2020 年 4 月 20 日
株式会社ベネッセホールディングス
代表取締役社長 安達 保

休校中の小・中学生の生活リズムづくりを応援！「進研ゼミ」のオンライン教室「きょうの時間割」

開始 7 日間でのべ約 35 万人の子どもたちが利用！
さらに企画に賛同した講師たちが続々登場！
■「ピコ太郎」さんが 4/22(水)”朝の会”にて、手洗い動画『PPAP-2020-』に隠された“6 つの理由”をわかりやすく解説。
■同じく 4/22(水)にアーティスト「HY」による元気になる音楽ワークショップを沖縄からお届け。
■モデル「はな」先生の英会話、サイエンスアーティスト「元気」先生の科学実験などを、好評放映中。
■今後は、SKY-HI<4/23(木)>、眉村ちあき、Czecho No Republic、杏沙子、集団行動らが、朝の会でライブを予定。
株式会社ベネッセコーポレーション（本社：岡山市、代表取締役社長：小林仁、以下：ベネッセ）の「進研ゼミ」は、4 月
7 日に政府から発令された緊急事態宣言により、休校がさらに延長されることを受け、休校中の小・中学生の生活リズムと学習
へのきっかけづくりを応援するオンライン教室「きょうの時間割」を 4/10(金)より無償提供中です。

7 日間でのべ 35 万人が視聴。休校中の子どもたちを”生活リズムと学習のきっかけづくり”で応援。

4/10(金)の初授業日より多くの子どもたちに視聴いただき、4/20(月)までののべ視聴人数は 35 万人を超えました。「日ご
ろダラダラ過ごしてしまう午前がとても有意義に過ごせました。」「こんな風に授業が受けられて嬉しいです」「チャイムの音で子供達
の気持ちが切り替わり画面に集中してとてもいいなと思いました」などのお声をいただいています。
０

<4/22(水)放映予定>初公開！世界が称賛した手洗い動画『PPAP-2020-』の“レクチャー授業”

手洗い動画『PPAP-2020-』は、厚生労働省のマニュアルに沿った手洗いの順序となっていますが、実は「ピコ太郎」さんなり
の“6 つの理由”に基づいた動きを取り入れており、その解説を初公開します。ホワイトボードを使い、アニメのキャラクターや海産
物、バンドの演奏、そして往年の名プロレスラーの必殺技などに例えながら、ユーモアたっぷりにレクチャーしています。また最後に
「体もいっぱい動かしてくださいね」と“ピコ太郎ダンス”も披露します。
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＜放映中の授業の一例＞
<4/22 放映予定>「音楽ワークショップ」 HY 先生

<放映中>「たのしい算数」

算数・数学のお兄さん 明日希先生

みんなのそばにあ
るもので楽器を
作ろう！元気に
なる音楽ワーク
ショップを沖縄か
らお届け！

これを見ればきっ
と算数が好きにな
る！一緒に手を
動かしながら楽し
める、算数の時
間。
<放映中>「わくわく科学実験」 サイエンスアーティスト「元気」先生

<放映中>「話したくなる英語」 モデル「はな」先生
家族や友達と思
わず話したくな
る！身近な題
材を使った、みん
なで楽しめる英
会話です。

理科の不思議と
ワクワクがたくさん
詰まった、見てい
て楽しい、科学
実験の時間で
す。

講師就任の「ピコ太郎」さんのコメント
今、学校に行けないみんなが自宅でできる予防対策の手洗い。手洗い動画を皆さんにレク
チャーしちゃいます！これで手洗いを楽しく覚えてほしいピ。ヨロピコす！
<手洗い動画『PPAP-2020-』について>
手洗い動画『PPAP-2020-』は、新型コロナウイルスの世界的感染拡大を受け、楽曲「PPAP」（ペンパイ
ナッポーアッポーペン）の新バージョンとして 4/5(日)に公開。ユニセフなど世界中から称賛され、瞬く間に約
810 万回再生されています。

「眉村ちあき」さん
。
ずっと外に出れないと心がもやもやする時が

「Czecho No Republic」さん
。
少年、少女元気してるかい？おうち

あると思うけど、そんな時に怒ったり泣いたり
する心をちょっとだけ優しくする音楽を紹介
します。みんなが今日も１日、ホクホクな気
持ちで過ごせますように！

で過ごす時間、少しでもハッピーにな
るように楽しい音楽お届けします！よ
ろしく！

「杏沙子」さん
。

「SKY-HI」さん
。
外出自粛って何のためにするの？って思

音楽でみんなにクイズを出題します！みん
なが必ず目にしたことのあるモノが、主人公
になっている歌をお届け。歌詞をしっかり聞
いて、想像を膨らませて、主人公が一体誰
なのか、当ててみてくださいね。

「集団行動」さん
。

「お友達に会えない」「学校で勉強ができな
い」そんな毎日が続いて寂しく感じている方
も多いと思います。この時間が、みんなにと
って学校へ行っている時と変わらないくらい
大切な人生のひとときでありますように。

う人もいるかもだけど、今家にいる事は、
自分の為でもあるけど、ひょっとしたらもう
自分はウィルスを持ってる可能性も、気
づかずに持って帰ってくる可能性もあ
るから、周りの人を守る為に必要な事です。でも、そのせいで、「貴重
なこの時期に家にいちゃあ成長できない！」なんてなったら勿体ないよ
ね。近年は家でしか学ばなくても世界的なスターになった人もたくさん
いるし、楽しむ事、学ぶ事はどの子どもにも許された権利です。一緒に
楽しんで一緒に大きくなりましょう！

＜4/23（木）放映予定＞
子どもたちへのメッセージと、楽曲「そこにいた」、
「#Homesession」の 2 曲を自宅から披露します。

―プロフィールー
<ピコ太郎>2016 年 8 月 YouTube にアップした動画 『PPAP (ペンパイナッポーアッポーペン)』 がジャスティン・ビーバーをはじめ、国内外様々な有名人がシェア、
モノマネ動画 を投稿した事で、CNN、BBC などの大手海外メディアにとりあげられ、 全世界中で大ブレイクを巻き起こし、世界で一番有名な日本人となる。
<眉村ちあき>弾き語りトラックメイカーアイドル 兼(株)会社じゃないもん代表取締役社長兼カリスマ。 趣味ゴミ拾い、マンガみたいな生活を送っている。目標はビル
ボード全米 1 位。 NHK E テレの子供向け某番組では「うたのコーナー」を担当している。
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<Czecho No Republic >2010 年結成、多幸感溢れる男女ボーカルバンド。 深夜ドラマやバラエティー番組等に楽曲が多数使用される他、 2014 年には
「オールナイトニッポン 0」のパーソナリティーを 1 年間務める。 2020 年に結成 10 周年を迎え、6 月 10 日にフルアルバムをリリース予定。
<SKY-HI>圧倒的な RAP スキルのみならず、卓越したボーカル&ダンス&トラックメイキングスキルを武器にエンターテインメント性溢れるコンテンツをセルフプロデュー
スで創り上げる日本の音楽シーンの新たな可能性を示すアーティスト。
<杏沙子>鳥取県出身のシンガーソングライター。2018 年 7 月メジャーデビュー。松本隆に影響を受けた表現力豊かな詞世界を、超絶キャッチーなメロディーに乗せ
織りなす、自作の楽曲が高く評価される。群を抜いたポップセンスと衒(てら)いのないチャーミングな歌声を併せ持つ、次世代シンガー。
<集団行動>相対性理論のコンポーザーでもあった真部脩一が、新たなプロジェクトとして立ち上げたバンド「集団行動」。2017 年より活動開始、ポップスセンス溢れ
るキャッチーなメロディーと、一度聴いたら耳から離れない中毒性の高い歌詞をミックス、王道ポップスとして新しいスタンダードを作ることを目指す。

―以下、4/9(木)「きょうの時間割」リリースより再掲―

＜提供サービス概要＞

規則的な生活リズムと学びへのきっかけ作りで、子どもたちを応援
学校での規則的な生活習慣を、休校中にも自宅で送れるよう、学びに
向かうきっかけを作るコンテンツを毎日時間割にそって配信。子どもたちから
のメッセージも受けつけ、双方向のコミュニケーションで応援します。
■提供期間：4/10(金)8:45～4/24(金)12:00(予定)
■URL：https://sho.benesse.co.jp/cp/sho_online/
※予定は前後する可能性があります。ご了承ください。

中高生に人気のグランジ遠山さんが”学長”に就任
今回の取り組みにご賛同いただき、臨時学長に就任いただくのは「グランジ
遠山大輔さん」。TOKYO FM をキーステーションに JFN 系 38 局で、
平日毎日放送されている、「SCHOOL OF LOCK!」の「とーやま校長」を
10 年間務められた、人気のお笑い芸人です。毎日の朝礼、終礼に登場、
子どもたちを応援するメッセージを発信していきます。

主な”時間割”の例 ※内容は変更になる可能性があります
今回の企画に賛同いただいた様々な経歴の講師たちによる、
1 コマ 30 分のプログラムを、1 日３時間配信します。
・音楽を通して子どもに元気を与える、アーティスト「HY」の音楽レッスン
・英語への関心を育む、モデル「はな」さんの英会話教室
・知的好奇心をくすぐる、サイエンスアーティスト「市岡元気」さんの科学実験
ほか

＜開発の背景＞
2020 年 3 月 2 日より全国の小学校・中学校、高校及び特別支援学校等が一斉臨時休校になり、さらに 4 月７日
に政府より「緊急事態宣言」が発令され、都市部を中心に 5 月上旬まで「休校」が延長されることになりました。
全国の生徒たちからは、「やっと学校で友達に会えると思ったのに、学校が始まらない」「家にいるからついダラダラしちゃう」
「学校の宿題でわからない問題がたまり、勉強が心配」、というような不安の声がベネッセコーポレーションに毎日数多く寄せら
れています。
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また、一斉臨時休校の開始以来、ベネッセコーポレーションが行っている定期調査では、小学校高学年（小４～6 年生）の
子どもたちの自宅での学習時間が徐々に減少していることや(グラフ 1)、保護者の方のうち、半数以上の方が「学習のペースが
作れない」(グラフ 2)、「今後の学習習慣を取り戻せるか不安」(グラフ 3)といった困り事をかかえ、時間の経過とともに増加してい
ます。そこで、休校期間 中でも「机に向かう習慣」や「学びへのモチベーション」を高めるべく、休校中の学習支援施策のひとつと
して、本サービス提供を開始いたします。

<グラフ１>

＜グラフ２>

＜グラフ３>

※対象：小４～６年生の保護者の方 計 618 名

＜主なコンテンツ＞※内容は変更になることがあります。

<学長が 1 日の始まりを応援>

朝の会(8:45～9:00)
・きょうの挨拶 －学長の挨拶や、1 日の始まりにきょうの格言などをお届け。
・きょうのアドバイス － 集中力をつけるコツなどをご紹介。
・きょうの音楽 － 企画に賛同いただいたアーティストの特別ライブ

きょうの授業(9:00～11:00)
・1 時間目 － 好奇心を刺激する国語・英語の時間。
・2 時間目 － 算数や理科がきっと好きになるプログラム。

<時間割のイメージ>

・3 時間目 － 体を動かせる、体育や図工、家庭科などの時間。

きょうの自習(11:15～11:45)
・学校の宿題などを取り組む時間に。
・「春の総復習ドリル」の PDF データなどを無償提供しています。
https://www.benesse.co.jp/zemi/homestudy/

帰りの会(11:45～12:00)
・きょうの相談 － 子どもたちからの相談に、学長からのメッセージ
・きょうのアドバイス － 午後を有意義に過ごすためのアドバイス
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―参考情報―
＜ベネッセの休校支援施策について＞
引き続き、3 学期の総まとめができる学年別の「春の総復習ドリル」の PDF 版の無償開放も実施しています。
さらにベネッセ＜こどもちゃれんじ＞では遠隔でも、幼稚園にいるような生活が送れる「オンライン幼稚園」を 3 月 18 日
（水）より新規開園し、専門家の監修による「1 日の流れ（時間割）」に沿った各種コンテンツの提供がご好評を得て、日本
をはじめとしてアメリカ、オーストラリア、ドイツ、タイなど 58 カ国から総視聴数約６万回を超えたアクセスがあり、「なかなか出かけ
て外遊びさせられないこともあって、嬉しいサービス」「だらだらしていた娘がシャキッとした。明日から１０時までに朝の支度をすま
せられそう」など、生活リズム作りに役立ったと好評をいただいています。

「オンライン幼稚園」 URL：https://www2.shimajiro.co.jp/kodomo/online/

＜「進研ゼミ」について＞
「進研ゼミ」は、小学 1 年生から高校 3 年生まで継続してご受講いただける家庭学習サービスです。お子様
の学校の教科書や授業進度、お一人おひとりの学力レベルや目指す進路・進学先に合わせて学べる商品・サー
ビスは多くのお客様にご支持いただいています。 個人別に効果的に学習できるデジタル・タブレット教材と
お子様のやる気を引き出す人による個別指導の組み合わせを進化させ、お子様が主体的に自ら学ぶ習慣を身に
つけ、目標に向けて継続的に力を伸ばしていく学習をサポートします。

「小学講座」赤ペン先生の記述力指導

「中学講座」ライブ授業

「高校講座」デジタルレッスン

担任の赤ペン先生が、タブレ

オンラインのライブ授業は、授

休校で授業がなくて困って

ットを通して、お子様の学びと

業中にわからないところをどん

いる高１・２生向けの、４・

成長に寄り添い、人でしかで

どん質問できる参加型なので

５月に見ておきたい授業動

きない完全個別指導を毎月

集中して学べ、難しい単元も

画（英/数/国）です。

お届けします。

スッキリ理解できます。

※小３講座～小 6 講座のチャレンジタッチ
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