
約1万校導入 毎日120万人が使う

生徒が主体的に学び合う双方向授業をつくり出す

「主体的・対話的で深い学び」に向けた
授業改善にピッタリ！

ロイロノート・スクール１つで、すべて完結します

双方向授業で学び合う

生徒一人ひとりの回答が瞬時に把握できるため、双方向型の学びがつくり

出せます。生徒の回答を共有して、互いに学び合う環境がつくれます。

シンキングツールで思考力が育つ

シンキングツール（思考ツール）で思考を可視化し、自分の考えを

プレゼンすることができます。思考力・判断力・表現力が育まれます。

英語４技能が育つ

録音・録画して提出できるので、英語の授業で大活躍！スピーキング、

リスニングの練習量を確保でき、個別最適化された学びが実現できます。

保存容量無制限のクラウド

動画・音声・写真・PDFなど、さまざまなメディアを無制限に保存できます。

学習履歴を蓄積することができ、卒業後もデータを閲覧できます。

無料で使える
ロイロWebフィルタ
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思考力・判断力・表現力の育成

つなげてプレゼン 学習履歴の蓄積 シンキングツール 協働学習

	▫ カードの中にカードを	
入れて組み合わせる
	▫ カードをつなげてプレゼ
ン資料作成

	▫ 授業のすべてを蓄積
	▫ カードを整理して学びを
振り返る
	▫ 学習意欲を引き出す

（思考ツール )

	▫ 思考の流れを可視化
	▫ アイディアの発散･収束
	▫ 新しい考えをつくり出す

	▫ 生徒同士のファイル交換
	▫ 複数人でデータを共有
	▫ １つのノートを複数人で
共同編集（2021年リリース予定）

双方向授業で学び合う

教材配付、通知、画面配信 回答を回収 生徒同士で回答を共有

	▫ 資料を一斉	/	個別に配付
	▫ 受信者に通知が届く
	▫ 全員に画面配信

	▫ 画面上で提出物を回収、添削
	▫ 生徒の提出物を一覧表示
	▫ 添削後､一斉	/	個別に返却

	▫ 生徒の提出物を全員に開示
	▫ 回答を共有して教え合う

回答結果を瞬時に集計 メディア編集自由自在 クラス管理

	▫ テスト/アンケートの回答を	
リアルタイムで表示
	▫ テストの自動採点
	▫ アンケートの自動集計

	▫ 動画・音声・写真・PDF､	
マルチメディアに対応
	▫ テキスト・手描きの追加
	▫ PDF	/	動画で書き出し

	▫ 生徒画面を一斉にロック
	▫ 生徒同士の通信を制御
	▫ 生徒同士のやりとり履歴を表示

双方向授業 思考を可視化 教員が見せたいページを見せられる

ロイロ Webフィルタも付属
授業ごとにデータを分けて自動保存

クラウド保存容量無制限

思考力・判断力・表現力の育成、業務負担の軽減

生徒が主体的に学び合う双方向授業を実現
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かんたんノート回収
ノートを写真にとって提出。
提出されたノート写真は一覧表示されます。
画面上での添削・返却も簡単です。

かんたん動画共有
その場で撮影した授業の動画を教員や他の生徒
に直接送れます。
保存容量無制限で使えます。

かんたん意見共有
提出箱に集まった意見をクラス全員で確認でき
ます。生徒同士で考えを共有できるので協働学
習が促進されます。

かんたんペーパーレス
パソコンで作成したWordやPowerPointの資料
もPDFにして生徒に配付できます。カラー資料も
印刷せずに共有できます。

かんたんプレゼンテーション
カードをつなげるだけでプレゼンテーション資
料が簡単に作成できます。自分の意見をまとめ
て、発表することができます。

かんたん理解度チェック
自動採点、自動集計ができるテスト､ アンケー
トが簡単に作れます。集計結果のリアルタイム
表示、Excelなどで使えるデータへの書き出しが
できます。

新しい考えをつくり出す
シンキングツール（思考ツール）を使うと、思考
の流れを可視化できます。
自他の考えを視覚的にとらえられるので、協働
学習が活発になります。

授業での活用法
まずはここから

使いこなす



4 ｜教科での活用法

  画面配信   ペンで隠しながら暗唱の練習
画面配信機能を使うと、教員の画面を生徒の画面に直接投影することができます。
画面配信した詩の一部を手描きのペンで隠します。それを音読させることで暗唱の練習ができます。

  テキストカード  文章読解、登場人物・場面の整理
テキストカードを使って、登場人物や場面の整理をすることができます。カードのコピーも簡単にできるので
人物関係図を作ったり、登場人物の心情を整理したりすることができます。

  録音   音読の聴き比べ
カードに音読を録音し、互いに聴き比べることができます。
音読の工夫を確かめあったり、正しく歴史的仮名遣いを
理解しているか、確認をすることができます。

  シンキングツール   文章作成
シンキングツールを使って、キーワードを整理しながら文章を組み立てていくことができます。
作文指導、小論文の作成にも役立ちます。

国語

教科での活用法



5教科での活用法｜

算数 / 数学

  資料箱   予習・復習・家庭学習をサポート
資料箱に動画・写真・PDFなどさまざまなメディアを保存しておくことができます。
課題や解説を資料箱に入れておくことで、生徒は自分のペースで予習・復習ができるので、家庭学習の
サポートにつながります。

  提出箱   クラス全員の解答を確認
クラス全員の回答を、生徒同士で見ることができます。
他の生徒の考え方に触れることで、互いに学び合う環境がつくれます。

  テストカード   問題の相互演習
テストカードを使って、生徒同士で互いに問題を出し合うこともできます。
生徒自身で問題を作成し、互いの問題を解くことで協働的に学習内容の理解を深めることができます。

  シンキングツール   解き方の整理・まとめ
シンキングツールを使うと、生徒が解に至るまでの考え方を整理することができます。
回答共有の機能で、互いの答えを見ることができるため、他の生徒の解き方から学ぶこともできます。



6 ｜教科での活用法

社会

  資料箱   よく使うワークシートや白地図をいつでも参照
資料箱によく使うワークシートや白地図、テストカードなどを入れておくと、生徒はいつでも参照でき、
スムーズに作業をすることができます。

  Web カード   インターネット上の情報を集めて編集
Webカードを使うと、インターネット上の情報を簡単にカードにすることができます。
作成したWebカードはそのまま配付・提出することができます。他のカードとつないでプレゼンテーションを
作成したり、シンキングツールで情報を整理することもできます。

  テストカード   自分のペースでいつでも学べる
テストカードには、問題・解答の他、解説をつけることもできます。各単元ごとのテストを配付しておくと、
生徒が好きなタイミングで回答できるため、生徒は自分のペースで学習を進めることができます。

  シンキングツール   自分の考えをまとめる
さまざまな情報をもとに自分の意見をまとめる場面で、シンキングツールが役立ちます。
シンキングツールを使うと思考が可視化されます。自分の意見を説明する場面で整理したシンキングツールを
示しながら話すことで、聞き手の理解を促すことができます。
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  動画・写真   実験・観察の記録
実験の記録に動画や写真が使えます。結果だけでなく、経過も記録できるため、実験結果の考察や振り返りにも
役立ちます。動画を生徒の画面に配信して一斉に再生・停止・拡大・書き込みすることもできます。

  提出箱   仮説の検証
実験を行う前に仮説を提出させてから回答共有の機能を使うと、クラス全員の仮説を共有することができます。
他の生徒の仮説を見ることで、実験前に仮説の検証・考察を深めることができます。

  シンキングツール   違いのまとめ
「双子葉類と単子葉類の違い」「メダカのオスとメスの違い」など、さまざまな用語の共通点と相違点を比較する
場面では、シンキングツールが役立ちます。
視覚的に共通点と相違点を整理することができ、比較対象や学習内容への理解が深まります。
回答共有の機能で他の生徒の回答に触れ、自分の考えを見直すことで、新たな考えをつくり出すことができます。

理科

教科での活用法｜
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英語４技能の育成に役立つ機能で、個別最適化された学びを実現！

  録音・録画   動画・音声を使った教材、課題のやりとり
音声や動画データも簡単にやりとりできます。
保存容量無制限のため、端末の容量を心配せずに動画・音声が使えます。

  音声の再生   個人のペースでリスニング

	9 再生速度（0.5 〜 2.5倍）が調整できます。	 	 	
生徒自身のリスニング能力にあった速度で再生できます。

	9 音声を１秒戻しすることができます。		 	 	
何度でも苦手な部分の聞き取りができます。

｜教科での活用法

外国語

活用例２
プレゼンテーション、リテリングしている様子をペアで
撮影。生徒は何度も撮り直しができます。動画を回収す
れば、教員は回収した動画を見返しながら評価できます。

活用例１
音声教材を配付し、各自でリスニング、音読練習。
各自で録音した音声カードを提出させれば、
スピーキングテストも効率的に実施できます。

技能別活用例

•	プレゼンテーションを	動画で撮影して
提出

•	録音機能を活用した英問英答

スピーキング

•	教科書のPDFを取り込み、	 	
PDFにカードを重ねた穴埋め問題

•	英文を書いた複数のカードを配付し、文や
段落の正しい並びを問う並べ替え問題

リーディング

•	配付した音声教材を使ったディクテー
ション活動

•	Webカードで著名人のスピーチを配付し、
多聴活動

リスニング

•	シンキングツールを使った英作文

•	テストカードを使った、オリジナル問題の
作成・解き合い

ライティング
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実技教科（保健体育、芸術、技術家庭）

  資料箱   お手本動画をいつでも参照
資料箱は動画・音声・写真・PDF・Webなどさまざまな資料を保存し、共有することができます。
事前にお手本動画や資料を入れておくことで、生徒は予習・復習を行うことができます。
レベル別にフォルダ分けして資料を入れておくことで、個々の技能にあわせて学習を進めることができます。

  シンキングツール   自分の考えを可視化して、鑑賞・創作の計画を立てる
シンキングツールを使うことで、自分の思考を可視化し、整理することができます。
作品鑑賞時のアイディアをまとめたり、実習や運動の計画を立てる場面で役立ちます。

  カメラ   演習を撮影して、相互チェック・提出
カメラで実技演習を撮影しておくことで、後から見直すことができます。
スロー再生して自分でフォームを確認することもできます。
撮影した動画を教員に提出したり、生徒同士で共有して相互評価することもできます。
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情報、プログラミング

  カードをつなぐ、入れ替える   アルゴリズムや作業手順を直感的に組み立てる
フローチャートやアルゴリズムなど「どのような過程で進行するか」を考えさせる場面の多い情報科では、
「カードをつなぐ」「カードの中にカードを入れる」などの機能が役立ちます。

  提出箱   プログラミング作品の提出・添削、コードレビュー
Webカードを使って、生徒がWeb上で取り組んだプログラミング作品を回収することができます。
提出箱内の作品に先生が手描きで添削・返却することができます。回答共有の機能で他の生徒の作品も
閲覧できるため、他の生徒の作品から新たなアイデアを得ることもできます。

  シンキングツール   思考を整理し、「情報処理能力」を高める
情報科では、情報化社会を生きていくために、膨大な量の情報とどう向き合っていくのかが重要視されます。
シンキングツールは生徒の思考を整理する場面で役立ちます。また、シンキングツールの切り替え機能を使うことで、
「比較する」「分類する」などの思考の型を簡単に切り替えることができるので、多面的な考察にもつながります。
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総合

ロイロノート・スクールで協働的・横断的・探究的な学びを実現！

  資料箱   教科を越えてさまざまなデータを集約・共有
各教科で作成したデータを、ロイロノート･スクール上で一つにまとめることが
できます。資料の共有も簡単にできるので、教科を越えた学習に役立ちます。

  提出箱   各プロジェクトの進捗確認・アドバイス
提出箱にプロジェクトの進捗を提出させることで、非同期的に進捗確認をすることができます。
提出物にコメントを書き加えることで、生徒は新たなアイディアを得ることができ、プロジェクトを円滑に
進めていくことができます。

  シンキングツール   思考の可視化、情報整理・課題発見
シンキングツールを使うことで生徒の思考を可視化できます。
①課題の設定→②情報の収集→③整理・分析→④まとめ・表現を繰り返す、探究型の学習サイクルの中で、
生徒が自分の集めた情報を整理・分析したり、新たな課題を設定したりする場面で役立ちます。

  カードをつなぐ  

自分の考えをすぐに発表！簡単プレゼンテーション作成
総合的な学習の時間では生徒が自分の考えを発表する機会が多くあ
ります。グループ内の議論でも、個人のカードをグループのメンバーに
共有し、その場でカードをつなぎかえることによって、新たな考えを
つくり出すことができます。

活用例２
シンキングツールを使うと、情報の収集・整理を
スムーズに行うことができます。

活用例１  
生徒がさまざまな教科で作成したデータを一つの
ノートに集約できます。スマートフォンや、個人端末
を利用したBYOD環境でもご利用いただけます。

単元ごとの授業案を探してみよう！
全国の先生が作成した授業案を公開しています。

各単元でどう使うのか？ヒントを見つけて実践してみましょう。
授業案を検索する
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  テキストカード   職員朝礼で連絡事項を共有
職員朝礼での連絡事項をテキストカードに記入し、資料箱内に作成した日付ごとのフォルダに入れます。
カードの色で伝える内容を区別することができます。職員朝礼で共有された連絡カードのうち、生徒に連絡する
必要のあるカードだけをつないで、ホームルームで連絡することで連絡ミスや連絡漏れを防ぐことができます。

  資料箱   

データを職員のみに簡単に共有
職員会議もペーパーレス

資料箱の「先生のみ」のフォルダは教員のみ閲覧可能です。
資料箱には動画・音声・写真・PDFなどさまざまなデータを保存・
共有できるため、職員会議もペーパーレスで進めることができ
ます。全教員の画面に発表者の画面を配信して、書き込み、拡大、
ページ送りしながら説明できます。

  マルチプラットフォーム   

PC・スマートフォン・タブレットどんな端末からでも
アクセスできる

ロイロノート・スクールはマルチプラットフォームに対応してい
ます。そのため、PC・スマートフォン・タブレットなど、さまざ
まな端末から授業データや職員会議の資料にアクセスできます。

  シンキングツール  

校内研修・研究授業の振り返り
シンキングツールは、教員同士の議論にも有効です。
互いの考えを可視化できるため、校内研修や研究授業での振り返
りで出された意見をまとめて、新しい考えや発見を生み出すこと
ができます。

生徒に連絡する必要がある情報
黄色のカード

職員のみに連絡する情報
白色のカード

職員会議での利用

ロイロノート・スクールで職員間の打ち合わせを効率化！
インターネットに接続できる環境であれば、どこからでもアクセスできます。
ロイロノート・スクールは授業だけでなく、職員間での打ち合わせや情報共有にも活用できます。
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新観点の成績評価とロイロノート・スクール

  管理ページ＞授業＞提出物   生徒ごとの提出物を一覧で見る
管理ページでは提出物を生徒ごとに表示することができます。
生徒一人ひとりの提出物や提出状況を一覧で確認することで成績評価が
効率化されます。

  テストカード   知識・技能の評価、相互評価
テストカードは選択式・自由記述、画像・動画・音声を使った多様なテストを作成することができます。
テストの結果をExcel などで使えるデータとして書き出すこともできます。
他の教員が作成したテストを複数のクラスで利用することもできるので、評価基準を統一することができます。
生徒同士で回答することもできるため、相互評価にも活用できます。

  カードをつなぐ   学んだことを蓄積し、ポートフォリオを作成
今までの提出物をすべてつないで、学びのポートフォリオを作成することが
できます。

  提出箱   動画や音声など様々なメディアで知識・技能を評価
提出箱を使うことで、知識・技能の評価対象となる、文章・動画・音声・写真などを簡単に回収することが
できます。これまで評価が難しかった実技のテストも動画を提出させることで、評価がしやすくなります。

  シンキングツール   思考の過程の評価
シンキングツールを使うことで生徒の思考の流れが見えるので、的確な指導につなげることができます。
自分の考えをまとめ、表現し、さらに考察を通して生徒の思考力・判断力・表現力を育てることができます。

学習指導要領の改訂にともない、評価の観点が「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」の
３つに改められました。従来の方法では評価が難しい新観点の成績評価も、ロイロノート・スクールを使うことで
効率的に評価を行うことができるようになります。



14｜双方向で学びあう

  教材配付、通知、画面配信  
•	動画・音声・写真・PDF・Webなどの教材を配付でき、	
一斉配付、個別の生徒への配付ができます。

•	配付物を受け取ると通知が届きます。	 	 	
配付物は履歴からいつでも取り出すことができます。

•	教員画面を生徒全員の画面に配信できます。	 	
配信中に教員が追記した内容もリアルタイムで生徒画面に
反映されます。配信中に画面を拡大縮小して書き込んだり、
動画を再生したりすることもできます。

  回答を回収  
•	提出物は一覧で表示されます。提出状況を瞬時に把握できる
ので、未提出者や良い回答がすぐに見つけられます。

•	提出期限が設定でき、未提出者に提出期限を通知できます。

•	提出物を教員が添削し生徒へ返却できます。

  クラス管理  
•	教員は生徒の画面を一斉ロックできます。	 	 	
画面操作中の生徒の注目を集めることができます。

•	教員は生徒同士のカードのやりとりを制限できます。

•	生徒同士のカード配信履歴を確認できます。

•	1人の生徒画面をクラス全員の画面へ映し出すことができます｡

  メディア編集自由自在  
•	動画・音声・写真・PDF・Webなどさまざまなメディアを
自由自在に編集できます。

•	すべてのカードにテキストや手描き、録音を追加できます。	
紙のノートに書き込む感覚で資料作成ができます。

•	編集したカードはPDF/動画で書き出すことができます｡

  生徒同士で回答を共有  
•	教員が許可すれば、生徒は互いの提出物を共有することが
できます。

•	互いの回答を各自の画面で比較することができ、協働的な
学びが促進されます｡

双 方 向 で 学 び 合 う
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自動採点・自動集計ができる
テスト・アンケートを簡単に作成できます。
テストカードを使うと、生徒が入力した情報をリアルタイムに集計することが
できます。画像・動画・音声を使ったテスト、アンケートが作成できます。  
生徒も作成できます。

活用例１   生徒作成のテストで学び合う

生徒もテストを作成することができます。
生徒自身が問題を作成し、クラスで問題を共有し、解き合うことで
自主学習も効果的に進められます。テスト前や単元のまとめに活用
できます。

活用例 2   全校アンケート、投票

アンケートカードを使って、学年や全校を対象とするアンケートを実施
できます。生徒が選択肢を追加することもできます。

授業活動のほか、生徒会活動や部活動でも活用できます。

自動採点

生徒が回答し終えたら、瞬時に自動採点され、
生徒画面に正解、正答率、解説が表示されます。

一斉回答 / 個別回答

全員の画面をテスト問題に切り替えて一斉回答さ
せたり､ テストを全員に配付して各自のタイミン
グで個別回答させたりすることができます。

リアルタイム集計

生徒の回答結果をリアルタイムで確認できます。
回答結果はグラフ /一覧で表示されます。

テストカード｜

回答結果の書き出し

生徒の回答結果をグラフ /一覧で確認できます。
回答結果をExcel などで使えるデータとして書き
出すことができます。

回答結果を瞬時に集計〈テストカード〉



16｜思考力・判断力・表現力の育成

思考力・判断力・表現力の育成

  カードをつなげてプレゼンテーション  
カード同士を線でつなげるだけでプレゼンテーションの資料を作成
できます。短時間で自分の考えをまとめることができます。
授業のあらゆる場面で、自らの考えを発表できるようになります。

  カードの中にカードを入れる  
カードの中にカードを入れることができます。
動画・音声・写真・PDF・Webなどさまざまなカードを組み合わせることで、詳細な資料を作成できます。

  学習履歴の蓄積  
授業で使ったすべてのカードは、ロイロノート・スクールの
クラウド上に蓄積されます。
カードを整理することで、授業の振り返りや、単元全体のまと
めを行うことができます。在学中に作成したデータは卒業後
も閲覧することができます。

活用例１   写真にテキストを追加

写真に説明を書き込むことができます。

活用例２   複数の写真を並べて比較

１つのカード上に複数の写真や動画を並べると、	
比較しやすくなります。

活用例３  シンキングツールにアイディアを書き出す

シンキングツールの中にカードを入れてアイディアを
書き出すと、思考や情報の整理がしやすくなります。

活用例４   穴埋め問題をつくる

作成した資料に生徒が書き込みできる解答欄を
作ることができます｡ 穴埋め問題が簡単に作成
できます｡



17思考力・判断力・表現力の育成｜

  考えをつくり出す３つのステップ  

シンキングツールはこのステップを強力にサポートします。

① アイディアを出す
② アイディアを説明する
③ アイディアを編集し、新しい「考え」をつくり出す

シンキングツール（思考ツール）

1 	 アイディアを出す	 	 	 	

シンキングツールは「比較する」「分類する」など思
考の型を図で表現しています。アイディアを出す
ための視点を教員が設定できます。
生徒は視点にそって、課題に対するアイディアを
自由に出すことができます。

2 	 アイディアを説明する	 	 	

書き出したアイディアを他者と共有し、説明し合い
ます。クラス全体が同じシンキングツールを使うこ
とで、互いのアイディアが比較しやすくなり、互い
のアイディアを理解しやすくなります。

3 	 アイディアを再編集し、考えをつくり出す	

ロイロノート･スクールのシンキングツールでは、書き出したアイディア（個々のカード）はそのままに、
背景のシンキングツールのみを切り替えることができます。アイディアを異なる思考の型で整理し直す
ことで、自分のアイディアを再編集し、考察を深めることができます。

シンキングツール（思考ツール）は、思考を可視化することで、
自分の考えをつくり出すことをサポートします。

ツールを切り替える
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保護者 /生徒が毎日使う入力画面。
出欠状況、出欠理由、詳細、検温の項目を入力します。

週ごとの出席状況が一覧できる出席簿。
連絡情報をもとに日ごと・週ごと・月ごとの欠席、
遅刻、早退日数が自動集計されます。
集計結果はCSV形式でダウンロードできます。

生徒画面 教員画面

｜出欠カード

出欠カードの使い方を詳しく見てみよう！

出欠カードのマニュアルページです。

初期設定、日常の操作、活用例を説明しています。
出欠カードの使い方

出欠連絡・健康観察・検温の自動集計〈出欠カード〉

保護者 / 生徒は出欠連絡・健康観察・検温などの情報を出欠カードから簡単に入力できます。

入力された情報は自動で記録・集計されます。

教員による電話対応や観察票の回収、出席簿への転記作業が不要となり、業務改善にもつながります。

毎日の出欠連絡・健康観察・検温のデータを自動集計します。
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「働き方改革」健康観察の効率化！

  出欠カードを使った日々の健康観察の流れ  

出欠･健康状態 ･検温を
出欠カードに入力する。

朝のホームルームで
出欠カードの記載状況を
確認し、適宜編集する。

出欠カードの提出〈生徒〉 出欠カードの編集〈担任〉 出欠カードの確認〈養護教諭〉

  出欠カード利用による変化  

各クラスの出欠カードを確認｡ 全校生徒の
出欠･健康観察データを把握｡ 担任と同じ
データを同時に見ることができる。

出欠情報のデータ化により、健康観察票の
確認に半日を要していたところ、20分で
すべての作業を完了できるようになりました。

すぐに全校生徒の健康観察を確認できるため、
体調不良の生徒に対し、迅速に対応できるように
なりました。

紙での健康観察では、観察票の提出率が
50%未満でした。

ロイロノート ･スクールの出欠カードを
使うことで提出率が100%になりました！
観察票の回収・確認・押印・返却、
欠席者への電話連絡などの手間もなくなり、
業務改善につながりました。

担任
養護教諭

生徒

出欠連絡・検温をロイロノート･スクール
からすべて行えるので、出欠カードの
提出忘れがなくなりました。

心の状態についても先生に伝えやすく
なりました。

健康観察の情報を処理するための複数の工程が、
１つのツールでできるようになったので、
業務軽減になり、働き方改革につながりました。

データ管理により、全職員で全校生徒の出欠・
健康状態を瞬時に共有できるようになりました。
校務支援システムとの連携がしやすく便利です。

教務・管理職

生徒の健康観察 提出率 100%、養護教諭の作業時間は半日から 20 分に！



20｜ロイロWebフィルタ

端末持ち帰りでも安心して Web 閲覧できる
ロイロ Web フィルタが無料で使えます

ロイロ Webフィル タ

教員が許可 生徒も見える

  教員が Web ページごとの閲覧許可を設定できる  
教員がアプリから生徒の閲覧可否設定をいつでも変更できます。

  AI 判定で高速カテゴリ更新  
カテゴリー方式・個別URL設定（ホワイトリスト・ブラックリスト）による判定で有害なサイトを
ブロックします。カテゴリー内のデータベースが自動で更新され続けます。

  個別 URL 設定（ホワイトリスト・ブラックリスト）  
WebページのURLを指定して、特定のWebページに制限をかけることができます。
ドメイン全体（Webサイト全体）を制限することもできます。
ドメイン全体に制限がかかっている場合でも､ 指定したWebページだけを閲覧可能にできます｡

特定のYouTube ページのみを閲覧許可

YouTube 全体を閲覧禁止

  クラウド型フィルタリングで、端末台数が増えても
  Web ページの表示速度は変わらない

ロイロWebフィルタはクラウド上でURLの判定を行います。
そのため負荷が軽く、利用台数が増えてもWebページを表示する速度は変わりません。

YouTube全体を生徒閲覧禁止にしていても、教員が特定の動画だけを閲覧許可
することで、生徒は教員が許可した動画だけを閲覧できるようになります。
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ロイロWebフィルタを詳しく見てみよう！

ロイロWebフィルタのマニュアルページです。

端末や管理画面の設定、個別ページのブロック方法などを

説明しています。
ロイロWebフィルタ

Chromebook
•	Chromebook全体にWebフィルタがかけられます。

•	管理コンソールから全端末にロイロWebフィルタを一括インストールできます。

Windows
•	利用ブラウザをMicrosoft Edgeに限定することで、Windows端末全体で有害なサイトへの
アクセスをブロックできます。

•	Microsoft	Intuneから利用する全端末にロイロWebフィルタを一括インストールできます。

iPad
•	ロイロノート･スクールアプリ内の「Webカード」にはロイロWebフィルタが適用されています｡

•	Safari ブラウザにはフィルタをかけられないため、MDMからSafari を無効にしてください。

  家庭学習時にも有効  
どんな通信回線､ 端末でもフィルタが有効なため、端末を
持ち帰って家庭学習をする場合でも、フィルタリングが適
応されます。家庭学習時のご利用も安心です。

  Web ページのアクセス履歴ログの取得  
「Webカード閲覧履歴」から全教職員・全生徒のWebページ検索履歴を確認できます。
「制限された履歴」ではカテゴリー判定で閲覧禁止と判断された検索履歴が表示されます。
期間、ユーザー名、検索文言で絞り込むことができます。

  端末全体に Web フィルタが有効  
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管理者向けサポートページを見てみよう !

管理者が行う各種設定のマニュアル、

よくある質問などを掲載しています。
管理者はこちら

｜ユーザー管理

シンプルなユーザー管理

  ユーザー登録  

管理画面から Excel データを使って、教員 / 生徒の 
アカウントを一括で登録することができます。

自治体全体でロイロノート ･スクールをご利用の場合は
自治体管理者が一括して全校のデータを登録することも
できます。

  ログイン  

Google アカウント、Microsoft アカウントを使って
ログインすることができます（シングルサインオン対応）

すでにお持ちのロイロアカウントをGoogleアカウント、
Microsoft アカウントに連携させることもできます。

  複数校へのログイン  

１つの Google アカウント、Microsoft アカウントで
複数の学校にログインできます。

複数校に勤務される場合は、利用される学校を選択するだ
けで簡単にログインできます。

  年度ごとの授業データ閲覧  

過去に作成したデータをいつでも閲覧できます。

年度ごとにデータが蓄積されていきます。
卒業後も在学中に作成したデータを閲覧できます。



23

自治体管理者向けサポートページを見てみよう！

自治体管理者アカウントの説明動画、

自治体管理者が行う操作マニュアルを掲載しています。
自治体管理者とは

利用例１   中高一貫校で一括してアンケートを行う

利用例２   系列校で共通のテストを行う

複数校での管理｜

自治体全校をまとめて管理

  自治体管理者アカウント  

自治体内の学校を全校まとめて管理できます。

	9全教員 /全生徒のユーザ一括登録

	9自治体全校で資料共有できる自治体共有フォルダの管理

	9特定の教員への自治体管理者アカウント付与

・自治体共有フォルダへの資料アップロード
・自治体共有フォルダ編集メンバーの追加

  自治体共有フォルダ  

自治体内全校で資料を共有できます。

自治体全校への資料配布、学校を越えた資料の
共有に活用できます。

	9自治体内のどの学校からも資料の閲覧可能

	9自治体内の教員のみが閲覧できるフォルダ、		
教員 /生徒が閲覧できるフォルダ

	9自治体管理者が指定した教員のみが		 	
資料をアップロード

  私立校での利用  

共有フォルダを使って系列校間のデータ共有ができます。
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  ロイロノート・スクール導入による変化

｜導入事例

「生徒一人ひとりに向き合い、個々に合った学習によって
テスト成績が目覚ましく伸びました」

ー（日本大学高等学校・中学校）ー

個別最適化した学びの実現01

導 入 事 例

学びに向かう力の向上
生徒が授業中、双方向のやり取りを頻繁に経験することで、自ら学習に取り組む姿勢を育てることができる
ようになりました。授業資料を生徒の理解度に合わせて配付できるので、一人ひとりの学習ペースに合わせ
た学習にも役立っています。こうした取り組みによって、テスト成績が目覚ましく伸びました。

個別指導の効率化
iPadの導入前からノート添削に力をいれていましたが、ロイロノート・スクールの導入によって、ノート
添削がより効率的に行えるようになりました。生徒一人ひとりに対し、細やかな指導ができるようになった
ことで、生徒の「わかった！」「次も頑張ろう！」という意欲を引き出せていると感じることが増えました。
教員の利用率について、iPad導入に消極的だった教員が今では一番、ロイロノート ･スクールを活用して
います。だれでも直感的に使えることがロイロノート･スクールの大きな魅力だと感じています。

個別最適化した学びの実現のためには、生徒一人ひとりに対しての細やかな指導が重要です。
日本大学高等学校・中学校では、ロイロノート・スクールでノート添削などの個別指導を
効率化し、個別最適化した学びを実現しています。
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  ロイロノート・スクール導入による変化

アウトプット活動の充実
単元の最後は必ずキーワードを使ったリテリングやプレゼンテーションなど、本文のアウトプットをして
います。発表の記録として、ペアで各自のプレゼンをビデオで撮影・提出させています。即興で話せるよう
になるために、ディスカッションやディベートなども取り入れています。こうした活動の積み重ねにより、
自分の思いを英語で表現できる生徒が増えました。

インプット活動の充実
リスニングを中心に行う授業では、個別学習を進めています。個人によって聞き取れる量、聞き取れる音、
聞きたい場所や回数が異なるため、ロイロノート・スクールで音声データを配付して個々が自分のペースで
リスニング、本文の書き取りを行っています。

「インプット、アウトプットの量を増やしたことで、
生徒が自分の言葉で話せるようになりました」

ー 辻 大樹教諭（立命館守山中学校・高等学校）ー

英語４技能を鍛える02

英語４技能を鍛えるためには、音声でのインプット、アウトプットが不可欠です。
ですが、従来の授業では、個人の能力にあわせた音声学習の実施は難しい状況でした。
立命館守山中学校・高等学校では、ロイロノート・スクールを使って、個人でのインプット、
アウトプット活動を充実させ、英語４技能を鍛えることに成功しています。
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「シンキングツールをきっかけに、
思考力・判断力・表現力を高めることができました」

ー 長野 健吉教諭（京都教育大学附属桃山小学校）ー

シンキングツール（思考ツール）で思考力を伸ばす03

  ロイロノート・スクール導入による変化

シンキングツール活用に対する教員・生徒の声

シンキングツールの活用
情報の整理､ グループでの議論､ プレゼンテーション活動､ 振り返りなどの場面でシンキングツールを取り
入れています。学習内容の理解を深め、考えをつくり出す過程で、思考力・判断力・表現力が育成されました。

教員の声生徒の声

•	考えを整理するのが苦手ですが、シンキングツールを
使うことで整理しやすくなりました

•	作業時間の短縮になりました

•	新しいアイディアが浮かびやすくなりました

•	｢比較する｣ ｢分類する｣ ｢関連付ける｣などが意識的に
できるようになりました

•	作文が苦手な児童の質的･量的な改善が見られました

•	児童の思考の流れが見えるので、より的確な指導が
できるようになりました

ロイロノート・スクールのシンキングツールを活用するメリット
紙にシンキングツールを書いて使うこともできますが、ロイロノート ･スクール上でシンキングツールを
使うことには大きなメリットがあります。

•	カードのコピー、移動、修正が簡単にできるので､ 思考をとめることなく素早く考えをまとめられます
•	シンキングツールの切り替えにより、視点をかえて考えなおすことができます
•	１つのノート画面に単元全体のデータを蓄積することで、児童が単元の学びを俯瞰することができます

生徒が主体となって自分の考えをつくり出すためには、知識を習得するだけでなく、知識を
活用して思考し、判断し、表現することが大切です。
シンキングツールは思考を可視化し、知識の活用をサポートします。
京都教育大学附属桃山小学校では、ロイロノート・スクールのシンキングツールを活用する
ことで、生徒の思考力・判断力・表現力を育成することに成功しています。



27導入事例｜

インタビューを見てみよう！

ロイロノート・スクール導入による変化について

お聞きしました。
ロイロノート･スクールで

働き方改革

生徒の変化 教員の変化
授業時間が効率化されたことにより、教員がこれ
まで以上に授業計画や問いについて深く考えるよ
うになりました。

「教員と生徒」「生徒同士」のコミュニケーション
が増えたことにより、生徒の授業への参加意識が
高まりました。

  ロイロノート・スクール導入による変化

授業後：成果物の評価
生徒の成果物や授業データなどがクラウドに保存されるため、いつでも生徒の提出物を見返しながら
評価できるようになりました。

授業前：準備時間の短縮・効率化
印刷にかかる手間が大幅に削減でき、ペーパーレス化が実現しました。
授業の準備時間の短縮にもつながりました。これまで印刷などにかけていた時間を教材研究に使うことが
できるようになりました。持ち運ぶ荷物についても、iPadだけになりました。授業で使う資料と機能は
すべてロイロノート・スクールにあるので、身軽に授業へ向かうことができます。

授業中：授業時間の効率化
資料配付・課題回収・意見共有などが瞬時にできるようになったことで、生徒とのコミュニケーションが
増え、生徒が考える時間や協働学習の時間を確保できるようになりました。

「ロイロノート・スクールの導入で
授業のためにより時間を使えるようになりました」

ー 今井 孝治教諭（東福岡高等学校）ー

教員の負担軽減04

AfterBefore

働き方改革の観点から、教員の負担軽減は大きな課題です。
東福岡高等学校では、ロイロノート ･スクールの導入によってペーパーレス化や、
授業の準備時間の効率化など大幅な業務改善を行い、教員の負担軽減に成功しています。



全国のロイロ認定ティーチャーの授業をオンラインで体験できる！

フェス終了後も、ロイロ認定ティーチャーの

授業動画が見られます。

QRコードからご覧ください。 https://help.loilonote.app/--60c83b0825ed99001e61e878

お申し込み・詳細

内容

見逃し配信

オンラインフェス参加方法

さまざまな校種 /教科での模擬授業

全国のロイロ認定ティーチャーの実践発表

参加したい授業だけに参加可能

全国の先生がどんな実践をしているのか知りたい！

教科での活用方法が知りた
い！

そんなご要望にお応えし、この夏、授業をアップデートするため

ロイロ授業フェスを開催します。フェス終了後も、授業動画で学べます！

そんなご要望にお応えし、この夏、授業をアップデートするため

ロイロ授業フェスを開催します。フェス終了後も、授業動画で学べます！



全国のロイロ認定ティーチャーの授業をオンラインで体験できる！

フェス終了後も、ロイロ認定ティーチャーの

授業動画が見られます。

QRコードからご覧ください。 https://help.loilonote.app/--60c83b0825ed99001e61e878

お申し込み・詳細

内容

見逃し配信

オンラインフェス参加方法

さまざまな校種 /教科での模擬授業

全国のロイロ認定ティーチャーの実践発表

参加したい授業だけに参加可能

全国の先生がどんな実践をしているのか知りたい！

教科での活用方法が知りた
い！

そんなご要望にお応えし、この夏、授業をアップデートするため

ロイロ授業フェスを開催します。フェス終了後も、授業動画で学べます！

そんなご要望にお応えし、この夏、授業をアップデートするため

ロイロ授業フェスを開催します。フェス終了後も、授業動画で学べます！

認定希望者へのさまざまな支援プログラムをご用意しています。

認定にご興味をおもちの方は希望者フォームにご登録をお願いします。

授業案作成研修会や、審査受付のお知らせなどもお届けします。

授業案の審査をもって、ロイロ認定ティーチャーに認定します。

授業案作成のためのオンライン研修会を開催しています。     
オンライン研修会では授業案の作り方が学べ、実際にその場で授業案を作成いただけます。

認定ティーチャーから授業案作成のためのアドバイスが受けられます。

オンライン研修への参加難しい場合には、授業案作成マニュアルをご参照ください。

認定ティーチャー審査申し込みフォームより審査の申し込みをお願いします。

審査申し込みいただいた授業案は以下の期間に審査し、認定します。

認定希望者フォームへの登録

授業案作成・提出

認定ティーチャー審査申し込み

認定方法

https://bit.ly/3Am7HH8

前期  8 月 1 日 から 9 月 30日審査・認定期間 後期  3 月 1 日 から 4 月 30日

認定ティーチャー専用オンライン研修に無償で参加できます。

認定ティーチャー専用コミュニティで全国の先生と協働的に学べます。

全国の自治体やオンラインイベントで講師として活躍できます。

認定ティーチャーまとめページ

認定ティーチャー特典

https://forms.gle/DuMF9wGCW1Veg7gE7認定希望者フォーム

https://help.loilonote.app/--6054359c012d36001c602a4a研修会・マニュアル

審査申し込みフォーム https://forms.gle/EZgfPVU2DFvd8i4k8

生徒の思考力 / 判断力 / 表現力を育てる授業デザインができる先生を
ロイロ認定ティーチャーとして認定しています。

ロイロ認定ティーチャーになろう！
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高校教員向け研修会

「総合的な探究の時間のつくり方」
2022年度から高校で必履修となる「総合的な探究の時間」について

学べます。先進的な取り組みをされている学校の事例をご紹介します。

中級者向け授業改善研修会

「はじめての授業案作成」
生徒の思考力・判断力・表現力を育てる授業案の作り方が学べます。

認定ティーチャーをめざす方はぜひご参加ください。

初心者向け授業改善研修会

「はじめてのシンキングツール」
主体的・対話的で深い学びを実現する

シンキングツールの使い方が学べます。

初心者向け基本操作研修会

「はじめてのテストカード」
テストカードの機能紹介、テストカードの作成方法、

授業での活用法が学べます。

初心者向け基本操作研修会

「はじめてのロイロノート」
ロイロノート・スクールの基本的な使い方が学べます。

ロイロノート・スクールを使った授業改善のためのさまざまなオンライン研修を
ご用意しています。すべて無料でご参加いただけます。
校内研修としてもご利用いただけます。研修プログラムは今後も追加予定です！

詳細・開催情報・お申し込みはQRコードよりご確認ください。

https://help.loilonote.app/--5cef3a91539d1f0017b396d8

オンライン研修
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ロイロ認定ティーチャーとは
ICT を活用した生徒主体の授業をデザイン / 実践できる教員の認定制度です。
ロイロ認定ティーチャーになると認定ティーチャー専用コミュニティや
イベントに参加できます。

ロイロ認定ティーチャー 認定方法
ロイロノート・スクールを使った生徒主体の授業案を、
当社の授業案投稿フォームよりご提出ください。
提出いただいた授業案をもとに審査します。

認定期間     前期 8 月 1 日から 9 月 30 日 / 後期 3 月 1 日から 4 月 30 日
※ 期間の変更がある場合がございます。詳細は右のQR コードからサポートページを確認してください。

ロイロノート・スクール授業案の特長
全国の教員が作成した、生徒の思考力を育てるための
授業案を公開しています。
授業展開が一目でわかり、授業内でのロイロノート･
スクール活用アイディアも得られます。

授業案作成者による解説動画つきです

授業案をダウンロードし、自分のロイロノート・
スクールに取り込んで使うことができます。

授業案の検索
授業案を教科､単元､学年ごとに
検索できます｡

ロイロ認定ティーチャーになろう

授業案を探してみよう

詳しくはこちら「授業案を検索する」

ロイロ認定教育者グループ（LEG）とは

LEG とは、地域での ICT 利用促進のためにスタートした地域ごとのロイロ

ノート・スクール認定教育者支援制度です。全国各地で立ち上がっており、

LEG ごとに授業での ICT 利用促進のための勉強会が開催されています。

地域の LEG グループに参加する

ロイロノート・スクールのユーザでない教員､

教職課程の学生､教育委員会の方も参加できます。

ぜひお近くの LEG グループにご参加ください。

地域の先生グループで学ぼう

詳しくはこちら「LEG に参加しませんか」

詳しくはこちら「認定ティーチャーになろう」



開催日程はQRでチェック！

ログイン方法、基本的な使い方、

授業での活用事例が学べます！

※１人につき、研修用のロイロアカウントを発行します。複数人でご参加の場合も、参加者１人ずつお申し込みください。

ロイロノート･スクールを授業で使ってみたい！
ロイロノート･スクールを使った授業実践が知りたい！
ICTを活用した授業づくりにチャレンジしたい！

こんな方にぴったり 右のQRコードからお申し込みください ▶

参加費：無料
　定員：各回先着 300名

お申し込み

Mail: loilo@loilo.tv

〒231-0003

神奈川県横浜市中区北仲通 4-40 

商工中金横浜ビル５階

loilo@loilo.tv

サポートページお問い合わせ

ロイロノート・スクールのよくある質問・
研修情報などをご紹介しております。

【LINE 友だち追加方法】

［@loilo］で ID 検索、または右側の QRコードを
読み取り「友だち追加」をしてください。

受付時間 平日 9:0 0 ～ 18:0 0
土日・祝祭日は翌営業日以降の対応となりますので、ご了承ください。

困ったことがありましたら、
まずこちらから検索ください。

https://help.loilonote.app/

LINE からチャットでお問い合わせができます。

先生向けサポート LINE

研修・イベント情報、新機能などをSNSで発信しています。

フォローして最新情報をチェックしてください！

最新情報

fb.me/loilonote

@LoiLoNoteSchool

@loilojp

@loilo


