
番　号 作　品　名 内　　容 時　間 対　象 カテゴリー
Ｐ－０３０４ はじめてのかんじ ※ｗｉｎ９５ 0 小学 国語
Ｐ－０３０６ 絵マップ ※ｗｉｎ９５ 0 小学 社会
Ｐ－０３０７ さんすうせっと ※ｗｉｎ９５ 0 小学 算数数学
Ｐ－０３０８ 図形あそび ※ｗｉｎ９５ 0 小学 算数数学
Ｐ－０３０９ 分数のかけ算 ※ｗｉｎ９５ 0 小学 算数数学
Ｐ－０３１８ えにっきくん２ ※ｗｉｎ９５ 0 小学 教科共通
Ｐ－０３１９ お勉強の部屋 ※ｗｉｎ９５ 0 小学 教科共通
Ｐ－０３２０ 乗法公式の応用 ※ｗｉｎ９５ 0 中学 算数数学
Ｐ－０３２５ 地震シミュレーション ※ｗｉｎ９５ 0 中学 理科
Ｐ－０３２７ 電気回路 ※ｗｉｎ９５ 0 中学 家庭技家
Ｐ－０３２８ 住居設計 ※ｗｉｎ９５ 0 中学 家庭技家
Ｐ－０３２９ 木材加工 ※ｗｉｎ９５ 0 中学 家庭技家
Ｐ－０３３１ 水波のアニメーション ※ｗｉｎ９５ 0 高校 理科

Ｐ－０３３３
マルチメディアを体験
出来る「献立作成」

※ｗｉｎ９５
0 高校 家庭技家

Ｐ－０３３４ 画像で学ぶ物の運動
※ｗｉｎ９５

0 中学～高校 理科

Ｐ－０３３６ とうかくペイント ※ｗｉｎ９５ 0 小学～中学 図工美術

Ｐ－０３４０
はじめてのボランティ
ア

※ｗｉｎ９５
0 小学 教科共通

Ｐ－０３４１ 中学校理科ドリル ※ｗｉｎ９５ 0 理科 理科

Ｐ－０３４２
English Listening
Practice One
Hundred

※ｗｉｎ９５
0 高校 英語

Ｐ－０３４３

マルチメディア郷土学
習教材　平成１０年度
「五所川原」「南部弁
講座」

※ｗｉｎ９５

0 小学～一般 教科共通

Ｐ－０３４４
地球を見つめる科学
技術　ＷＡＮＤ　ｖｏｌ．
１「自然災害と地球」

※ｗｉｎ９５
0 小学～一般 教科共通

Ｐ－０３４５
地球を見つめる科学
技術　ＷＡＮＤ　ｖｏｌ．
２「海洋編」

※ｗｉｎ９５
0 小学～一般 教科共通

Ｐ－０３４６
地球を見つめる科学
技術　ＷＡＮＤ　ｖｏｌ．
３「生活編」

※ｗｉｎ９５・９８
0 小学～一般 教科共通

Ｐ－０３６５
小学１年生のひらが
なと漢字の書き方

※ｗｉｎ全般
0 小学 国語

Ｐ－０３６６ ごみとリサイクル ※ｗｉｎ全般 0 小学 社会
Ｐ－０３６７ 中国文化と長崎 ※ｗｉｎ全般 0 小学～中学 社会
Ｐ－０３６８ 算数げんきくん ※ｗｉｎ全般 0 小学 算数数学
Ｐ－０３６９ 与作、与作ゲーム ※ｗｉｎ全般 0 小学 算数数学
Ｐ－０３７０ 生物のつりあい ※ｗｉｎ全般 0 中学 理科

Ｐ－０３７１
食物連鎖シミュレー
ション

※ｗｉｎ全般
0 中学 理科

Ｐ－０３７２ 動画で学ぶ物の運動
※ｗｉｎ全般

0 中学 理科

Ｐ－０３７３
グラフィック植物検索
ツール「せりＷｉｎ」

※ｗｉｎ全般
0 小学～一般 理科

Ｐ－０３７４
マウス・キーボード完
全マスター

※ｗｉｎ全般
0 小学～一般 家庭技家

Ｐ－０３７５
コンピュータ学習の
導入用ＣＡＩ教材

※ｗｉｎ全般
0 小学～一般 家庭技家



番　号 作　品　名 内　　容 時　間 対　象 カテゴリー

Ｐ－０３８０
マルチメディア素材
データベース第２巻

※ｗｉｎ全般
0 小学～一般 教科共通

Ｐ－０３８１
マルチメディア素材
データベース第１巻

※ｗｉｎ全般
0 小学～一般 教科共通

Ｐ－０３８２
マルチメディア素材
データベース　電気

※ｗｉｎ全般
0 小学～一般 教科共通

Ｐ－０３８３
ストップ・ザ・薬物～
自分をだいじにしよう
～

※ｗｉｎ９５・９８
0 小学～中学 保健体育

Ｐ－０３８４
地球と人類の共存科
学　Ｖｏｌ．１「自然環
境編」

※ｗｉｎ９５・９８
0 小学～一般 理科

Ｐ－０３８５

マルチメディア郷土学
習教材　平成１１年度
「青森県市町村パン
フレットガイド」「南部
裂織」

※ｗｉｎ９５・９８

0 小学～一般 教科共通

Ｐ－０３８６
宇宙のひみつは重力
のふしぎ！？

※ｗｉｎ９５・９８
0 小学～中学 理科

Ｐ－０３８７
カタカナかきじゅんク
イズ・しりとり

※ｗｉｎ９５以降
0 小学 国語

Ｐ－０３８８
環境学習支援ソフト
「ふるさと」

※ｗｉｎ全般
0 小学 理科

Ｐ－０３８９ 心のキャンパス ※ｗｉｎ９５以降 0 中学 教科共通

Ｐ－０３９０
まっくんの研修旅行
高１年　数学

※ｗｉｎ９５以降
0 高校 算数数学

Ｐ－０３９１
Ｅｑｕａｔｉｏｎ Ｂｕｉｌｄｅｒ
高１～３年　数学

※ｗｉｎ９５以降
0 高校 算数数学

Ｐ－０３９２
楽しく買い物学習　特
殊教育　その他

※ｗｉｎ９５以降
0 小学～高校 算数数学

Ｐ－０３９３
温度計、温度計と気
圧計

※ｗｉｎ９５以降
0 小学～中学 理科

Ｐ－０３９４
音を知ろう（音オシ
ロ）

※ｗｉｎ９５以降
0 中学～高校 理科

Ｐ－０３９５ 五えもん ※ｗｉｎ９５以降 0 中学～高校 英語

Ｐ－０３９６
ＦＣＡＩファミリーソフト
セット

※ｗｉｎ９５以降
0 小学～高校 教科共通

Ｐ－０３９７
マルチメディア素材
データベース　日本
の伝統的工芸、工業

※ｗｉｎ全般
0 小学～一般 教科共通

Ｐ－０３９８
情報化推進リーダー
研修セット

※ｗｉｎ９５
0 一般 教科共通

Ｐ－０３９９
高レベル放射線廃棄
物の地層処分～研究
開発成果の概要～

※ｗｉｎ全般

0 一般 教科共通

Ｐ－０４００

報告書「我が国にお
ける高レベル放射性
廃棄物地層処分の技
術的信頼性－地層処
分研究開発だ医２次
取りまとめ－」

※ｗｉｎ全般

0 一般 教科共通

Ｐ－０４０１
地球と人類の共存科
学　Ｖｏｌ．２「エネル
ギー編」

※ｗｉｎ９５
0 小学～一般 理科



番　号 作　品　名 内　　容 時　間 対　象 カテゴリー

Ｐ－０４０２
マルチメディア郷土学
習教材　平成１２年度

※ｗｉｎ９５
0 小学～一般 教科共通

Ｐ－０４０３
インターネットよこは
ま生き物観察図鑑

※ｗｉｎ全般
0 小学～中学 理科

Ｐ－０４０４ 雪国のくらし ※ｗｉｎ９５以降 0 小学 国語

Ｐ－０４０５
特殊教育用ワープロ
ソフト「マウスでおしゃ
べりワープロくん」

※ｗｉｎ全般

0 小学～中学 教科共通

Ｐ－０４０６
かきかた／果物と野
菜／お金／目盛り
シリーズ

※ｗｉｎ９５以降
0 小学 教科共通

Ｐ－０４０７ 魅力的な数π ※ｗｉｎ９５以降 0 高校 算数数学
Ｐ－０４０８ 柔道学習ソフト ※ｗｉｎ９５以降 0 中学 保健体育
Ｐ－０４０９ 品井沼のぼうけん ※ｗｉｎ９５以降 0 小学 国語

Ｐ－０４１０
弥治郎のこけし「きぼ
こくん」

※ｗｉｎ９５以降
0 小学 国語

Ｐ－０４１１ タイプトレーナー ※ｗｉｎ９５以降 0 中学 家庭技家
Ｐ－０４１２ 座標ゲーム ※ｗｉｎ９５以降 0 中学 算数数学

Ｐ－０４１３
ひまわり雲画像と天
気図　表示プログラ
ム

※ｗｉｎ９５以降
0 小学～一般 理科

Ｐ－０４１５ ペンギン王国を救え ※ｗｉｎ９５以降 0 小学 理科

Ｐ－０４１６
ムシムシ王ヘラクレス
アニメーションを作ろ
う

※ｗｉｎ９５以降
0 小学 図工美術

Ｐ－０４１７
地球と人類の共存学
Ｖｏｌ．３

※ｗｉｎ９５以降
0 小学～一般 理科

Ｐ－０４１８
おりがみでゆめをひ
ろげよう

※ｗｉｎ９５以降
0 幼児～小学 図工美術

Ｐ－０４１９
高校生天体観測ネッ
トワーク

※ｗｉｎ９５以降
0 高校 理科

Ｐ－０４２０
文部科学省選定教材
映画等目録

※ｗｉｎ９５以降
0 一般 教科共通

Ｐ－０４２１

平成１３年度文部科
学省委嘱事業　地域
映像教材の提供及び
活用方法のシステム
化に関する調査研究

※ｗｉｎ９５以降

0 一般 教科共通

Ｐ－０４２２
青森万年雪構想～雪
を資源に～

※ｗｉｎ９５以降
0 一般 教科共通

Ｐ－０４２３
１００マス夫さん　Ｖｅ
ｒ．１

足し算・引き算・かけ算の１００マス計算
ができます。毎回違う問題が出題され、
タイムも計測できます。FDやHD内に記
録することも可能です。マスの数も自由
に設定できます。ｗｉｎ９５以降

0 小学 算数数学

Ｐ－０４２４
ワンツースリー～すう
じであそぼう～

「すうじ島」「かぞえ島」「クイズ島」の３
パート構成。簡単なアニメーションをふ
んだんに使用し、「数」ということに自然
に目が向き、無理なく学ぶことができま
す。「数」への入門初歩として最適で
す。ｗｉｎ９５以降

0 小学 算数数学



番　号 作　品　名 内　　容 時　間 対　象 カテゴリー

Ｐ－０４２５
ｅ－タングラム（ＴＡＮ
ＧＲＡＭ）

図形の見方を豊かにさせることをねら
いにしています。図形の構成要素・位
置関係に着目して、形をつくる作業をし
ます。インターネットのブラウザ上で表
示・操作する仕組みになっています。
ｗｉｎ９５以降

0 小学 算数数学

Ｐ－０４２６ 小学校理科教材集

理科室での実験・観察が難しいものを
集めました。(1)四季の星座・星につい
て(2)天気について(3)花の開花の様
子。花のつくり(4)川の流れの仕組み(5)
特徴ある地形(6)植物のつくり　ｗｉｎ９５
以降

0 小学 理科

Ｐ－０４２７ トマＰの冒険

食生活に関心を持ち、バランスを考え
て食事することの大切さに気づくことが
できます（クイズ形式）。また、視覚的に
食材の持つ働きを理解することができ
ます。ｗｉｎ９５以降

0 小学 家庭技家

Ｐ－０４２８
中学校計算ドリル
平成１３年度版

（１年）(1)正負の数(2)文字と式(3)一次
方程式。（２年）(1)式の計算(2)１次不等
式(3)連立方程式。（３年）(1)式の展開
(2)因数分解(3)平方根(4)２次関数。ラン
ダムに問題が出題され、幅広く学習す
ることができます。ｗｉｎ９５以降

0 中学 算数数学

Ｐ－０４２９ ＥＸＣＥＬＭＥＮＴＳ

コンピューターの教育利用の一環とし
て、EXCELを使い、校務業務・数学等
への活用事例集。３０事例全てに「概
要」「操作」「作成」文書を添付して、利
用の参考・変更の便を図っている。ｗｉｎ
９５以降

0 一般 算数数学

Ｐ－０４３０ ことばさがしゲーム

聴覚障害児用に、言葉の学習を楽しく
繰り返しできるようにしたソフト。（口の
中に、候補から選択して文字をいれ、
言葉を完成させる。ランダムに出題さ
れ、面白さが沸くようにしてあります。）
ｗｉｎ９５以降

0 小学 国語

Ｐ－０４３１
えでうつ　わーぷろく
ん　Ｖｅｒ．１

文字の認識が難しい場合に、絵を選択
し、音声ガイドに従ってマスをクリックす
るだけで、簡単な文章を作ることができ
ます（名詞や動詞などの単語を選択）。
音声ガイドつきのソフトウェアキーボー
ドや簡単なワープロ、文章保存・印刷
機能があります。ｗｉｎ９５以降

0 小学 国語

Ｐ－０４３２
うごけらくがき　Ｖｅｒ．
３

マウスで線を引くだけで、色や形、人や
風景、アニメなどが描け、印刷できま
す。知的障害や肢体不自由の障害が
ある生徒も操作できるように配慮しまし
た。また、名画や名曲も導入し情緒障
害のある生徒への対応も考慮しまし
た。ｗｉｎ９５以降

0 小学 図工美術

Ｐ－０４３３ サン・アースくん

世界中の昼夜の長さ、日の出・日の入
りの時刻、南中時刻、南中高度を白ビ
ルことができます。また、地軸の向きを
変化させたり、現実の世界では起こり
得ない現象もシミュレーションすること
ができます。ｗｉｎ９５以降

0 小学～高校 理科



番　号 作　品　名 内　　容 時　間 対　象 カテゴリー

Ｐ－０４３４
どう見る君・どう見る
君２・どう見せる君

「どう見る君」…動画（AVI･MPEG･
MOV･QT）ファイルからストロボ画像を
簡単に合成できる。「どう見る君２」…子
どもでも使える仕様。動画（AVI）ファイ
ルからストロボ画像を簡単に合成でき
る。「どう見せる君」任意の大きさで表
示できるので、プレゼンテーションに有
効。作成した動画や静止画を保存でき
る。ｗｉｎ９５以降

0 小学～中学 教科共通

Ｐ－０４３５
宇宙開発フォトギャラ
リー

宇宙に関する画像が目白押しです。宇
宙開発事業団の33年間の歩みをCD-
ROMにまとめました。高解像度の写真
データ・動画素材のダイジェスト映像を
収め、宇宙に興味を持つ方々の学習の
一助となるようにわかりやすく解説もつ
けてあります。ｗｉｎ９５以降

0 小学～一般 理科

Ｐ－０４３６
デジタル時代の音作
り～感性を高める音
の創作～

※ｗｉｎ９５以降
0 小学 音楽

Ｐ－０４３７
ドキドキ・ワクワク　ボ
ランティア探検隊

※ｗｉｎ９５以降
0 小学 社会

Ｐ－０４３８
科学フロンティアＶｏ
ｌ．１～深海探査編～

※ｗｉｎ９５以降
0 小学～中学 理科

Ｐ－０４３９

マルチメディア郷土学
習教材　平成１３年度
「津軽金山焼」「わの
町三戸」

※ｗｉｎ９５以降

0 小学～一般 教科共通

Ｐ－０４４０

マルチメディア郷土学
習教材　平成１４年度
「小川原湖」「弘前探
求」

※ｗｉｎ９５以降

0 小学～一般 教科共通

Ｐ－０４４１

地球の健康を診断す
る　地球の観察　地
球環境画像ライブラ
リー　CD-R

※ｗｉｎ９８以降

0 小学～一般 理科

Ｐ－０４４２
ノーベル博士の科学
教室

子どもたちが気軽にできる科学実験を
いろいろな視点からとらえて構成する。
やさしい実験からむずかしいものまで
幅広い内容を収録。ｗｉｎ９８以降

0 小学～一般 理科

Ｐ－０４４３
科学フロンティアＶｏ
ｌ．2～太陽系探査編
～

惑星や月について、またロケット打ち上
げまでの過程を収録。太陽系探査にか
かわるさまざまな仕事についても触れ
る。ｗｉｎ９８以降

0 小学～一般 理科

Ｐ－０４４４
けん玉で楽しくあそん
でみよう

「けん玉のきほん」「けん玉の持ち方」
「けん玉であそぼう」「きほんてきな練習
法」「11のきほんわざ」「けん玉じてん」
の6つのコーナーでけん玉について学
ぶ。ｗｉｎ９８以降

0 小学～中学 理科生活科

Ｐ－０４４５

新エネルギー学習教
材「太陽光発電・燃料
電池編」太陽光発電
と燃料電池の？（は
てな）を！（そうなん
だ）にする旅

※ｗｉｎ９８以降

0 小学～一般 理科



番　号 作　品　名 内　　容 時　間 対　象 カテゴリー

Ｐ－０４４６

平成１５年度マルチメ
ディア郷土学習教材
「下北半島」「津軽半
島」

※ｗｉｎ９８以降

0 小学～一般 教科共通

Ｐ－０４４７
光のマジック　かげ絵
で遊ぼう！

昔ながらの遊びかげ絵。でも、もうひと
工夫すれば、ストーリー性のある出し物
を作ることができるんです。いくつかの
基本動作とともにワンランク上のかげ
絵を紹介している。ｗｉｎ９８以降

0 小学 図工美術

Ｐ－０４４８
作って遊ぼう！リサイ
クル工作

環境問題がとりざたされ、自治体レベ
ルでのリサイクル事業もさかんになって
いる今日。子ども達にもリサイクルにつ
いて関心をもってもらおうと、身近な材
料を使っての工作、遊びを紹介してい
ます。ｗｉｎ９８以降

0 小学 家庭技家

Ｐ－０４４９
科学フロンティア探査
歴史シリーズ　ｖｏｌ３
地球探査

この作品のテーマは、地球の過去・現
在・未来の姿を探る「地球探査」です。
多彩なカテゴリーと学者たちのインタ
ビューなど明解なビジュアルと最新情
報で、科学技術の魅力を楽しく学べま
す。ｗｉｎ９８以降

0 小学～一般 理科

Ｐ－０４５０

平成１６年度マルチメ
ディア郷土学習教材
「八戸市と階上町の
海」「津軽北部の水
道」

八戸市と階上町の海と津軽北部の水
道について、写真や地図などの資料を
通して、分かりやすく学ぶことができま
す。ｗｉｎ９８以降

0 小学～一般 教科共通

Ｐ－０４５１
はじめよう！パソコン
とインターネット

IT基礎技能講習を目的としており、テキ
スト・指導者マニュアル・テキスト表紙と
いう内容で構成されている。ｗｉｎ９８以
降

0 一般 家庭技家

Ｐ－０４５２

平成１６年度総務省
メディアリテラシー教
材　映像シミュレー
ター　めざせ！映像メ
ディアマスター

子どもたちが、主体的に映像を操作す
ることを通じて、テレビやゲーム等で使
用されている映像にも意味があると気
づくことを目的としている。ｗｉｎ９８以降

0 小学～一般 家庭技家

Ｐ－０４５３

平成17年度　マルチ
メディア郷土学習教
材　「弘前市のごみ
のゆくえ」

「弘前市のごみのゆくえ」住みよい暮ら
しを守るために行われているごみ処理
のしくみと、それを支えている人々のは
たらきを動画で紹介する。「新鮮な魚が
家庭に届くまで」青森県で水揚げされた
魚たちはどのようにして海から港や市
場に運ばれるのか。中泊町の小泊漁
港に焦点を当て説明する。ｗｉｎ９８以降

0 小学～一般 教科共通

Ｐ－０４５４ 宇宙の謎に迫る

研究者たちは、遠い宇宙から届くかす
かな光や電波をキャッチし、解読に挑
んでいる。必要なのは、自らの視点に
基づく理論とそれを実証するための観
測技術だ。測定につきまとう誤差や分
解能の限界、特定方向の観測しかでき
ない不確定性というジレンマ。すべての
観測事実に矛盾がないと確信したと
き、理論はようやく実証される。ｗｉｎ９９
以降

0 高校～一般 理科



番　号 作　品　名 内　　容 時　間 対　象 カテゴリー

Ｐ－０４５５
糸で広がる楽しい世
界　あやとりで遊ぼう

・糸で遊ぼう　・お父さん、お母さんと遊
ぼう！-親子で楽しむあやとり　・友達と
いっしょに遊ぼう！－みんなで楽しむあ
やとり　・みんなもびっくり！－ふしぎな
あやとり手品ｗｉｎ全般

0 幼児～一般 家庭技家

Ｐ－０４５６ クルマのリサイクル

Ｐａｒｔ１現代社会と自動車リサイクル　Ｐ
ａｒｔ２リサイクルしやすい自動車づくり
Ｐａｒｔ３自動車リサイクルの技術　Ｐａｒｔ４
人とデータwin2000/xp、Mac OS Ｘ
10.3.x/10.4.x

0 高校～一般 教科共通

Ｐ－０４５７

平成18年度デジタル
教材制作事業「小川
原湖の遺跡～縄文時
代の衣・食・住を学ぶ
～」（マルチメディア郷
土学習教材）

小川原湖周辺に数多く存在する遺跡の
なかでも縄文時代の二ツ森貝塚を中心
に、その時代の生活環境「衣・食・住」を
テーマごとに画像や動画で小学生にも
わかりやすく紹介している。ｗｉｎ９８以
降

0 小学～一般 社会

Ｐ－０４５８ 容器包装リサイクル

Ｐａｒｔ１　容器包装リサイクルとは？　Ｐａ
ｒｔ２　３Ｒって何？　Ｐａｒｔ３　３Ｒの取り組
み　Ｐａｒｔ４　これからの未来のために
win2000/xp/Vista、Mac OS Ｘ
10.3.x/10.4.x/10.5.x

0 小学～一般 環境

Ｐ－０４５９
ローマ字チャレン
ジャー

「楽しく学び」ながらも、自然とローマ字
記述法を身につけることが出来る。従
来ありがちなやる気を削いでしまう要素
（減点・ミス音・入力速度をあおる等）を
排除、教育的配慮（急がせない・励ま
す・加算点のみ等）を多く盛り込むこと
で、子どもたちのやる気をいやが上に
も増幅させる。気がついたらローマ字
記述法が身についていた！まさに、子
どもの側に立った学習ソフトウェアであ
る。ｗｉｎ全般

0 小学 国語

Ｐ－０４６０
「結晶」自然の神秘と
美しさ

この映像教材は,結晶を通して科学を学
ぶ意義や有用性を実感させ,科学への
関心を高めることを目的とした。　本教
材は,「自然界に見られる結晶」「結晶構
造」「結晶のでき方を見てみよう」「水溶
液から結晶を取りだそう」「結晶の利用」
の5章から成り立ち,「見る」「学ぶ」「発
見する」をコンセプトに構成した。ｗｉｎ全
般

0 中学 理科

Ｐ－０４６１ 身近な植物観察図鑑

身近な生物の特徴を的確に把握すると
ともに、楽しく検索作業ができるような
デジタルコンテンツである。主に学校の
敷地にある植物や登下校の道路周辺
の田畑、山林に育つ植物を中心に650
種以上の植物をデジタル化したもので
ある。ｗｉｎ全般

0 小学～中学 理科



番　号 作　品　名 内　　容 時　間 対　象 カテゴリー

Ｐ－０４６２
スパイラル計算学習
コンテンツ

中学１年生「正負の数」における四則計
算の指導では，加法や減法の習熟を
図った後に乗法の学習に進む。しかし，
乗法の計算ができるようになった頃に，
加法や減法の誤答が増えてくることが
多々あった。この指導の反省から，加
法と減法を終えて，乗法のみの学習を
進めるのではなく，乗法の学習を進め
ながら加法や減法の定着も図っていく
必要があると考えた。そして，その為に
は，乗法と加法，減法が混在した学習
プリント等の教材が有効であると考え
た。本コンテンツは，複数の学習内容を
選択することで，既習内容を振り返りな
がら学習を進めることができるプリント
を作成できる。また，学習内容を自由に
選択できるため，生徒一人一人の個に
応じた指導にも活用できる。更に，既習
内容を振り返ることを通して，正確で速
い計算力を育てることができるように，
発声計算プリント作成や計算練習の機
能も設定した。ｗｉｎ全般

0 小学～中学 算数数学

Ｐ－０４６３ 漢字のべんきょう

「漢字のなりたち」について紹介した制
止画は沢山あっても、絵から文字に変
化する課程を動画で見られるものが無
いことに気付き、アニメーションで漢字
の成り立ちを見せられたら、漢字により
興味を持ってくれるだろうと考え、「漢
字・ひらがな・カタカナ」の字の成り立ち
を作成した。ｗｉｎ全般

0 小学 国語

Ｐ－０４６４
時間と空間を超えた
気象学習

気象現象に興味・関心を示し、積極的
に天気予報などの情報を利用して、科
学技術の成果と学習内容を生活に役
立たせようとする態度の育成を目的と
した。（1）ペルチェ素子の加熱冷却作用
を利用した数々の新しい実験観察装置
を作成し、その実験内容を映像化した。
（２）インターバタル撮影、リアルタイム
観察も可能。（３）学習指導要領に準じ
て内容が構成されているため欠席者、
個別支援教育にも対応。（４）映像、音
楽、文字解説、音声解説等がある。ｗｉ
ｎ全般

0 中学 理科



番　号 作　品　名 内　　容 時　間 対　象 カテゴリー

Ｐ－０４６５
数学問題提示・説明
ソフト

学校や会社などで、広く使われている
Microsoft PowerPointによる数学の問
題解説ソフトである。１時間もあれば、
次の日の準備ができる点は大きなメ
リットである。（他のツールで、すべての
領域をカバーするには何年も費やさな
ければならない！）また、ＶＢＡを用いて
コードを記述すれば、乱数を活用したじ
スライドも作成できる。空間図形につい
てはビデオの動画を、PowerPointにリ
ンクさせた。授業で用いている黒板（静
止画）では表現できないような表現方
法（動画）を効果的に用いることにより、
基礎・基本となる学習内容の確実な定
着をめざした。授業では、主に液晶プロ
ジェクターを用いて提示したが、本年度
より、大型液晶テレビが各教室に設置
され活用が期待できる。ｗｉｎ全般

0 中学 算数数学

Ｐ－０４６６ 理科の道具箱

・中学校理科の教師が授業をすると
き、１）生徒の興味を掻き立てる導入、
演示実験。２）授業で使いたい計算で
面倒なもの。３）生徒が興味を示しそう
な雑学などを日頃の実践の中からメモ
しておき、HTMLページにしたもの。・計
算やモデルを使っての説明などコン
ピュータで行うことで、理科の授業で生
徒の理解度や興味を増やすために作
成している。各ＯＳ

0 中学 理科

Ｐ－０４６７
理科博士にチャレン
ジ！

生徒たちにとっても、電気に関する学習
は苦手のようである。視覚的に判断で
きないことに起因しているようである。
目にすることはできないが、きちんとし
た法則性があることを明確に理解し、
楽しく活用することができるように、コン
ピュータソフトのアニメーション機能を活
用してこの作品を制作した。ｗｉｎ全般

0 中学 理科



番　号 作　品　名 内　　容 時　間 対　象 カテゴリー

Ｐ－０４６８
植物観察図鑑［樹木
編］

植物の観察学習を通して、自主的に身
近な生物の観察調査に取り組む子ども
たちは比較的多い。特に身近な雑草や
樹木に対して、興味・関心をもって植物
の分布状況や植物の成長の様子、繁
殖適応するための仕組みについて一
生懸命に植物調査にあたる姿を多く見
受けることができる。しかし、インター
ネット情報や図書資料などを活用して
も、情報量不足から名前を決定づけす
ることは容易ではない。そこで、児童の
興味・関心を高揚させ、楽しく樹木等の
検索作業ができるように、またしっかり
とした観点に基づく検索の手法を理解
させるようにするとともに、樹木等の美
しさや観察の観点を理解するためのデ
ジタルコンテンツの作成を目指した。ｗｉ
ｎ全般

0 小学～中学 理科

Ｐ－０４６９ 岩石・鉱物図鑑

　児童が気軽に、身近な岩石や鉱物を
50音順で検索したり、分類を活用して
検索したり、写真で検索したり、分類を
活用して検索したり、写真で検索したり
できるようにした。また、身近な岩石や
鉱物の分類の仕方を提示するととも
に、個々の岩石や鉱物の特徴がわか
るように提示した。岩石の基礎的で一
般的な知識を興味・関心をもってドリル
学習できるようにした。ｗｉｎ全般

0 小学～中学 理科

Ｐ－０４７０ 算数e教材室

（1）  算数デジタル教材室　教材室にあ
る道具と同じような感覚で使える。
（２）　動きがあり興味を引く展開ができ
る　任意の数でシミュレートしたい、教
科書の挿絵が動けばいいというアイデ
アから作成した。教科書の問題文や挿
絵より少し具体的なので、分かりやす
い展開ができる。　（３）　教室1台のパ
ソコンとプロジェクタがあれば使える。
（4）　操作性の統一　操作性を統一して
マウスの左クリックのみで扱える。使い
方やマニュアルはソフトに組み込んで
ある。　　この教材室にあるものは、主
に問題解決学習の課題提示にする使
用場面が限定されたソフトと、使用範囲
が広く教師の工夫で様々に使えるツー
ル型のソフトに分かれている。
win2000/xp/Me/98

0 小学 算数数学

Ｐ－０４７１
水の物語　わたした
ちの生活と水

小学校の「総合的な学習」３～６年生向
け。水道の水はどこからやってくるのだ
ろう？使った水はどこへ行くのだろう？
そんな水についての「なぜ？」「ホン
ト？」「なるほど！」を目と耳で楽しみな
がら学習するためのソフトです。ｗｉｎ９
５・９８

0 小学 教科共通


