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Collaborative Learning Software

▼PenPlus Classroom

PenPlus Classroom

授業支援ソフト

『送って・撮って・比較して発表』が簡単にできる授業支援ソフト

◀「伝えることでより深
く理解できるようになっ
た」「気付かなかったこ
とが分かるようになっ
た」という気付きを得た
り、学びを実感できる授
業をサポートします。

特徴・機能 ／ feature

OS
簡易操作＆
高速レスポンス

Windows ／ iPad OS ／
Chrome OS 対応※1

カメラ／
ビデオ機能

先生画面
ライブ配信※2

標準モード／
応用モード選択

PenPlus for Education
電子黒板ソフトと連携※3

PenPlus Classroom 授業支援ソフト

「個」「グループ」「全体」の学習スタイルをサポート

対話的で活発な学習活動に向けて
学級内で話し合いを行う場面においても、タブレット上で考えを
書き込んで発表することで、電子黒板に 1 人ひとりの考えを大き

▼活用方法

く映し出すことができます。同じ考えや違う考えについて理解し、
自分の考えを深めていく学習に生かすことができます。子供たち
の対話的で活発な学習活動をサポートします。

※1 iPad OS と Chrome OS は、サーバーレス版の児童・生徒用ソフトに対応します。
制度）をご確認ください。
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※2 著作権のあるコンテンツを授業目的で配信する場合は、SARTRAS（授業目的公衆送信補償金

※3 先生用ソフトに PenPlus for Education 電子黒板用手書きソフトウェアが付属されます。切り取り配布やカメラ撮影画像の配布など、連携機能があります。

PenPlus Classroom

授業支援ソフト

1 人 1 台タブレット PenPlus Classroom

考えを伝え合い、多様な考えを理解する学習に
■問題配布・児童生徒画面の一括表示を簡単操作で
選択した児童生徒の画面のみを表示し、考えの比較が可能です。個々で考えたことを、グループ、全体で発表・共有・比較する場面で
活用できます。問題配布・回収や発表画面の拡大表示など、授業でよく利用する機能を簡単なボタン操作で行えるのも特徴です。
発表・まとめ用デジタルノート

ノートにまとめて提出
◀電子黒板

◀写真や Web ページで調べ
た内容を貼り付けて、デジタ
ルマイノートに自分の考えを
書いて提出します。※4

◀先生機端末

比較表示
▲先生画面に回答が一括して表示されます。学級皆で考えを共有・

カメラ・ビデオ

投票機能

グループ学習機能

学び合いに活用できる児童生徒用学習支援ツール

比較することができます。

学んだことを振り返り、次につなげる学習に
撮影した写真やビデオを自分のノートに読み込んで、振り返りに活用したり、調べた内容をノートに保存できます。個々で考えをま
※5
とめたり、発表の準備する際に活用できます。子供たちのあらゆる学習シーンをサポートする機能を是非活用してください。

UPDATE

デジタル暗記シート

マイノートに読み込みした教科書やプリントの
画面上に、マーカーを使って覚えたい部分に線

◀穴あき音読の練習などで
活用できます。

を引くだけで、暗記シート用の教材が完成です。
サポート情報

暗記シート機能を

▶動画でチェック

Windows

iPad OS

Chrome

カメラ・ビデオ

●

●

●

暗記シート

●

●

●

振り返り学習機能

●

●

●

製品情報 ／ product informaƟon
製

品

名

PenPlus Classroom Ver.3.1

PenPlus Classroom サーバー連係版 Ver.4.0

ライセンス形態

① 校内フリーライセンス版／② 1 教室ライセンス版

校内ライセンス版

型

① PNPCR31-ACFL ／② PNPCR31-AC1L

PNPCR40-ACSV

製品形態

サーバーレス版

サーバー連係版（Active Directory 連係）

製品概要

サーバー要らずで導入ができる授業支援ソフトです。
普通教室においてタブレットを活用した授業をサポー
トします。

Windows サーバーの AD によりセキュリティを保ち
つつ、学習内容に応じて個人・共有フォルダへ読み込
みや書き込みができます。

番

※4「八王子市立第十小学校 ― タブレットで考えを共有・映像資料を活用」活用事例より（https://mimio.penplus.gaia-edu.co.jp/casestudy/25）
※5 カメラ・ビデオ機能は、
Windows OS は 64 ビットのみに対応します。32 ビットには対応していません。ノートに貼り付けられた動画は回収できません。
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先生・児童生徒機画面 ／ teacher and students’ device

先生機画面

授業で便利な機能

手書きで添削＆児童生徒に返却
モニタリング画面

子供たちが提出した画面に、付属の電子黒板ソフ
トの手書きペンツールで添削し、その内容を児童
生徒の端末に戻してあげることができます。

グループ学習
グループ分け設定を行い、1 つの画面をグループ
で共有し、学習に取り組むことができます。グルー
プの画面に先生が参加することも可能です。

クイック配布
先生画面配信※1

先生用手書き
ペンツール

児童・生徒機画面

先生画面配信機能で画面をリアルタイムに子供た
ちに配信したり、タブレットのカメラで撮影した
画面をその場で配布することもできます。

授業中の支援・校外での活用も

デジタルマイノート※2 ※3 ※4
写真・ビデオ貼り付け

学習用ペンツールやカメラ・ビデオ機能を用いて
発表・まとめ用のノート作成が可能です。学習内
容を整理して保存し、
次回に再読み込みも可能です。

暗記シート機能
起動し、マーカーで覚えたい文書の一部をなぞる
と、その部分だけ文字などを隠すことができます。
例えば英語で穴あき音読の練習に活用できます。

オフラインでどこでも学習

学習者用
ツール

デジタルマイノート

PenPlus Classroom の紹介を

▶動画でチェック

授業外・校外で様々な機能をオフラインで利用で
きます。繰り返し見て観察、振り返って改善など、
学習の振り返りの場面で活用できます。

PenPlus for Education
電子黒板ソフト連携機能

・切り取り配布
・カメラ撮影＆配布
・添削＆個別返却他

※1 著作権のあるコンテンツを授業目的で配信する場合は、SARTRAS（授業目的公衆送信補償金制度）をご確認ください。 ※2 任意の場所への保存は 1 人 1 台モード設定時のみです。iPad OS
での保存／読込は端末への保存のみが可能です。 ※3 Windows OS は 64 ビットのみに対応します。32 ビットには対応していません。 ※4 ノートに貼り付けられた動画は回収できません。
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PenPlus Classroom

基本機能一覧 ／ remarkable features

機

能

授業支援ソフト

サーバーレス版／サーバー連係版共通

機能詳細

協働学習
白紙・問題・教材配布※5

白紙、
または科目ごとに用意されたテンプレートや事前に準備しておいた画像、Microsoft Word、
PowerPoint、PDFや動画ファイルなどを児童・生徒のタブレットに配布します。
（5MBまでの教材）

先生画面配信※1

先生のPC、
またはタブレットの画面をワイヤレス環境で、児童・生徒のタブレット画面にリアルタイム
で配信することができます。本機能はワイヤレス環境だけでなく、有線の環境でも利用可能です。

画面回収

児童生徒のタブレット画面を一斉回収し先生機に一覧で表示させることが可能です。
問題配布前に
タイマーで時間を設定すると、設定時間が経つと自動で配布した問題を回収することもできます。

比較表示

回収した画面一覧やモニタリング中の一覧画面から、選択した児童生徒の画面を拡大表示したり、
複数の画面を選択して並べて比較表示することがが可能です。
最大で9画面まで比較表示可能です。

モニタリング機能※6

「モニタリング」
タブで児童生徒機の画面をリアルタイムに確認できます。
机間指導しながら学習状況
を確認することが可能になります。Windowsの場合はデスクトップ画面もモニタリング可能です。

グループ学習機能

班分けした児童生徒同士で配布された問題に対して、
同時に書き込みや編集を行いながら学習する
ことができます。
作品作りや話し合いの場面で活用可能です。
グループごとの画面モニタリングも可能です。

ノート交換機能

児童生徒のホワイトボードの内容を、児童生徒間でノートの交換することができます。参加している
児童・生徒の名簿から送信するメンバーを選択して、考えや意見の発信・共有が可能です。

ノート保存／ノート読込

児童生徒のノートを学習終了後に保存ができます。個々のタブレットや任意の場所への保存が可能
※1
です。
また授業の初めに前回の内容を再度読み込んで途中から再開したり、振り返りができます。

投票・結果集計

投票問題・アンケートの画像ファイルを準備し、
児童生徒へ配布します。
内容に合わせて選択ボタンを表示
させ、
タブレットを使って回答が可能です。結果のグラフ表示や、
前回の結果と比較表示が可能です。

発

表

ペン・マーカー・消しゴム

配布された教材や白紙ノートにペンやマーカーの色や太さを選んで書き込み可能です。図形
ペンや消しゴムの利用も可能です。Windows版では暗記シート機能の利用も可能です。

カメラ機能

PenPlus Classroom生徒からカメラを起動させ、撮影した画像をその場でノートに取り込ん
で貼り付けます。撮影した画像をカメラロールから読み込んで貼り付けも可能です。※2

ビデオカメラ機能

PenPlus Classroom生徒からビデオカメラを起動させ、動画を撮影し、保存やホワイトボード
※3
への貼り付けが可能です。生徒発表やモニタリング機能を利用して動画による発表ができます。

オフライン学習機能

先生とは接続をせず、ネットワークに未接続の場合でも、オフラインモードでカメラ機能や発表
ノートを利用して学習することができます。編集中のファイルを保存し、次回に再開も可能です。

児童生徒機へのコマンド・各種設定
画面・メニューロック

先生が指示した時のみに操作ができるよう児童・生徒の操作画面をロックします。
メニューロックは、
メニューをロックしつつ、
画面の内容は表示させることができるので、
先生が説明をする時に便利です。

端末確認機能

先生の画面で各々の端末の電池残量・充電状態、無線LANの電波強度や転送スピードを確認
することが可能です。
（ iOSの場合は、無線接続の状態にあるか否かが確認できます。）

電源管理

先生機に接続された児童生徒機の電源を管理できます。電源ON（児童生徒機がWakeOnLanに
対応していること）、電源OFF、再起動やサインアウトの操作が可能です。
（ Windowsに対応）

標準・応用モード選択

活用場面や授業の内容に応じて、メニューをPenPlus Classroom先生の設定メニューから
自由に選択し、設定が可能です。
メニューの表示の文字・アイコン選択も可能です。

※5 児童・生徒機が Windows の時のみ、画像以外の教材ファイルも配布可能です。iPad OS と Chrome OS には、PDF 以外のファイルは配布されません。 ※6 iPad OS と Chrome
OS でモニタリングできるのは PenPlus Classroom 生徒のホワイトボード画面のみです。
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PenPlus Classroom サーバー連係版 Ver.4.0

基本機能一覧 ／ remarkable features

サーバー連係版のみに搭載されている機能です
機

能

機能詳細

サーバー連係版
Active Directory連係

児童・生徒個別のActive Directoryで管理されているユーザーIDでWindowsログインする
ことで、PenPlus Classroomに自動ログインができます。

個人フォルダでの保存

各児童・生徒のファイルや作品などを各フォルダに保存することが可能です。科目別、
日付から
ファイルを表示することができます。
進級しても個人フォルダに、
6年間分のデータが保存されます。

入学・進級・卒業処理

年度末、年度初めなどのタイミングで入学・進級・卒業のユーザー情報の更新とフォルダの整理を
PenPlus Classroom管理ツールから行うことができます。

ログイン方式の設定

ログイン方式をクラスごとに設定可能です。認証方法は、名前を選択してログイン、名前を選択後、
パスワードを入力してログイン、
またはユーザー名とパスワードを入力してログインから選択できます。

生徒共有ドライブの割り当て

PenPlus Classroom先生、
生徒を起動したときに、
ファイルサーバーの特定のフォルダをドライブ
マップすることが可能です。
生徒共通フォルダ、
学年別共有フォルダやクラス別のドライブマップができます。

製品仕様 ／ product specificaƟon

製

品

PenPlus Classroom Ver.3.1

名

ライセンス形態
型

校内フリーライセンス版

番

1教室ライセンス版

校内ライセンス版

PNPCR31-AC1L

PNPCR40-ACSV

PNPCR31-ACFL

製品形態

PenPlus Classroom サーバー連係版Ver.4.0

サーバーレス版

サーバー連係版（Active Directory連係）

動作環境【Windows】
対応OS

Windows 11/10 (32・64 ビット )※1

先生機CPU

Intel Core m3-6Y30 0.90GHz 以上

生徒機CPU

Intel Atom x5-Z8550 1.44GHz 以上
2GB 以上の空き容量のあるハードディスク

ディスク容量
メモリ

4GB 以上

動作環境【iPad ※2】
対応OS

iPad OS 13 以上

―

メモリ

２GB以上

―

iPad Air2 以降 (iPad Pro を含む）

―

対応OS

Chrome OS（Android 9.0）

―

メモリ

4GB以上

―

先生機と生徒機が同じ
ネットワークに接続

●

●

先生機と生徒機が同じ
ドメインへの参加

―

●

動作確認済み機種
動作環境【Chrome OS ※2】

構成上のポイント

パッケージ内容
価

先生用ソフト、児童・生徒用ソフト、手書きペンソフト PenPlus for Education

格

オープン

※1 Windows 32 ビット版ではビデオカメラ機能・動画貼り付け機能・映像比較機能・遅延再生機能は利用できません。※2 iPad OS と Chrome OS は、児童・生徒用ソフトのみに対応
しております。

株式会社ガイアエデュケーション
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〒107-0061 東京都港区北青山1丁目4番6号246青山
03-6809-3881

info@gaia-edu.co.jp

Web

