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インタラクティブスタディとは

インタラクティブスタディは、コンピュータ教室でみんなが一斉に同じ教材を使う

「みんなでスタディ」、先生が設定した複数の教材を自由に選択して学習出来る

「つづきをスタディ」、学習者自ら教材を選択できる「ひとりでスタディ」があります。

「つづきをスタディ」は校内LANで結ばれたコンピュータなら、特別教室や普通教室でも

利用でき、これらの学習の応答記録は、逐次サーバコンピュータへ収集され、一括管理

がおこなえます。

学習者のペースに合わせた学習が可能です。

よくわかるまで考えよう

こうなんだよ

アッ そうか

この席の
コンピュータを
使おう！

うん！
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インタラクティブスタディの環境は？

ネットワーク上にサーバコンピュータと先生用パソコン・学習者用パソコンが

あります。それぞれにインタラクティブスタディの役割があります。

１．インタラクティブスタディサーバ
・スクールforWeb

２．ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞｽﾀﾃﾞｨ
先生メニュー画面

☆ｲﾝﾀ-ﾈｯﾄｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗを利用

３．ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞｽﾀﾃﾞｨ学習者画面
☆ｲﾝﾀ-ﾈｯﾄｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗを利用

１．サーバコンピュータは、学校内や教室内のネットワークの管理をしています。

そのサーバコンピュータに、『インタラクティブスタディサーバ』プログラムが

入っており、インタラクティブスタディが正常に動くよう管理をしています。

２．先生用コンピュータには、IEを利用して学習設定することができるインタラク
ティブスタディの先生メニュー画面が用意されています。学習設定・学習状況の

把握・名簿管理など管理ができます。

３．学習者用コンピュータには、IEを利用して学習することができるインタラク
ティブスタディ学習者用画面があります。

☆以降、インターネットエクスプローラーを

IEと称します。

サーバコンュータ
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「先生メニュー」を見てみよう

デスクトップ上にあるインタラクティブスタディのアイコンをクリック、もしくは、

お気に入りからインタラクティブスタディをクリックしましょう。

http://ｻｰﾊﾞIPｱﾄﾞﾚｽ/teacher/index.htmlが先生メニュー画面です。

■操作は下の３つ。

１．先生メニュー画面より、「学習設定を行う」をクリック。

２．先生のログイン名とパスワードを入力します。

３．「開始」をクリック。

先生の名簿はどこで設定するの

先生用ページのメニュー画面の【指導者名簿管理】で先生名簿を登録することができます。

memo
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名簿はなぜ必要なの？

インタラクティブスタディは、サーバの中に各学習者の学習部屋があります。

その部屋には、学習者の進行状況や理解状況などが保管されています。

その部屋に間違えて入らないためにユーザー名とパスワードが必要になります。

■名簿をいくつも作成するのは大変？

表計算ソフト（EXCELなど）にまとめておくと、後からいろいろと使えてとても
便利です。新年度の名簿を作成するときも楽に行えます。

例）

１．学年・組・番号・氏名・パスワード、そのほか必要な項目を表にまとめておきます。

２．インタラクティブで必要な項目は、氏名とパスワード・ユーザー名だけです。

３．必要なデータをコピーし、メモ帳へ貼り付けて、名前をつけて保存。

４．インタラクティブスタディサーバ先生メニュー画面の を

クリックし、メモ帳で作成したファイルを読み込みます。

1-1.txt

5004

5003

5002

5001

1内海 明広

1上田 三郎

1池田 二郎

1赤井 一郎

ﾛｸﾞｲﾝ名 5001
ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ 1

４



「みんなでスタディ」の設定は？

■操作は下の４つ。

１．「みんなでスタディの管理」をクリックし、「新規作成」をクリック。

２．教材をクリックし、「次へ」をクリック。
（フォルダに分かれているときはフォルダをクリック後、教材を選択）

３．クラスを選択後、「次へ」をクリック。

４．教材名・クラス名を確認、パスワードを入力し、「設定」をクリック。

先生メニューから、みんなでスタディの授業を選択し、はじめます。

パスワードって何？

教材には、「先生を呼ぼう」と表示される画面があります。

そのときは、パスワードを入れないと先へ進まないようになっています。

memo

時計
の読
み方
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■操作は下の４つ。

１．学習者画面より、「始めよう」をクリック。

２．ユーザー名・パスワードを入力し、「次へ」をクリック。

３．名前を確認後、「はい」をクリック。

４．教材の名前を確認し、「はじめる」をクリック。

５．教材が始まります。 を使って進んでいきます。

「みんなでスタディ」を行ってみよう

デスクトップ上のインタラクティブスタディアイコンをクリック、もしくは、

お気に入りからインタラクティブスタディをクリックしましょう。

http://ｻｰﾊﾞIPｱﾄﾞﾚｽ/student/index.htmlが学習者画面です。
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「先生を呼ぼう」のパスワード

■理解状況を確認し、解除。

１．学習者の様子や先生用メニュー画面から学習者の理解状況を確認する。

２．学習者への対応をおこない、パスワードを入力しエンターキィを押す。

教材の中には、先生の個別指導が必要な場面で「先生を呼ぼ

う」という画面が表示され、学習者が先へ進めなくする機能を

利用している場合があります。

授業開始確認画面で設定したパスワードを

入力します。

「先生を呼ぼう」が表示されるとき

① 教材に用意されていない治療や指導が必要なとき

② 自分の考えをノートに書いて、先生に見てもらうとき

③ 自分の考え、英語の発音などを、先生に聞いてもらうとき

④ 感想や考えを、先生と話し合うとき

⑤ それまでの学習内容を、先生にチェックしてもらうとき

⑥ 教材に用意されていない発展問題をもらうとき

⑦ 難しい問題に正解できたのを、先生からほめてもらうとき

memo

７



「理解状況」をみてみよう

■クラス全体の状況の確認はヒストグラムで確認

１．管理画面より、「ヒストグラム」をクリック。

２．クラスの人数に合わせて、「10人」「20人」「40人」をクリック。もしくは、

任意の人数を設定し、「任意のスケールで更新」をクリック。

■個人の状況の確認

１．管理画面より学習者の名前をクリック。

授業を開始すると、先生用コンピュータには管理画面が表示されます。

また、この画面の各ボタンから、各種情報が確認できます。
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「つづきをスタディ」の設定は？

■操作は下の４つ。

１．先生メニュー画面の より、「新規作成」をクリック。

２．教材リストより教材を選択し、「次へ」をクリック。

３．クラスリストよりクラスを選択し、「次へ」をクリック。

４．設定を確認し、「設定」をクリック。

先生メニューから、つづきをスタディの管理を選んではじめる方法と、
みんなでスタディからつづきをスタディへ移行する方法があります。

教材の選択

クラスの選択

９

＜「つづきをスタディ」を新規に設定する方法＞



赤井 一郎

「つづきをスタディ」を行ってみよう

学習者用インタラクティブスタディから始めます。

■操作は下の５つ。

１．学習者用のインタラクティブスタディ画面よりユーザー名・パスワードを入力し、
「次へ」をクリック。

２．名前を確認し、「はい」をクリック。

３．学習者用のインタラクティブスタディ画面より、 をクリック。

４．教材一覧より、教材を選択し、「スタート」をクリック。

５．教材が始まります。 を使って進んでいきます。
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得 点得 点正答率正答率

順 位順 位 みんなでスタディ、つづきをスタディで学習中、
「きろく」をクリックすると学習者が自らの状態を
把握することができ、学習の成果を実感できま
す。



教材の保存場所は

ダウンロードした教材や購入した教材は、１つの場所（course）に保管します。

保管場所は、サーバコンピュータです。サーバーコンピュータは、いくつもの部屋に

分かれています。『 study 』の扉をあけた先に『 isserver 』の部屋があります。

この中に『 course 』という書庫があります。ダウンロードした教材は、この書庫に保管されます。

サーバコンピュータ

study

isserver

course

memo

ダウンロード教材は・・・
スタディのホームページhttp://study.gr.jpの関連リンク集の21世紀教育研究所、信州大学教育学部
教育実践総合センター のホームページより、教材をダウンロードすることが可能です。
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■操作は下の２つ。

１．先生メニュー画面の より、「このフォルダに教材アップロード」を
クリック。

２．「参照」ボタンをクリックし、ファイルを選択後、「アップロード」をクリック。



＜シーン２＞

「みんなでスタディ」で学習をしたが、
学習途中の子どもがいた。最後ま
で学習をさせたい。

また、学習が早く終了した子どもに
は発展的な教材をさせたい。

＜シーン１＞

算数の時間「分数＋分数」の単元の
授業が終了した後、理解の定着を
図りたい。

（一斉授業下での学習の個別化）
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それぞれのスタディの役割

学習シーンによって、それぞれのスタディを使い分けることができます。

7
4

7
1

7
5

その通り、正解です。次へ進もう。

よーし、

どんどん進むぞー

おっ！みんな

がんばってるな

2

7
5

やっとわかった！

次に行ってみよう

7
2

7
3

14
5

あれ、分母をよく見てごらん。
もう一度、考えてみよう。

分母をよく見てって。

あっそうか分かったぞー

●自分の理解状況に合ったメッセージが表示される。
●自分のペースで学習を進めることができる。

「ひとりでスタディ」 （履歴なし）

子ども自らが教材を選択することができます。
教材には、到達目標や応答状況に応じたメッ
セージの表示や適切な課題に分岐する機能
があり、苦手部分の強化につながります。
「先生が個別に教えてくれる」感覚で学習が
できます。

「みんなでスタディ」

一斉授業の中でも、子ども一人ひとりが自
分の理解度に合った課題に、自分に合った
スピードで取り組めるので、学習内容を確
実に理解しながら学べます。

「つづきをスタディ」 （履歴あり）

授業時間内に終了できなかった場合も、空き
時間等を利用し、つづきから学習できます。

一人ひとりの子ども達が自分の課題にあった
教材を選択して学習できます。また、それぞ
れの学習の理解状況が個別に記録されます。

＜シーン３＞

今まで学習した内容の復習や苦手
部分の克服を何度も繰り返し子ども
たちに学習させたい。



インタラクティブスタディの関連サイト

インタラクティブスタディの情報はインターネットにて公開されています。

＝付録＝ 書きとめておくと便利なメモ

○先生のログイン名とパスワード
・・・インタラクティブスタディで学習を設定するためにログイン名とパスワード

が必要です。

○学習者のユーザー名とパスワード
・・・インタラクティブスタディで学習をするためにユーザー名とパスワードが

必要です。
各学年、クラスのメンバーに一定ルールのユーザー名を決めると便利です。
（例：４年１組１番～→40101～ 例２：２００６年度入学１番～→06001～）

○サーバコンピュータの名前
・・・コンピュータには名前が付いています。

ネットワークでつながれているコンピュータを検索するときなど知っておく
と便利です。

○サーバコンピュータのIPアドレス
・・・コンピュータを識別するための番号です。

ネットワークの仲間に入っているか確認するときに知っておくと便利です。
スタディサーバスクールforWebでは、特に重要です。

○インタラクティブスタディのバージョン
・・・インタラクティブスタディにはバージョンがあります。

先生メニュー画面のログイン画面右側に書かれています。
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スタディシリーズのページ http://www.study.gr.jp
・・・・・インタラクティブスタディをはじめ、スタディシリーズのバージョンアップ情報や

ダウンロードサイトが用意されています。

ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞｽﾀﾃﾞｨ（信州大学）のホームページ http://cert.shinshu-u.ac.jp/et/study/istudy/index.html
・・・・・公開授業や研修会のお知らせ、論文や研修会の資料まですべてが載っています。

21世紀教育研究所のホームページ http://www.eri21.or.jp/index.html
・・・・・従来から蓄積されている教材をダウンロードできます。
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