2015 年 10 月 27 日

株式会社ベネッセホールディングス
代表取締役会長兼社長 原田 泳幸

「進 研 ゼミ」開 始 以 来 の最 大 リニューアル
「進 研 ゼミ＋(プラス)」が 2016 年 4 月 よりスタート！
進 化 した紙 のテキストに徹 底 した人 の指 導 を組 み合 わせ学 力 向 上 を支 援
デジタル教 材 では学 習 履 歴 を集 めて進 化 し続 ける「アダプティブラーニング」を実 現
株式会社ベネッセホールディングスの子会社である株式会社ベネッセコーポレーション（本社：岡山市、以下ベ
ネッセ）は、2016 年 4 月より、小学校 1 年生から高校 3 年生を対象とした通信講座「進研ゼミプラス」を開講しま
す。「進研ゼミプラス」は、学校の成績向上や受験への合格をより確かなものにするために、従来の「進研ゼミ」の
価値に、「徹底した人からの指導」と「進化する個人対応システム」が加わった新しい講座です。

■「進研ゼミ」の特長
1969 年、高校生向けの通信講座からスタートした「進研ゼミ」は、学校を中心とするお子様の学びをサポート
し、自ら学ぶ力を育む教育サービスを徹底して研究し、実現して参りました。学校の教科書の内容や授業の進度
に合うよう、教科書タイプ別の教材や進度リクエストサービスを実現。また、全国約 13,000 人の赤ペン先生の丁
寧な添削指導に代表される「人」を介する学びを継続して行って参りました。
さらに 1980 年代からは IT 技術を教育サービスに活用、2014 年度より開始した小学生向けの専用タブレットで
学べる講座「チャレンジタッチ」は現在多くのお客様からのご支持を頂いています。また、2015 年度に開始した
iPad で活用する教材「デジサプリ」は、「学年を超えた先取り学習・遡り学習」ができることでお客様の満足度が
大きく向上しました。同じく 2015 年度に登場した、お子さま向けの電子図書館「まなびライブラリー」は良質な書
籍と動画が人気となっています。

■「進研ゼミプラス」選べる 2 つのスタイル
このたび開講する「進研ゼミプラス」は、お子様の学習スタイルに合わせて選んで頂けるように、さらに進化した
紙のテキストを中心にした「オリジナルスタイル」と、紙教材に BYOD（Bring your own device）形式で iPad を
活用するデジタル教材とを組み合わせた「ハイブリッドスタイル」の 2 つのコースをご用意しました。「オリジナルス
タイル」と「ハイブリッドスタイル」は年度途中にコースの切り替えも可能です。
※小学生向け、学習専用タブレット講座「チャレンジタッチ スタイル」も引き続きご用意しています。

■「進研ゼミプラス」の特長
「進研ゼミプラス」は、これまでの「進研ゼミ」の特長を生かしたうえで、さらに以下の点を大きく進化させた講座
です。
1.紙テキストの強化 （オリジナルスタイル・ハイブリッドスタイル）
「進研ゼミプラス」では、「オリジナルスタイル」「ハイブリッドスタイル」ともに紙のテキストを提供します。
今回新たに「授業」テキストと「演習」のテキストの 2 種を分冊で提供します。「授業」テキストでは、これまで積
み上げた誤答分析を反映し、わかりやすさをさらに強化しています。「演習」テキストでは、小さなステップご
とに問題を解いていくことで、より難しい問題が解けるようになる形式です。
※「ハイブリッドスタイル」では「演習」テキストはタブレットでの学習と合わせて使うノート形式です。

2.「赤ペンコーチ」や直接対面による、徹底した人からの指導 （オリジナルスタイル・ハイブリッドスタイル）
「進研ゼミプラス」では、これまでの赤ペン先生の丁寧な添削指導に加え、「オリジナルスタイル」「ハイブリッ
ドスタイル」ともに、さらに人による徹底した指導が加わります。
新たなサービスとして「赤ペンコーチ」が一人ひとりの学習状況を見守り、個別に学習のサポートを行いま
す。「オリジナルスタイル」では、「赤ペンコーチ」が添削問題の提出状況やマークテストの結果などをもと
に、電話やお手紙により、学習サポートを行います。「ハイブリッドスタイル」では、「赤ペンコーチ」がデジタ
ル上の毎日の学習履歴から一人ひとりの得意や苦手を把握し、定期試験前には具体的な学習計画をアド 1
バイス。また、定期試験後には成績を見て、今後の対策をサポートします。

さらに、無料で学びの相談ができる「勉強なんでも相談室」(電話・チャットで相談可能)に加え、「エリアベネ
ッセ」や「進研ゼミプラス」を教材として教室で学べる「クラスベネッセ」、提携塾など、実際にお客様とお会い
して個別にご相談を受けたり、指導を行ったりします。このような対面でのサポート・指導は今後一層拡大し
て参ります。
※クラスベネッセ、提携塾のサポートは有料となります。

3. 進化する個別対応システム・アダプティブラーニングの導入（ハイブリッドスタイル）
「ハイブリッドスタイル」では、志望校などにあわせて個別の目標を設定し、現在の学力から目標を達成する
ために最も効率的な学習計画を提案します。
問題演習ではお子様の理解度に応じて問題や解説を出しわける「アダプティブラーニング」を導入。進研ゼ
ミ 45 年の知見が凝縮した「学習ルートマップ」に基づき、1 つひとつの演習での解答内容に従い、お子様の
学習効果を高めるために必要な解説や問題を提示していきます。これにより、学年を超えて遡り学習をした
り、目標に向けてどんどん先に進むこともできます。また、全国約 200 万人の進研ゼミ会員のかたに日々ご
活用いただくことで、膨大なデータ処理により、この「学習ルートマップ」を支えるデータベースが日々進化
し、人では再現できない最も効率的な完全個別学習を実現します。学習の成果は、目標達成に向けた進
捗度や、データとして取り込む学校の成績で確認することができ、着実に効果を見ながら学習を進めること
ができます。 この「進化する個別対応システム」は、これまで蓄積してきたお子様の学習における行動様式
やつまずきに関するデータ、大規模な会員数を持つ弊社だからこそ実現できるシステムです。
4.BYOD（Bring your own device）の開始（ハイブリッドスタイル）
これまで「進研ゼミ」では、学習用のタブレット PC として、「チャレンジタッチ」をはじめ、当社が開発した専用
のタブレット PC をお届けしてきました。今回の「進研ゼミプラス」の「ハイブリッドスタイル」では、初めて
BYOD 形式を導入し、お手持ちの Apple iPad でご利用いただく講座となっています。BYOD 形式は、お客
様にとって汎用性が高いご自身のデバイスを利用頂けるというメリットがあります。そして、iPad は一般ユー
ザー市場で最も普及している、最も満足度が高いタブレットです。教育現場で高い導入実績を持ち、優れた
UI,UX を持つことから、今回 BYOD のスタートとして、iPad で活用いただく講座を開発しました。
以上により「進研ゼミプラス」は、お子様一人ひとりが、より高い学習効果を実現できる講座となっています。
今後もベネッセは、お子様の「自ら学ぶ力」を育み、学力向上を徹底してサポートして参ります。

＜進研ゼミプラスの主な特長＞
1.紙テキストの強化 （オリジナルスタイル・ハイブリッドスタイル）
「進研ゼミプラス」では、「オリジナルスタイル」「ハイブリッドスタイル」ともに紙のテキストを提供します。
今回新たに「授業」テキストと「演習」のテキストの 2 種を分冊で提供します。「授業」テキストでは
これまで積み上げた誤答分析を反映し、わかりやすさをさらに強化しています。「演習」テキストでは、
小さなステップごとに問題を解いていくことで、より難しい問題が解けるようになる形式にしています。
※「ハイブリッドスタイル」では「演習」テキストはタブレットでの学習と合わせて使うノート形式です。
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2.「赤ペンコーチ」や直接対面による、徹底した人からの指導 （オリジナルスタイル・ハイブリッドスタイル）
(1) 赤ペンコーチのサポート
「赤ペンコーチ」が一人ひとりの学習状況を見守り、個別に学習のサポートを行います。「オリジナルスタイル」
では、「赤ペンコーチ」が添削問題の提出状況やマークテストの結果などをもとに、電話やお手紙により、学
習サポートを行います。「ハイブリッドスタイル」では、「赤ペンコーチ」がデジタル上の毎日の学習履歴から一
人ひとりの得意や苦手を把握し、定期試験前には具体的な学習計画をアドバイス。また、定期試験後には
成績を見て、今後の対策をサポートします。

＜学習履歴を赤ペンコーチが見守る＞
※ハイブリッドスタイル

＜赤ペンコーチとのトークボード＞
※ハイブリッドスタイル

(2)場での直接サポート
無料で学びの相談ができる「エリアベネッセ」、進研ゼミプラスを教材として教室で学べる「クラスベネッセ」、提
携塾において、ご自宅以外での決まった場所で個別の学習サポートをきめ細やかに行います。その際、
「ハイブリッドスタイル」を活用いただいている会員の方には、デジタル教材で蓄積されたお子さまの学習履歴
を把握したうえで、アドバイス・サポートを行います。

＜エリアベネッセ外観＞

＜エリアベネッセにおける学習相談イメージ＞

■エリアベネッセ
どなたでもご利用いただける、地域の学びの相談窓口です。勉強のことや進路のことを、無料でご相談いただけま
す。教育のプロフェッショナルである学びプランナーをはじめ、ベネッセが培ってきた知見を身につけたスタッフひ
とりひとり が個別にお客様のお話をお伺いします。現在全国に 103 拠点を展開しています。（学習相談は無料）
■クラスベネッセ
「進研ゼミ」を活用し、コーチと呼ばれる学習ナビゲーターのもと、自ら目標を立て、スケジュールを組み、自ら学
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ぶ力を身につける個別フォロー型学習教室です。現在 3 教室を展開しています。（有料）
■進研ゼミ Let's（レッツ）
全国各地域の学習塾で「進研ゼミ」を活用した子どもたちの学びを支援するサービスです。現在提携塾 356 教
室にて展開しています。（有料）

3.進化する個別対応システム（ハイブリッドスタイル）
(1) 個別目標に合わせた学習計画の作成
志望校などにあわせて個別の目標を設定すると、現在の学力から目標を達成するために最も効率的
な学習計画を提案します。

(2)いつも学校の教科書・進度に合った学習ができる
教科毎に教科書・進度を設定して学習しますが、学校の進み方とかい離が出てしまった場合は、即時、学校
に合った単元に変更して学習することが可能です。

(3)アダプティブラーニング
問題演習ではお子様の理解度に応じて問題や解説を出しわける「アダプティブラーニング」を導入。進研ゼ
ミ 45 年の知見が凝縮した「学習ルートマップ」に基づき、1 つひとつの演習での解答内容に従い、お子様の
学習効果を高めるために必要な解説や問題を提示していきます。これにより、学年を超えて遡り学習をしたり、
目標に向けてどんどん先に進むこともできます。また、全国約 200 万人の進研ゼミ会員のかたに日々ご活用
いただくことで、膨大なデータ処理により、この「学習ルートマップ」を支えるデータベースが日々進化し、人
では再現できない最も効率的な完全個別学習を実現します。学習の成果は、目標達成に向けた進捗度や、
データとして取り込む学校の成績で確認することができ、着実に効果を見ながら学習を進めることができま
す。
＜学習ルートマップとは＞
単元ごとに小学校～難関大学入試までの重要問題が、樹形図的に連なった当社独自のデータベースで
す。現在学力から目標学力までどんなステップを刻むのか、間違えたときにどこに戻るのか、このデータベ
ースに基づいてお子さまの状況に応じた個別のお勧めカリキュラムが作成されます。
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4.BYOD（Bring your own device）の開始（ハイブリッドスタイル）
(1) iPad での活用
「ハイブリッドスタイル」では、初めて BYOD 形式を導入し、お手持ちの Apple iPad でご利用いただく講座
となっています。BYOD 形式は、お客様にとって汎用性が高いご自身のデバイスを利用頂けるというメリット
があります。そして、iPad は一般ユーザー市場で最も普及している、最も満足度が高いタブレットです。教
育現場で高い導入実績を持ち、優れた UI,UX を持つことから、今回 BYOD のスタートとして、iPad で活用
いただく講座を開発しました。
iPad をお持ちでないお客様には、レンタルプランもご用意しています。
※レンタルプランの詳細は 11 月下旬以降に HP にてご確認いただけます。

＜進研ゼミプラスの主な機能＞
内容

説明

赤ペン先生の指導

赤ペン先生が添削指導で、一
人一人に合わせた思考力と記
述力を高める解説を徹底。

赤ペンコーチ

対面でのサポート

教科書・進度対応

個別カリキュラム

個別レッスン

目標達成に向けたやる気と行
動を引き出せるよう、日々の
学習状況や定期テストの目標
や結果を見守り、最適なタイ
ミングで声かけ。
自宅の学習だけでは難しいお
子さまには、地域のエリアベ
ネッセやグループ塾・提携塾
で、教材と連動した相談や指
導を提供。
ほぼすべての学校の教科書
と、授業進度に対応した出題
で、最適なタイミングでの予
習・復習ができる。
学習目標と科目別の得意･苦
手から最適な学習カリキュラ
ムを提案。部活など自分の予
定に合わせて個別の学習計画
を立てます。
受験学年では学習スピードが
レベルに合わせて「通常」～
「2 倍速」
。
演習問題の回答結果から、常
に目標達成に最適な問題を出
題。
「中 1 でも小 4 の問題に戻る」
「応用問題にどんどん取り組
む」等、個人の学力や状況に
応じた出題・解説。

オリジナルスタイル
（紙のみ）

ハイブリッドスタイル
（紙＋iPad）

○

○

△
※課題提出状況等、お子
様の状況に応じて、電
話・手紙などでコミュニ
ケーションします

○
※担任のコーチが継続的
に見守り、双方向コミュ
ニケーションが可能

○
※希望される方

○
※希望される方

○
※進度が合わない場合は
電話・Web でリクエスト

○
※進度が合わない場合は
タブレットですぐに取得

△
※自分で計画を立てて進
めます

○

×

○
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新入試・新課程対
応

実力診断

ベネッセ教育総合研究所の最
新入試情報分析を踏まえ、4
技能英語、ICT スキル、思考
力、表現力を伸ばせる。
全国規模で客観的な学力がわ
かり、自分の得意・苦手分野
に合わせた個別の対策ドリル
対策ができる。

○

○

○

◎

＜iPad について＞
お客様がお持ちの iPad でご利用いただけます。
■対応機種

iPad（第 4 世代）、iPad Air、iPad Air 2、iPad mini 2、iPad mini 3、iPad mini 4

※OS : iOS8.3 以上。※2015 年 9 月時点。※以下の端末ではお使いいただけません。
パソコン、スマートフォン、iPad 以外のタブレット、進研ゼミでお届けしている専用タブレット（チャレンジパッド、チャレンジタブレ
ット、チャレンジタブレットネクスト）

■通信環境
常時接続可能なブロードバンド（光ファイバなど）環境と、無線 LAN（Wi-Fi）環境をご用意ください。
※上記に合致しない環境では、サービスをご利用いただけない場合があります。※インターネット接続については、お客様の責任でご準
備いただき、接続料金等はお客さまのご負担となります。
※インターネットサービスプロバイダとのインターネット契約、無線 LAN ルータをご用意のうえ、ご利用ください。
※iPad をお持ちでないお客様には、レンタルプランもご用意しています。詳細は 11 月下旬以降に HP にてご確認いただけます。

＜通常レンタル価格＞
対象機種

容量

レンタル月額(税込)

iPad Air(Wi-Fi モデル)

16G

2,480 円

iPad mini 2(Wi-Fi モデル)

16G

1,980 円

※iPad の価格変更があった場合、レンタル価格も変わることがあります。
※Apple、iTunes、iPad、iPad mini、iPhone は米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。App Store は Apple Inc. のサ
ービスマークです。
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参考資料
＜進研ゼミプラス

各コース

概要＞
料金（税込）

対象

コース名称

対象学年

※すべて毎月払いの場合
6 か月分・12 か月分一括
払い割引もございます

内容
＜教科＞
国語・算数・理科・社会・英語
※理科・社会は、小学 3・4・5・6 年生

■小学 1・2 年生
月々3,637 円
■小学 3 年生
月々4,419 円
■小学 4 年生
月々5,293 円
■小学 5 年生
月々6,128 円
■小学 6 年生
月々6,288 円

(1)進研ゼミプラス
小学講座
ハイブリッドスタイル

＜主なサービス＞
①

デジタル教材（iPad を利用）

※iPad の購入またはレンタル費用、通信料金
はお客様ご負担
②

テキスト教材

※週 1 回学習内容の確認で使用
③

体験型教材

※iPad との連動あり
④

個人別指導・学習アドバイス（担任制）

※赤ペン先生が継続的に一人ひとりの答案を
見て、指導

小学校
1～6 年生

小学生
(2)進研ゼミプラス
小学講座
チャレンジタッチ

(3)進研ゼミプラス
小学講座
オリジナルスタイル

■小学 1・2 年生
月々3,343 円
■小学 3 年生
月々3,343 円
■小学 4 年生
月々4,865 円
■小学 5 年生
月々5,632 円
■小学 6 年生
月々5,779 円

■小学 1・2 年生
月々3,343 円
■小学 3 年生
月々3,343 円
■小学 4 年生
月々4,865 円
■小学 5 年生
月々5,632 円
■小学 6 年生
月々5,779 円

＜教科＞
国語・算数・理科・社会・英語
※理科・社会は、小学 3・4・5・6 年生
＜主なサービス＞
① デジタル教材
(専用タブレットを使用)
② テキスト教材
※年数回お届けする補助教材
③ 個人別指導・学習アドバイス
※赤ペン先生が一人ひとりの答案をみて、添削
指導
＜教科＞
国語・算数・理科・社会・英語
※理科・社会は、小学 3・4・5・6 年生
＜主なサービス＞
① テキスト教材
※毎日の学習で利用
② 体験型教材
③ 個人別指導・学習アドバイス(担任制）
※担任の赤ペン先生が継続的に一人ひとりの
答案をみて、添削指導

7

料金
（税込）
対象

コース名称

対象学年

※すべて毎月払いの場合
6 か月分・12 か月分一括
払い割引もございます

内容

＜教科＞
国語・数学・理科・社会・英語
■中学 1 年生
月々6,894 円
(1)進研ゼミプラス
中学講座
ハイブリッドスタイル

■中学 2 年生
月々6,894 円

中学校
1～3 年生

中学生

■中学 3 年生
月々7,295 円

■中学 1 年生
月々6,336 円
■中学 2 年生
月々6,336 円
■中学 3 年生
月々6,665 円

(2)進研ゼミプラス
中学講座
オリジナルスタイル

高1
■1 教科受講
月々6,556 円
(1)進研ゼミプラス
高校講座
ハイブリッドスタイル

高校
1~3 年生

高2
■1 教科受講
月々6,556 円
大学受験講座
■1 教科受講
月々6,120 円

高校生

高1
■1 教科受講
月々6,114 円
(2) 進研ゼミプラス
高校講座
オリジナルスタイル

高校
1~3 年生

高2
■1 教科受講
月々6,114 円
大学受験講座
■1 教科受講
月々5,708 円

＜主なサービス＞
①デジタル教材（iPad を利用）
※iPad の購入またはレンタル費用、通信料金
はお客様ご負担
②テキスト教材
③個人別指導・学習アドバイス（担任制）
※担任の赤ペン先生・赤ペンコーチが継続的に
学習状況に合わせて個別に指導・アドバイス
＜教科＞
国語・数学・理科・社会・英語
＜主なサービス＞
①テキスト教材
②個人別指導・学習アドバイス(担任制）
※担任の赤ペン先生が継続的に一人ひとり
の答案をみて、添削指導
＜教科＞
英語・数学
※国語は<ハイブリッドスタイル>の提供はありま
せん。
※理科・地歴公民は、高１＆高２講座においては有
料オプション教材として追加いただけます。大学受
験講座では、＜オリジナルスタイル＞でご受講いた
だけます。

＜主なサービス＞
① デジタル教材（iPad を利用）
※iPad の購入またはレンタル費用、通信料金はお客
様ご負担

② テキスト教材
③ 個人別指導指導・学習アドバイス（担任制）
※赤ペンコーチが継続的に学習状況に合わせ
て個別にアドバイス
＜教科＞
■高 1 講座・高 2 講座
英語、数学、国語
※理科・地歴公民は有料オプション教材として追加
いただけます。

■大学受験講座
英語、数学、国語、物理、化学、生物、地学、
日本史、世界史、地理、公民、小論文
＜主なサービス＞
①テキスト教材
②個人別指導・学習アドバイス

