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新学習指導要領における教育の情報化に対応した 

ポータルサイト ELMO Play 開設のお知らせ 
(当社連結子会社：株式会社エルモ社) 

 

当社の連結子会社である株式会社エルモ社が、教育の情報化に取り組むすべての学校と教育機

関に向けて、教育向けアプリケーションや取扱説明書ダウンロードなどの情報を取りまとめたポ

ータルサイトELMO Play（エルモプレイ）を2020年3月23日に開設しましたので、下記の通りお知

らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和時代のスタンダードとして一人一台端末環境の実現を見据えた施策パッケージである

「GIGA スクール構想」が国から発表され、今後、学びの環境が著しく変化していきます。教育現

場における ICT 環境の整備と情報活用能力の育成は国の急務であり、インターネットやデジタル

教材の利活用が日常的に行われる環境への変容が確実です。また、2020年度から小学校で実施さ

れる新学習指導要領ではプログラミング教育が必修化され、コンピューターを適切に活用する能

力の育成が求められています。 

書画カメラ(実物投影機)の世界的リーディングカンパニーであるエルモ社は、紙や実物といっ

たアナログの資料を大きく提示するためのツールとして書画カメラを世界的に普及させてきまし

たが、最新モデルである MA-1、 MO-2、 L-12W では、今後の社会情勢と国の施策の変化に合わせ

て、デジタル教科書やデジタルコンテンツの活用を可能にしました。また、インターネット接続

においては、カメラで教科書などの QRコードを読み込み、特定のコンテンツへ直接アクセスし提

示する機能も備えました。 



この度、オンライン上のサービスとなる ELMO Play を開設し、書画カメラをデジタル機器とし

てさらに使いこなすためのアプリケーションがダウンロードできるようになりました。また、文

教市場のニュースや、エルモ社製品の情報（取扱説明書やソフトウェアなどのツールを含む）へ

簡単にアクセスできるポータルサイト機能も備え、ユーザーの皆様のこれからのニーズに幅広く

応えてまいります。 

 

【 ELMO Play の特長 】 

１） エルモ製書画カメラ(実物投影機)からダイレクトにアクセスしてアプリインストール 

新型書画カメラ MA-1, MO-2, L-12Wのホーム画面に現れる ELMO Play

アイコンから直接アクセスできます（ネットワーク接続が必要です）。ELMO Play

ではアプリケーション一覧から必要なアプリケーションを直接ダウン

ロードし、インストールまで自動で行うことができます。 

２）デジタルコンテンツを使った授業を可能にするアプリケーション 

① ビューワーアプリ WPS Office（※１）【有料】 

MO-2, L-12W にインストールすることで、マイクロソフトオフィスのワード、エクセル、

パワーポイント（※２）で作成した資料の他、PDFファイルも書画カメラにて直接表示するこ

とが可能となります。MA-1 には標準搭載されています。 

② セキュリティアプリ Kingsoft Mobile Security Plus【有料】 

ネットワークへの接続が可能な Android（※３）搭載モデル MA-1, MO-2, L-12W にインストー

ルすることでセキュリティ対策が可能となります。 

③ プログラミング学習用アプリ ScottieGo!（スコッティ・ゴー）
（※４）【無料】 

プログラミング的な思考を育てることが求められる小学校の新学習指導要領の目的に合致。特

に低学年においてはグループ活動（アクティブラーニング）を促進する学習スタイルに適しています。 

３）ポータルサイト機能 

パソコンやスマートフォンなどからも取扱説明書やツールなどのサポート情報にリンク

できるポータル機能を備えております。 

URL： https://elmo-play.com 

ELMO Playは今後、英語など教科別の学習アプリや、遠隔通信アプリなど、エルモ社と教育機

関、先生、生徒、保護者をつなぐコミュニテイツールとして発展し、授業レシピの掲載など、

教育に関わりを持つ人すべてに関心を持ってもらえるサイトを目指しております。 

 

※１：「WPS」はキングソフト株式会社が提供するアプリケーション及びサービスの名称であり、キングソフト株式会社また

は KINGSOFT CORPORATIONの商標です。※２：マイクロソフトオフィス、ワード、エクセル、パワーポイントは、Microsoft Office、

Microsoft Word、Microsoft Excel、Microsoft PowerPoint のことであり Microsoft Corporation の米国およびその他の国に

おける登録商標または商標です。※３：「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。※４：ScottieGo!は、BeCREO 

Technologies Sp.z.o.o.社の登録商標です。 

- ELMOロゴは、㈱エルモ社の登録商標または商標です。-その他の名称や製品名は各社の登録商標または商標です。 

-本プレスリリースの内容は発表日現在の情報です。予告なしに変更される可能性がある旨予めご了承ください。 

詳細につきましては、添付資料【株式会社エルモ社 プレスリリース：新学習指導要領における

教育の情報化に対応 ポータルサイト開設のお知らせ ELMO Play（エルモプレイ）】をご参照くださ

い。                                       以上 

https://elmo-play.com/
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２）デジタルコンテンツを使った授業を可能にするアプリケーション 

① ビューワーアプリ WPS Office（※１）【有料】 

MO-2, L-12W にインストールすることで、マイクロソフトオフィスのワード、エクセル、パワーポイン

ト（※２）で作成した資料の他、PDF ファイルも書画カメラにて直接表示することが可能となります。

MA-1 には標準搭載されています。 

② セキュリティアプリ Kingsoft Mobile Security Plus【有料】 

ネットワークへの接続が可能な Android（※３）搭載モデル MA-1, MO-2, L-12W にインストールする

ことでセキュリティ対策が可能となります。 

③ プログラミング学習用アプリ ScottieGo!（スコッティ・ゴー）（※４）【無料】 

プログラミング的な思考を育てることが求められる小学校の新学習指導要領の目的に合致。特

に低学年においてはグループ活動（アクティブラーニング）を促進する学習スタイルに適していま

す。 

プログラミング学習用アプリ「ScottieGo!」は、実物のカードに印刷された個々の命令を並べて一

連のコードを作成すると、書画カメラ(MA-1/MO-2/L-12W)のカメラがコードを読み込み、画面上

のキャラクター(スコッティー)が命令通りに動く仕組みです。ELMO Play では、これらアプリケーシ

ョンのアップデートが可能となっています。 

なお、コードを作成するためのカードは、フルセット版(8,900 円)とスターター版(2,500 円)の 2 種類

があり、別売りです。 

 

３）ポータルサイト機能 

パソコンやスマートフォンなどからも取扱説明書やツールなどのサポート情報にリンクできるポー

タル機能を備えております。 

URL： https://elmo-play.com 



 

ELMO Play は今後、英語など教科別の学習アプリや、遠隔通信アプリなど、授業現場でこれから

必要とされるツールをダウンロードできるように開発を続け、「主体的・対話的で深い学び」を実現

する授業シーンにますます活用していただける展開を図ります。エルモ社の電子黒板 ELMO 

xSync（バイシンク） Board（※５）への搭載も、まもなく始まります。 

ポータルサイトは今後、エルモ社と教育機関、先生、児童生徒、保護者をつなぐコミュニテイツー

ルとして発展し、授業レシピの掲載など、教育に関わりを持つ人すべてに関心を持ってもらえるサ

イトを目指しております。 

 

※アプリのダウンロードは書画カメラ MA-1/MO-2/L-12W のみ可能です。 

 

※１ 「WPS」はキングソフト株式会社が提供するアプリケーション及びサービスの名称であり、キングソフト株式会社または

KINGSOFT CORPORATION の商標です。 

※２ マイクロソフトオフィス、ワード、エクセル、パワーポイントは、Microsoft Office、Microsoft Word、Microsoft Excel、Microsoft 

PowerPoint のことであり Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

※３ 「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。 

※４ ScottieGo!は、BeCREO Technologies Sp.z.o.o.社の登録商標です。 

※５ 「xSync」は株式会社エルモ社の有する電子黒板と協働学習支援システム事業および商品における登録商標です。 

 

-ELMO ロゴ、は㈱エルモ社の登録商標または商標です。 

-その他の名称や製品名は各社の登録商標または商標です。 

-本プレスリリースの内容は発表日現在の情報です。予告なしに変更される可能性がある旨予めご了承ください。 

 

 

 

 

【この件に関するお問合せ先】   株式会社エルモ社 企画開発部 

電話：052-811-5138  FAX：052-811-5142  住所：愛知県名古屋市南区塩屋町 1-3-4 

e-mail：kikaku@elmo.co.jp     


