書くかなど分担を話し
合い、自分のキャンバスに調べたことを書き込みま
す。

①各自が自分のパートを作成する

　個々の作業が終わったら、共同編集モードに切
り替えます。グループの代表者のキャンバスに、
自分のキャンバスの内容をコピーし貼り付けてい
くことで、グループの新聞が完成します。

②共同編集モードにする

　個々のキャンバスをコピーして代表者のキャンバスに貼り付ける方法のほかにも、始めから代表者のキャン
バスにみんなで直接書き込んでいく方法もあります。グループで話し合いながら作業を進めたいときなどにお
すすめの方法です。模造紙などの場合と違い、書き込んだ文字や画像を簡単に消したり編集したりできる点が
便利です。

ポイント

　新聞が完成したら、グループで発表します。プレ
ゼンテーションモードにすることで、キャンバス画
面を大きく見せることができます。
　プレゼンテーション中もコメントやいいねのやり
取りができるので、双方向性のあるプレゼンテー
ションを実現することができます。

コメントに対して返信することもできます▲

※GIGAスクール版ではご利用いただけません。

③プレゼンテーションモードで発表する
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みんなのキーワードを分析しよう！

　環境問題について、興味のあることや知って
いることなど、一人ひとりのキャンバスに言葉
を書いていきます。その後、ワードクラウドで
どんな言葉が挙がっているか見ます。
　ワードクラウドは、先生が共同閲覧モードに
切り替えることで、児童生徒も見ることができ
ます。そうすることで、クラス全体で、環境問
題についてどのような言葉を知っているか、可
視化することができます。
　また、学習する前と後で、ワードクラウドで
比較すると、変化を読み取ることができます。

▲「環境問題」について書き出した例

①ブレーンストーミングをしよう

　ワードクラウドの特徴は、どういったキーワー
ドが使われているか分析できることです。中央に
集まって大きく表示されている言葉は、児童生徒
が注目しているキーワードで、学習の振り返りで
書いた場合、学習のポイントとなる言葉が集まっ
ていることになります。
　また、周辺にある小さなサイズの言葉に着目し
た時、学習とは直接関係のないキーワードだった
時には、その言葉を書いた児童生徒が、学習内
容をしっかり理解できていないことが分かりま
す。スクールタクトの場合、気になるキーワード
をクリックすると、書いた児童生徒が分かりま
す。学習の振り返りを通して、よりきめ細やかな
フォローをすることができます。

②学習の振り返りで実践しよう

　ワードクラウドは、言葉に着目することで、児童生徒の理解度や着眼点に注目することができます。教科学
習以外でも「よりよいクラスにするために大切なことは？」など、学級活動で使うことで児童生徒がどんな思
いや考えを持っているのか、可視化することができます。

ポイント

▲算数の学習の振り返り例

　　　▶言葉をクリックすると
　　　　その言葉を書いたキャンバスを
　　　　絞り込んで見ることができる

ワードクラウド

　ワードクラウドとは、テキストボックスに入力されたキーワードを一覧で表示する機能です。
　使われている回数が多いほど、そのキーワードが大きく表示されます。選択した課題のページの
み分析を行い表示します。
　皆でアイディアを出し合い、どういったキーワードに多く着目しているか分析したいとき、その
物事を説明するのにどういう言葉が使われているのか着目したいときにお使いいただけます。

応用機能

※GIGAスクール版ではご利用いただけません。
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学習の振り返りをしよう

　先生は、単元の中にルーブリック評価を作成することができます。
ルーブリック評価は、2段階～4段階まで作成でき、評価基準を先生が
設定することができます。また、評価形式を「自己評価」「先生評
価」「先生・自己評価」の3つから選ぶことができ、授業に応じた使い
方ができます。
　評価後、先生や児童生徒はその評価に対してコメントを記入できま
す。また、これらの記録は、ポートフォリオ画面で見ることができる
ので、児童生徒は単元の振り返りとして、先生は単元の評価材料とし
て活用することができます。

▲ルーブリック評価の画面
　2～4段階の評価を選択後、
　下に先生、児童生徒はコメントを
　記入することができます

自己評価・先生評価で学びを蓄積

　今日の授業の理解度「よくわかった、わかった、わからなかった」など授業の振り返りや理解度の把握とし
て、シンプルな使い方から始めることもできます。

ルーブリック評価

　ルーブリックとは、児童生徒の学習到達度を評価するための基準を表にしたものです。
　授業や課題に取り組み始める時に、先生から児童生徒に該当授業や課題での評価基準をルーブ
リックとしてわかりやすく明確に伝えます。そうすることで、生徒も達成すべき目標が明確化さ
れ、意欲的に授業や課題に取り組むことができます。
　授業後には、自分がその目標を達成できたかどうか自己評価することで、自分の学びの振り返り
を行うこともできます。

応用機能

◀ルーブリック評価の作成は
　新規課題作成の手順と同じところから
　作ることができます

▲ポートフォリオ画面から、児童生徒のルーブリック
　評価を一覧で見ることができます

プレゼンテーションの場合
・スピーチの構成（順序、組み立て など）
・内容（メッセージ、根拠 など）
・スライドの構成（見やすさ など）
・話し方（視線、スピード、抑揚、間 など）
など、それぞれの項目について、基準を設定し
基準に到達していたかどうか、評価をします。

ポイント

ルーブリック評価の例

※GIGAスクール版ではご利用いただけません。
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協働学習をメタ分析する

　スクールタクトでは、「共同閲覧モード」「共同編
集モード」を使うことで、児童生徒の協働学習をより
活発にすることができます。さらに、発言マップの機
能を使うことにより、児童生徒の協働学習のつながり
を可視化することができます。
　例えば、「誰のページが一番閲覧されているのか」
「誰が一番コメントしているのか」「孤立している児
童生徒はいないか」など、リアルタイムで見ることが
できます。それにより、先生は、教室内で声かけをし
て児童生徒をつなげたり、活動を促進させたりするこ
とができます。
　このように、協働学習を「雰囲気」ではなく、確か
な「つながり」としてメタ分析することができます。 ▲発言マップ　児童生徒のつながりを可視化したもの

　コメントやいいね、閲覧回数などで児童生徒の交流の
　様子を見ることができる

　児童生徒の関わり合いをメタ認知して、客観的に分析できたり、期間を通して変化を見取ったりすることが
できます。児童生徒のつながりを可視化する分析ツールです。

発言マップ

　以下の３つの児童生徒間の交流の様子を課題ごと、もしくは授業ごとに可視化できる機能です。
　・誰が誰の回答にコメントをしたか
　・誰が誰の回答にいいねを送ったか
　・誰が誰の回答を閲覧したか
　協働学習などで、児童生徒のやり取りやクラスの人間関係などを可視化することができます。

応用機能

ポイント

QUアンケートと組み合わせる
　hyper-QUやWEBQUと組み合わせることで、児童生徒の様子をより深く
知ることができます。hyper-QU（紙面実施）、WEBQU（コンピューター
実施）は、よりよい学校生活と友達づくりのためのアンケートで、学校生
活意欲尺度（友人との関係・学習意欲）や、学級満足度尺度（友だちから
認められているか）、ソーシャルスキル尺度（人との関わり）を測るため
のものです。最近では、いじめの実態調査などの活用例があります。
　これらのアンケートによる児童生徒が感じている学級の所属感や学習意
欲、友人との関係と、発言マップによる実際の活動の様子を比較すること
で、どの児童生徒に、どのような支援が必要か分析することができます。
　例えば、右のレーダーチャートのように、学習意欲は高いが、友人関係
や学級雰囲気があまり高くない児童生徒は、課題はしっかりと行うが、友
だちとの関わりが薄いことが考えられます。実際に発言マップを見ると、
友だちからはたくさん「いいね」やコメントがあっても、その子は友だち
にコメントをしていない場合、そして、その子が「侵害行為認知群」にい
る場合、どのような支援が必要か先生方で対応を考えたりするときに活用
できます。　
※WEBQUは株式会社WEBQU教育サポートのシステムです。｢まなびポケット｣を経由してのご契約が別途必要になります

侵害行為
認知群 満足群

不満足群
非承認群

要支援群

▲学級の状態を見るためのプロット図

※GIGAスクール版ではご利用いただけません。
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スピーチ動画の提出

　「動画をキャンバスに貼ることはできません
か」という問い合わせをいただきますが、コメ
ント機能に動画を貼り付けることで、より便利
に使うことができます。
　例えば、英語のスピーチを提出する場合、
キャンバス場面にはスピーチ原稿を書き、コメ
ント欄に動画を提出します。
　共同閲覧モードにして友だちからコメントを
もらった後、改めて動画の撮影をすると、前の
スピーチと見比べることができます。また、ス
ピーチを見て、ALTがコメント欄に動画でアド
バイスを送ることもできます。
　このようにコメント機能を使うことで、やり
取りをタイムライン形式で残すことができま
す。

▲英語スピーチの提出例
　

コメント機能で動画を提出

動画・ファイル共有

　コメント欄や授業チャットに動画や音声ファイルを貼り付けることで、スピーチ動画などを簡単
に提出することができます。
　また、先生は、「ファイルを共有」「リンクの共有」を使うことで、簡単に児童生徒にファイル
を送ることができます。またこの機能は、開封確認もできる仕組みになっています。

応用機能

　「リンクの共有」などを使うことで、スクールタクトはポータルサイトとしての使い方もできます。また、
動画や音声提出も含め、すべてスクールタクト上で課題提出を完結させることができます。

ポイント

ポータルサイトとして使う
　授業枠で教科から「その他」を選び、授業名
を「ポータルサイト（学びの入り口）」にしま
す（下図）。そして、児童生徒がよくアクセス
するURLを「リンクの共有」で設定します。
　例えば、タイピング練習のページや、まなび
ポケット、Googleクラスルームといったサービ
スのリンクを表示しておきます。

▲ポータルサイトの例
　先生がURLを入力して「リンクの共有」ができる

◀赤枠を押すと
　ビデオ撮影することができる

*500MBまで動画などのファイルを添付できます。
*500MBは720pサイズでの撮影で約10分程度です（端末によって異なります）。
*GIGA版は100MBまでとなります。
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まなびポケットとの連携

　まなびポケットをご契約の場合、まなびポ
ケットの「チャンネル」機能を使って、課題の
URLを貼り付けます。
　複数の課題がある場合やスクールタクト以外
の課題がある場合など、チャンネルの投稿欄に
URLを貼り付けることで、児童生徒がスムーズに
課題にアクセスすることができます。
　まなびポケットでは、その投稿を「課題」に
設定したり、「予約投稿」をすることができま
す。

*チャンネルは、先生がクラス内に自由に作ることができます。
また、グループごとにチャンネルを設定できます。

▲まなびポケットの「チャンネル」に投稿します。

チャンネルにURLを貼り付け

他システムとの連携
　スクールタクトは、まなびポケットやGoogleとシングルサインオン（SSO）連携をしています。
また、SSO連携していない場合でも、スクールタクトのURLをまなびポケットのチャンネルや、
Google Classroomの「リンクの追加」で課題を送ることができます。

応用機能

　URLを「チャンネル」や課題の「リンク」に挿入することで、児童生徒は簡単にスクールタクトの課題にア
クセスできるようになります。ショートカット機能のようにぜひお使いください。

ポイント

Google Classroomとの連携
　GoogleとのSSO連携をしている場合、以下の
ことができます。

①スクールタクトで作成した授業枠が、自動的
　にGoogle Classroomに反映されます。
②Google Classroomに登録した児童生徒がス
　クールタクトに紐付けられます。
③スクールタクトで課題を作成･配布すると、
　Google Classroom内に自動的に課題が配信
　されます。
④児童生徒はGoogle Classroomから課題にア
　クセスし、課題を提出します。
⑤スクールタクトで課題を提出すると、Google
　 Classroomも課題提出済みとなります。
⑥先生がGoogle Classroomで採点して返却す
　ることができます。

▲Google Classroomの連携
　スクールタクトから自動的に課題が配信されます

*シングルサインオン（SSO）連携･･･Googleなどのアカウントでスクールタクトを利用できる仕組み

　GoogleとSSO連携をしていない場合、課題を作成し、右の「追加」の「リンク」から
スクールタクトの課題のURLを挿入すると、配信することができます。ただし、SSO連
携と違い、課題の提出･返却はGoogle Classroomとスクールタクトで連携されません。
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国語「1枚の写真から」

教科での利用

　普段の授業でどのようにスクールタクトが使われているかの事例をピックアップしてご紹介いた
します。紹介されている事例は一部ですが、他の校種や教科でも実践できる内容ですのでぜひ参考
にしてください。

事例紹介

①作品を写真に撮りスクールタクトに　
貼り付け

　1枚の写真をもとに物語を創作し、創作した
作品を写真に撮り、スクールタクトに貼り付け
て提出します。カメラ機能を使うことで、紙教
材と併用して授業を行うことができます。

　第二次世界大戦・太平洋戦争について調べた内容
に関する感想をスクールタクト上でまとめます。
クラスの回答をワードクラウドで分析することで、
どのキーワードが使われているかを可視化すること
ができます。

①調べた内容に関する感想をまとめる

②作品を共有して相互交流

　共同閲覧モードにして作品を共有し、いい
ねやコメントを送り合うことで対話的な学習
を実現できます。「発言マップ機能」を用い
ることで、先生は児童生徒間の交流の様子が
把握でき、児童生徒主体の授業展開を企画す
ることができます。

※GIGAスクール版では「発言マップ」はご利用いただけません。

社会「第二次世界大戦と日本」

②関係図を書く

　第二次世界大戦・太平洋戦争のまとめを概念化
し、図に表します。先生はスタンプ機能を用いて評
価をします。

※GIGAスクール版では「ワードクラウド」はご利用いただけません。
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理科「動物の分類」

事例紹介

①動物の分類をします

　課題テンプレートを使って、それぞれの動物
を分類していきます。動物の画像が動くように
なっている(ムーブパーツ)ので簡単に分類をす
ることができます。

　ドリルの問題に取り組みます。黒板に現在の自分
の取り組み状況を掲示し、先生への質問や児童間で
の教え合いを行います。

①課題への取り組み

②意見の共有

　他の生徒の分類方法を参考にし、自分の分類
を見直します。回答一覧から発表を行う生徒を
ピックアップします。回答が一覧で確認できる
ことで、気になる分類をしている生徒の回答を
意図的に選ぶことができます。

算数「協働的ドリル学習」

②振り返り
　問題が終わった児童は、これまで学んだ内容につ
いて振り返りをします。スクールタクトを用いるこ
とで自分だけではなく仲間の振り返りにも目を通す
ことができます。

　共同閲覧モードに切り替え、生徒同士でどう
分類したかを共有します。他の生徒の回答を見
ることで、それぞれが着目している分類の視点
を把握することができます。

③分類の再検討

③次の問題への取り組みと仲間への支援
　終わった児童は、新たな問題に取り組むか、解き
終えていない仲間にアドバイスを行うかを選択しま
す。問題に取り組んでいる児童は、黒板やスクール
タクトを参考にして、進捗の早い仲間に質問をしま
す。
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朝ノート

教科外での利用

　朝自習の時間など、授業外での利用やスクールタクトの操作に慣れるための活動で使える方法を
ご紹介します。

事例紹介

①朝の会でテンプレートを配布

　課題テンプレートから「朝の会」で検索し
てテンプレートを配布します。児童は朝の気
分を文字・イラストなどで表現します。

　「修行」で課題テンプレートを検索して配布
します。「移動編」「お絵かき編」「多機能
編」に分かれておりますので、児童生徒のレベ
ルに応じて使い分けてください。

テンプレートを配布

②朝の気分をクラスで共有

　共同閲覧モードにし、お互いにコメントを
送り合います。発言が苦手な児童生徒も自分
を表現しやすくなったり、普段関わることの
少ないクラスメイトともスクールタクト上で
交流できたりと、クラス内の交流を活性化す
ることができます。

スクールタクトで修行だ

　こちらで紹介した事例の他にも様々な授業実践事例がありますので、下記URLまたはQRコードを
ご参照ください。　

       https://qr.paps.jp/2QRur

ポイント
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職員会議　×　ペーパーレス

　職員会議に参加する教職員全員を受講生と
して登録し、資料を配布します。
　資料共有をすることだけでなく、状況に応
じてメモを取ったり、コメントのやりとりを
行うこともできます。

▲情報やメモなどの共有が可能です。

意見交流を行う

　授業外のペーパーレス化を行うことは、時間短縮や紙の節約に繋がります。また、意見の共有の際もとても
簡単にできるようになります。まずは使える場面があった際に少しずつ活用してみてください。ちょっとした
手間を減らせることがICT活用の良さの一つです。

校内のペーパーレス化
　授業外でペーパーレス化をするメリットは大きく3つあります ①資源削減ができる ②共有する
ツールとして活用できる ③全体で使うことによって、職員全体のICTに対する理解度・認知を高め
られることです。これを機会に、授業外でもぜひご活用してみてください。

校内活用

研究授業　×　ペーパーレス

ポイント

①PDFの指導案を貼り付けて配布を行い、資料　
を共有（捺印やホッチキス留めの作業減）

②授業中の児童生徒の様子を回答一覧より観察

③資料を縦に貼り付けることで、左右にメモを　
記すことが可能

④研究会の際の意見の共有

資料と意見の共有をひとまとめに

▲受講生に「先生」を追加後、
　【受講授業】から課題を開く

▲共有されたPDF資料に直接メモを書いているイメージ
良い点は赤、改善点は青のように色分けしてメモも可能

◀②や④で意見共有をしている際の回答一覧イメージ
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先生同士で授業を見合う

　「担当授業」の隣にある「全授業」をクリック
すると、他の先生の授業を見ることができます。
お互いの教材作りを参考にしていただけます。

＜活用例＞
　①他の先生の授業内容を見て参考にする。
　②学年団で児童生徒を見取る

▼全授業を押した際の画面

　スクールタクト上で、全ての児童生徒の学びを見ることができるため、全職員でサポートすることができま
す。また、お互いの教材を見合うことで校内での授業実践が共有しやすくなり、授業力向上へとつながります。

全授業の使い方

　「全授業」タブでは、校内の授業がすべて閲覧できるようになっています。
　先生同士で教材を共有したり、お互いの授業枠を見て高め合ったり、児童生徒の学びの様子を全
校でサポートすることが、スクールタクト上からできます。

校内活用

課題を複製しよう

ポイント

▲授業枠や課題を閲覧することが可能

▲左記②〜④の説明

　隣のクラスと同じ教材を使ったり、教材作り
を分担したりした場合、｢課題の複製｣をするこ
とで、すぐに教材を共有することができます。

①「全授業」で他の先生の授業枠をクリック
②　課題の右下縦３点マークをクリック
③「課題の複製」をクリック
④　自分の教科・授業・単元を選択

　同じ学年で、同じ教科を分担して受け持って
いたり、学年内で共通の教材を使いたいとき
に、お使いいただけます。
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先生方のICTスキルを高めたい

　スクールタクト内に「活用ライブラリ」
がオープンしました。動画で解説した授業
実践動画や、先生方にすぐに使っていただ
く資料が公開されています。

▲スクールタクト内からアクセスできます

活用ライブラリを利用する

　スクールタクトは、日々の先生方の授業作りを応援しています。児童生徒の学びをより充実したものにして
いくために、今後も毎月、「活用ライブラリ」のコンテンツを増やしていきます。「こういうコンテンツが欲
しい」などの要望も、ぜひお寄せください。

校内研修での活用

　ICT教育推進を研修テーマに掲げていたり、児童生徒の「主体的・対話的で深い学び」などを
テーマとしている場合、スクールタクトを使って実証研究することができます。また、先生方の
ICTスキルを高める資料も公開しています。

校内活用

　児童生徒が主体的に学んだり、協働学習で対話的な学びを
していくためのツールとして、スクールタクトの以下の機能
が挙げられます。※GIGAスクール版ではご利用いただけません。

共同閲覧モード いいね・コメント 発言マップ

ワードクラウド 吹き出しマーク 直線･曲線ツール

　これらの機能を組み合わせることで、これまで実践してき
た授業を、より高度な角度から可視化したり分析したりする
ことができるようになります。
　それぞれの機能の使い方は、本冊子の他のページをご参照
ください。また、「こういう検証をしたいが、なにかいい方
法がないか」など、ご一緒に考えさせていただきますので、
ぜひお問い合わせください。

シンキングツール ルーブリック評価

児童生徒の主体的･対話的で深い学びの実現

▲指導案や説明動画を公開しています

▲物語教材の登場人物の心情曲線の例
　直線ツールを使って、心情曲線を表現したり
　吹き出しで説明を加えたりできる。
　また、コメント機能で友だちと考えを深めた
　り交流したりすることができる。

ポイント
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GIGAスクールパックについて

◆ GIGAスクールパックとは
　GIGAスクールパックとは、文部科学省が提唱する「GIGAスクール構想」に合わせ、
NTTコミュニケーションズとレノボ・ジャパンが共同開発したパッケージプランで
す。詳しい説明、また、導入のお問い合わせやお申込み方法はまなびポケットホーム
ページをご確認ください。
　GIGAスクールパックを導入した場合、スクールタクトのGIGAスクール版をご利用い
ただけます。その場合、一部機能に制限があります。
　

◆ GIGAスクール版について
　GIGAスクール版をご利用の場合、トップ画面左上の三本線からメニューを開くと、
一番下に『GIGAスクール版』と表示されています。

利用が制限される機能
・表示課題数（成績CSVダウンロード、ポートフォリオ含む）：直近 6 ヶ　
月以内に作成・配布された課題のみ（ 6 ヶ月より前の課題はグレイア　ウ
トして閲覧できません）
・児童生徒同士の回答閲覧・編集：共同閲覧のみ（共同編集不可）
・ファイル共有：アカウント毎 100 MBまで（マイドライブ、課題のコメ　
ント欄、授業チャットにアップロードされたファイルが対象です）

利用できない機能
・Web 画像検索 ・タイマー ・発言マップ
・ルーブリック評価 ・ワードクラウド



活用ライブラリ



漫画・利活用・セミナー


