
2023年2月 カシオ計算機株式会社

学校関係者様向け『ClassPad.net』ご紹介資料

主体的な学びを支援する「ClassPad.net」は、ICT教育推進への効果が評価され、

第19回日本e-Learning大賞「GIGAスクール特別部門賞」を受賞しました。

登録サポート
実施中！
登録サポート
実施中！

新年度に全教科で簡単にICT活用授業が出来ます

https://www.elearningawards.jp/index.html


このままだと、

ICT教育が進んでいる他校に

追いていかれそうで心配…

生徒にもっと質の高い

授業をおこない、

変化する社会に対応できる力を

身につけて欲しいと

感じているのだけれど…

先生方、こんなお悩みはございませんか？

✓ 1人1台端末を導入したけど、どう活用すればよいのか、わからない。

✓ 様々なアプリケーションやツールを導入しすぎて、使いこなせない。

✓ オンラインでも質の高いコンテンツを導入したい。
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ClassPad.netを導入したら…

電子辞書“EX-word”から厳選した学習コンテンツや

視覚的に数学を理解するツールを

お手持ちの端末から手軽に利用できる！

オンラインでも質の高い

コンテンツを導入したい。
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ClassPad.netはどの授業でも使える

オールインワンアプリのため

複数のアプリの使い分けが不要！

様々なアプリケーションや

ツールを導入しすぎて、

使いこなせない。

ClassPad.netなら学習に必要なコンテンツと

デジタルノートが一体化しているため、

これ一つで授業を効率的かつ効果的にサポート！

1人1台端末を導入したけど、

どう活用すればよいのか、

わからない。



ClassPad.netとは？

どうやって使うの？

画像やPDFファイル、辞書の検索

結果などを駆使して、自分で考え

ながらノートにまとめることで効

率的に思考力を身につけることが

できます。

お使いの端末(PC/タブレット/スマ

ートフォン)からオンライン辞書を利

用できるため、授業中でも手軽にオ

ンライン辞書を使って用語の確認や

知識を深めることができます。
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「デジタルノート機能」を使って、

授業や調べもののまとめも楽々！

「オンライン辞書機能」を使って、

授業や宿題に辞書コンテンツを活用！

デジタルノートで作成したふせん

は先生・生徒間で送受信できます

ので紙のプリントを配布、回収す

る手間を省き授業を効率化できま

す。

簡単な操作で作成したグラフや

図形を使い視覚的に解説するこ

とで、複雑な数学の問題の理解

を促進します。

「授業支援機能」を使って、

宿題の配布～返却までオンラインで完結！

数学ツール「ClassPad Math」を使って、

複雑な問題も視覚的に分かりやすく解説！



英語 国語 数学 理科 地歴 公民 総合
英和辞典 国語辞典 公式集 物理 歴史総合 現代社会 百科事典

和英辞典 古語辞典 化学 日本史 政治・経済

総合英語 漢和辞典 生物 世界史 倫理

ワークシート 国語便覧 地学 地理

✓ 高校向け電子辞書販売実績No.1 EX-wordから厳選

✓ 英和/和英/国語/古語辞典は選択可能

英語 国語 数学 理科 地歴 公民 総合

豊富なコンテンツを搭載
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高校6教科対応 23コンテンツ
〈 2023年ラインナップ 〉



追加購入コンテンツ
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単語帳

ユメタン

システム英単語

英単語ターゲット

キクタン

電子書籍
〈164コンテンツ〉

数・理

その他

高校 定期テスト 得点アップ問題集 英文法 改訂版

英文解釈教室〈新装版〉

英語

国語

社会

入試に出る漢字と語彙2400 改訂版

別冊ＮＨＫ俳句 保存版 名句鑑賞アルバム

高校 定期テスト 得点アップ問題集 歴史総合

教科書要点ズバっ！新編 新しい社会 歴史

高校 定期テスト 得点アップ問題集 物理基礎 改訂版

高校数学公式活用事典第五版

日本人が知りたいイギリス人の当たり前

最新版 論文の教室 レポートから卒論まで

※上記は一例です。販売書籍は随時更新されます。

新ユメタン0、新ユメタン1、新ユメタン2、新ユメタン3

改訂版キクタン英検®2級、改訂版キクタン英検®準2級

改訂版キクタン英検®3級、キクタン GTEC®Basic & Advanced両対応

英単語ターゲット1900 6訂版、英単語ターゲット1400 5訂版

英単語ターゲット1200 改訂版、TEAP英単語ターゲット

システム英単語 5訂版（霜 康司・刀祢 雅彦）

学習者の目的やニーズに合わせて、様々なコンテンツを追加購入することができます

※英検®は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。また、本製品は公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、
その他の検討を受けたものではありません。
※「GTEC」は、株式会社ベネッセコーポレーションの登録商標です。この商品・サービスの内容は、株式会社ベネッセコー
ポレーションの承認や推奨を受けたものではありません。
その他の会社名・商品名は、各社の登録商標または商標です。



使用環境

※目安バージョンより新しいバージョンであれば動作を保証する
※ブラウザ設定（本サービスのフロントエンドサービスは、ブラウザに以下の設定が適用されていることを前提とする）
Javascript 有効

Cookie 有効
TLS1.2 通信有効

※画面解像度
パソコン・タブレットの推奨環境：1280×1024px以上
スマートフォンの推奨環境：縦向きで利用

推奨ブラウザ

対応機種
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提供会社 ブラウザ名 動作 目安バージョン

Google Google Chrome 〇

最新バージョンMicrosoft Microsoft Edge 〇

Apple Safari 〇

カテゴリ デバイス OS Ver

パソコン

Windows Windows 

最新バージョンと1つ前のメジャーバージョンまでMac macOS

Chromebook Chrome OS

タブレット iPad iPadOS 14以降

スマホ
（EX-wordモード、ClassPad Mathのみ）

iPhone iOS 14以降

Android Android 10.0以降



導入校の先生の声①

英作文の課題提出と添削でClassPad.netは大活躍

する。問題を教員側から「授業支援機能」を使っ

て送信し、生徒が各自で保存。手書きやキーボー

ド入力で解答を記入し、菅原教諭に送信する。菅

原教諭は送信されてきた順に添削し生徒に返信。

それを受け取った生徒は問題や自分の解答、添削

やコメントを、ClassPad.netのデジタルノートに

貼り付けて学習のプロセスを可視化できる。オン

ライン辞書の検索結果も合わせて貼り付ければ、

自分だけの学習ノートが完成する。

ClassPad.netを使うようになり課題提出や返却のスピードが一気に上がった。

「これまではノートを回収して次の授業までにチェックしないと返却できず時間

の制約が大きかった。しかし、デジタルになると課題ができた生徒から送信する

ので、教員もすぐ添削して次々に返却ができる」（菅原教諭）。

日々の授業においてもClassPad.netは紙のノートでは実現できなかった新たな学び

のあり方をもたらしている。英語の新出構文をより深く理解するためにYouTube上

の洋楽のミュージックビデオのリンクを生徒に送信すれば、生徒は後で再生してそ

の構文が歌のどこで使われているかを確認できる。画像やPDFファイルを共有した

り、それをデジタルノートに貼り付けることもできるため、多様なメディアを駆使

した英語学習が進められる。生徒の学び方もClassPad.netのデジタルノートを使う

ことで、よりクリエイティブに変化してきたと菅原教諭は感じている。かつては生

徒のノートを見れば、教師の板書が写されていた。だが、机間巡視で目に入る生徒

のデジタルノートは、生徒が自分で理解したプロセスを残すものに変化している。

「よいノートの作り方に答えはない。生徒一人ひとりが使いやすいノートを作る。

それが正解」（菅原教諭）。授業と家庭学習がClassPad.netによってシームレスに

つながることで、生徒の課題提出も積極的になっている。

「他の授業でもClassPad.netを使って提出物をやり取りしたい」という生徒の声に

動かされ、他の教科の教員が使い始める例もあり、ClassPad.netは学校全体のICT活

用の起点になっている。

現在、高校向けには6教科22コンテンツを利用でき、英語科以外の主要教科での活用

が期待されるところだ。

菅原隆平 教諭

常葉大学附属橘高等学校教諭
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提出の締切時間も決められるので、提出状況

のチェックも一覧で可能になる。

その結果、業務の効率化が進み、授業準備に

割くことのできる時間が増えた。
※著作権は日本教育新聞社に帰属いたします
※記事、画像等の無断転載はお控えください

日本教育新聞 2022年2月21日掲載

英作文の課題提出はペーパーレスで 生徒のノートや学び方が変わる

導入校の先生の声 / 事例紹介



導入校の先生の声②

「さまざまな学習支援ツールがある中で

も大きな違いは、辞書機能が付いている

ことです。もともと本校ではEX-wordを

購入している生徒も多く、これが手元に

あるタブレットで即時に使え、自分たち

のノートに貼り付けて保存もできる。し

かも双方向コミュニケーション授業にも

対応しているのが魅力でした」こうした

辞書機能に着目する理由は、今の中高生

の語彙力に課題を感じているからにほか

ならない。言葉の意味を知るだけでなく

、類語や例文へと知識を広げられるのが

辞書のよさ。それに加えて、ノートに保

存して自宅でも振り返りできることが生

徒の語彙力を向上する力になると考えた

のだ。

そんなデジタルノートは、紙のノートと変わらない使用感で手書き入力がで

きるとともに、使いたい辞書を呼び出して検索し、得られた結果を「ふせん

形式」で保存できるのが特徴。また、画像ファイルやWebページのリンクも

同様の使い方ができるため、自分で調べたことをまとめたり、思考を整理し

たりするのに最適なツールになっている。

では、具体的にどんな活用をしている

のか。田口教諭は古文の大学入試に向

けた演習授業を例に説明する。「答え

を導き出すには、なぜその答えにたど

り着いたかというアプローチが大切に

なります。今までは教員が板書や口頭

で説明していましたが、生徒がどうや

って答えを出したかについて知るには

一人ずつ生徒に聞くしかありませんで

した。そのため、答えは合っているが

、そこに至るまでの理解が伴っていな

い生徒が多かったのです」と課題を挙

げる。

しかし「デジタルノート機能」なら、配信した課題に対し生徒が送り返した回答は一覧表

示できるため、教員は進捗状況を即座に把握できるし、生徒も仲間の回答から他の意見を

捉えることができるという。

その上で、正解を紐解く文法のテクニカルな部分はノートに書いて説明してあげると、生

徒はその言葉の意味を辞書機能で調べ始める。分からないことは自ら調べ、それをまた自

宅などで復習することによって確かな知識になるのだ。「大学入試の問題は言葉の意味と

解答にたどりつくプロセスを理解しなければ対応できません。情報を共有するだけなら他

にもツールはありますが、辞書で言葉を調べて、そのアプローチから答えを導き出すのは

ClassPad.netじゃないとできないと感じました 」

▶︎各教科での更なる活用拡大に期待している

古文の演習問題。

生徒からの回答は一覧表示できる。

浦和実業学園中学校・高等学校

田口純平教諭
(国語科、AL・情報管理主任)
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他の学習支援システムにはない辞書機能に注目 辞書で言葉を調べて、そのアプローチから答えを導き出す



すぐに使える事例：板書負担軽減、録音/カメラ機能
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PDFファイルを表示、配布することで、

毎回板書する手間を省き授業時間を有効活用出来る

板書代わりに

ふせんに音声の録音・再生が出来るので

スピーキングの練習、課題提出に最適

音声の録音・再生

搭載している教材も板書代わりに表示することで、

板書の時間を軽減し、考える時間を長く出来る

板書代わりに

課外授業で撮影した写真や動画、

美術や書道で作成した作品の写真をそのままノートに取り込める

課外学習や実技に



すぐに使える事例：様々なシーンでの授業効率化、課題の配布・添削
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WEBページ、YouTube動画、地図をデジタルノートに貼り、

情報の収集、整理・分析、まとめ・表現に活用

探究的な学びに

複数のふせんを線でつなぎ、スライドショーにすることができるので、

簡単に発表準備をさせることができる

発表シーンに

送受信機能でワークシートを授業の中で生徒に配布、提出させる事で

プリント配布の効率化

授業中のスピーディな課題配布

生徒が提出した課題を添削して返却することが即座に可能

一覧で表示できるため管理も簡単

課題の添削や返却



導入事例のご紹介ページのご案内

～下絵の線画の添削にClassPad.netを有効活用～

https://casio.link/3X4pSvm
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ClassPad.netの活用事例や

導入校のインタビューをご紹介しています。

『遠近法』を正しく理解しながら風景画を描く授業 基礎文法の内容確認の授業

～ClassPad.netを活用した、生徒を飽きさせない試み～



導入までのフロー

日常的な操作や設定に関するお問い合わせには、

電話またはお問い合わせフォームにてサポートデスクが対応いたします。

アップデートもインターネット経由で弊社がおこないますので、

学校様やご利用者による面倒な作業・ご負担はございません。
アフターサポート

STEP 4
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サービス導入後、ご要望に応じて学校様個別の講習会を実施しており、

授業でしっかりと使えるようサポートいたします。

ご希望の場合には、クラスや授業等の登録作業も弊社にて対応可能です。導入・登録サポート

STEP 3

必要に応じて弊社担当者が本サービスやプラン、

お申込み方法についてのご説明に伺います。

製品の使い方から導入方法まで何でもお気軽にご相談ください。サービスのご提案

STEP 2

基本機能を無料でご利用いただけるトライアル版を新年度までの間お試しい

ただけます。

トライアル版は先生お一人様からご利用いただけます。トライアル版のご利用

STEP 1

※お申し込みは次ページをご覧ください。



無料のトライアル版を提供中！
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※教師の方はオンライン辞書機能も1ヶ月間貸出し可能です
（ご希望の方は、担当営業もしくはお問い合わせ先までご連絡ください。）

基本機能②

授業支援機能

https://casio.link/3GY3TkP

トライアル版のお申し込みは

こちらより！

まずはClassPad.netをお試しください！

基本機能①

デジタルノート機能

詳細はClassPad.netホームページにて 〉〉〉

基本機能③

数学ツール

「ClassPad Math」

https://classpad.net/jp/trial/


お問い合わせ
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サービス・導入・アフターサポートに
関するお問い合わせ

https://bit.ly/3vFKo9V

ご興味をお持ちの学校様、訪問でのご説明をご希望の学校様は、

こちらからお気軽にご連絡下さいませ

登録サポートも
実施中！

※お電話でのお問い合わせ先

教育推進部 教育推進室 TEL：03-5334-4435

https://bit.ly/3vFKo9V

