
 

iPadと学ぼう 
授業に適したアプリケーションを見きわめる  

アプリケーションで学ぶ   �                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       1



概要 

iPadのアプリケーションは、教室の内外で学習体験を広げています。学習がよりインタラクティブに、生徒を夢中にする  
魅力溢れるものに変わっています。生徒が学習により没頭できれば彼らの学習意欲は増し、学習の質、成果があがります。 
教育のためのアプリケーションはすでにたくさん公開されており、さらに次々と新しいものが開発されているので、学習を 
より面白くする可能性は果てしなく広がっています。 

App Store上にある無数の教育アプリケーションには、数学や理科から、外国語や文章読解まで、あらゆる科目の教材が 
そろっています。アプリケーションを使えば、生徒たちは数学の方程式を指一本で操作したり、インタラクティブな元素 
周期表をブラウズすることができます。バーチャルにカエルの解剖を行い、次の授業では世界的な美術の名作をめくりながら 
見ていくこともできます。教師のみなさんは授業で生徒を夢中にしたり、それぞれの進み具合を確認しながら生徒にその場で 
フィードバックを与えたり、授業をまとめることができるのです。 

はじめに 
授業にアプリケーションを取り入れるときには、まず生徒の学習目標を設定するとよいでしょう。生徒が理解する必要がある 
ことは何か? アプリケーションを使う想定はどんなものか? 具体的な授業計画に一番ふさわしいのはどのアプリケーションか? 
生徒に何をさせたいのか、なぜそれをするのかを十分に考えておくことでアプリケーションの選定がスムーズになります。 

次のような質問を考えてみましょう。 

• 授業計画の中で強調したいポイントはどこですか？ そのポイントの面白さと重要性はどのようにしたら伝えられるでしょうか？ 

• あるトピックや授業で生徒たちがつまずきやすいのはどこですか？ どのようにサポートするとそれに引っかからずに済むで 
しょうか？ 

• 授業で扱いたいけれど、時間が足りない概念やアクティビティは何ですか？ より効率よく、またはほかの内容と組み合わせて 
教えることはできないでしょうか？ 

• 生徒がアプリケーションを使って製作した成果物から、生徒の習熟度を判断することは可能ですか？ 

これらの質問への答えと、本ガイドの内容を役に立てながら、iOSアプリケーションを見つけて授業に取り入れてください。 
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アプリケーションを選ぶ 
ここでは教育アプリケーションを見つけ、評価し、選択するにあたって検討したい4つのキーポイントと、質問事項をご紹介します。 

発達段階への適時性 
アプリケーションを指導ツールとして効果的に使うには、コンテンツの対象年齢と生徒の年齢が合っている必要があります。 
アプリケーションが生徒の発達段階に適しているか、以下の点から考えてみましょう。 

• 認知能力 

• 言語能力 

• 身体能力 

• 社会的能力 
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おすすめのアプリケーション 

英熟語ターゲット1000［4訂版］  
(MONOKAKIDO Co. Ltd.) 
大学入試向けのベストセラー英熟語集「英熟語  
ターゲット1000［4訂版］」を収録したアプリ  
ケーションです。生徒は語義と例文を読むだけで  
なく、英語の音声を聞いて英熟語を覚えられます。  
テスト問題は、キーボードのほかに書き込み入力に  
対応しているので、指でスペルを書きながら回答で  
きます。さらに、テスト問題の成績は棒グラフで表示 
されるので、学習の進捗状況が簡単に確認できます。

そのほかのアプリケーション 

小学生かんじ（NEXTBOOK, Inc.） 
読み方から、書き順、画数まで、小学校6年間で  
習う漢字を学年別にドリルを使って学習できます。
お手本をもとにして繰り返し書き取りの練習が  
できます。 

Dragon Box Algebra 12+ 
(WeWantToKnow AS) 
ゲームの要素を含んだ学習を進めながら、新しい 
数学の楽しさを体験できます。様々なレベルの  
生徒を対象としています。 

はじめての算数（Montessorium, LLC） 
数字の読み書きから数量の概念まで、足し算、  
掛け算などの数式の学習の前提になる基礎が、  
図や音声などを使いながら感覚的に学べます。

https://itunes.apple.com/jp/app/xiao-xue-shengkanji-yubidoriru/id505393304?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/dragonbox-algebra-12+/id634444186?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/hajimeteno-suan-shu/id381064973?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/xiao-xue-shengkanji-yubidoriru/id505393304?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/dragonbox-algebra-12+/id634444186?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/hajimeteno-suan-shu/id381064973?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/ying-shu-yutagetto1000-4ding/id622559167?mt=8&ign-mpt=uo=4
https://itunes.apple.com/jp/app/ying-shu-yutagetto1000-4ding/id622559167?mt=8&ign-mpt=uo=4


インストラクショナルデザイン 
アプリケーションを取り入れることで、教師のみなさんは柔軟な指導方法が、生徒のみなさんにはそれそれのニーズに合った 
学習方法が可能になり、授業を生まれ変わらせることができます。アプリケーションの設計が設定された学習目標に適している 
ものか評価するために、次の点について考えてみましょう。 

• 扱っている教科の内容を効果的に伝えますか？ 

• 設定した学習目標に沿った内容を学べますか？ 

• 理解のレベルに合わせた学習のサポートやフィードバック、テスト、ふりかえりに使えますか？ 

• 生徒が課題を体系的にを理解しながら学習し、実生活とのつながりを理解することに役立ちますか？   

• 生徒一人ひとりの学力や、様々な能力レベルに合わせられますか？ 
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おすすめのアプリケーション 

Algebra Touch（Regular Berry Software LLC） 
Algebra Touchを使うと、数字をタッチやドラッグ  
して方程式を作りながら、数学の基礎的な考え方が  
学べます。生徒は手を動かしているうちに数学の問題  
を解くことに夢中になります。Algebra Touchでは、  
順序立ったレッスンで基礎を理解したあとで、因数分解、
単純化、演算子の優先順位、素数などの練習問題に取り 
組めます。

そのほかのアプリケーション 

Explain Everything™（MorrisCooke） 
映し出した文字、画像、ビデオなどを録画し 
再生できるホワイトボードです。スクリーン上 
で数学の問題を解いて記録すれば、間違えた 
ポイントをあとで追跡することもできます。 

体験！水ロケットシミュレーション by  
JAXA 情報・計算工学センター 
(Japan Aerospace Exploration Agency) 
部品、水と空気、発射角度を設定して、 
水ロケットをバーチャルに発射します。 
選択した設定に応じて飛行の軌跡、到達 
距離、飛行時間、高度、速度が変化します。 

Duolingo ¦ 英語を無料で学ぶ（Duolingo） 
研究に基づいた学習方法で、英語、スペイン語、
フランス語、ポルトガル語、イタリア語が学習
できます。教室内にとどまらず、休み時間や通学
時間も活用して楽しく語学を学習できます。

https://itunes.apple.com/jp/app/explain-everything/id431493086?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/id704048101
https://itunes.apple.com/jp/app/duolingo-learn-languages-for/id570060128?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/algebra-touch/id384354262?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/algebra-touch/id384354262?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/explain-everything/id431493086?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/id704048101
https://itunes.apple.com/jp/app/duolingo-learn-languages-for/id570060128?mt=8


関心と意欲 
生徒が課題に没頭できることが学習にどんな影響をあたえるか、教師のみなさんはよくご存知でしょう。教室が活気づき、 
こどもたちの意欲と集中力が持続します。アプリケーションを取り入れると、生徒が学習そのものに関心を持ち意欲を高める 
環境作りに役立ちます。アプリケーションが期待するように生徒の関心と意欲を高めるものかどうか判断するために、次の点 
について考えてみましょう。 

• 使ってみたいと生徒が思えますか？　直観的に使えますか？ 

• 生徒のレベルとあっており、かつ、生徒がさらに成長する可能性を残していますか？ 

• 生徒が繰り返し使いたくなるものですか？ 

• 学習機能が革新的で、単調なアクティビティ以上のことができますか？ 

• ゲームの要素は取り入れられていますか？ 
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おすすめのアプリケーション 

元素図鑑 作・Theodore Gray（Touch Press） 
丸暗記になりがちな元素の周期表の学習が、このイン  
タラクティブなアプリケーションを使うと楽しくなり  
ます。目が離せなくなるほどの美しい画像が、118個の 
元素を一つひとつ説明します。画像はピンチやタップを 
して拡大させたり、フリックして回転できるので、生徒 
は元素の姿を細部まで見ることができます。さらに、  
どの元素にも、つい読み進めてしまう解説文がついて  
います。

そのほかのアプリケーション 

早打ち英文法（Gakko Net Inc.） 
中学校と高等学校で習う基本的な英文法が、 
ゲーム感覚で学習できるアプリケーション 
です。繰り返しゲームをするうちに、  
英文法が学べます。 

分数マンモス（Ululab） 
パズルと算数を組み合わせて生徒を引き 
つける、革新的なアプローチを採用して 
います。 

MAU M&L 博物図譜 
(Musashino Art University) 
武蔵野美術大学 美術館・図書館が所蔵 
する17世紀から19世紀の解剖図、 
自然誌、航海記など、貴重な資料を  
インタラクティブに体験できます。

https://itunes.apple.com/jp/app/zao-dachi-ying-wen-fa-guang/id611088147?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/slice-fractions/id794730213?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/mau-m-l-bo-wu-tu-pu/id545593250?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/yuan-su-tu-jian-zuo-theodore/id364147847?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/yuan-su-tu-jian-zuo-theodore/id364147847?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/zao-dachi-ying-wen-fa-guang/id611088147?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/slice-fractions/id794730213?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/mau-m-l-bo-wu-tu-pu/id545593250?mt=8


インタラクティブ機能のバランス 
アプリケーションに組み込まれている数多くのインタラクティブ機能には、学習に効果的なものもあれば、それほど関係ない 
ものもあります。アプリケーションのインタラクティブ機能の以下の点について考えてみましょう。 

• 学習を進めてくれる効果がありますか？ それとも単に楽しませるだけですか？ 

• インタラクティブ性は適切なバランスで取り入れられており、学習の邪魔にならずに機能していますか？ 

• iOSの機能を活かしたインタラクティブ性が学習体験を高めていますか？  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おすすめのアプリケーション 

Piiigラボ - 子どものための科学実験（Piiig Inc.） 
iPad上に、今までみたこともない理科室ができました。 
電球の回路を組み立てたり、薬品を混ぜて化学反応を 
起こしたり、ラジオを組み立ててラジオ放送を聞いたり。
生徒たちは、試行錯誤を繰り返しながら楽しく理科の 
実験が行えます。Piiigラボは、インタラクティブな 
機能を十分に活用することで、よりワクワクする学習 
体験と科学的な思考の視点を提供します。

そのほかのアプリケーション 

The Human Body ～ あそんでまなぼう  
(TinyBop)  
指示を出し反応を見て学べる革新的なインタラク 
ティブ機能が、生徒たちを引きつけ、好奇心を 
育み、人体についての理解を深めます。 

常用漢字筆順辞典 
(NOWPRODUCTION, CO.,LTD) 
小学校から高校までに習う漢字の筆順と読み方を、 
1画ずつ指でなぞって学習できます。画数、読み、 
学習する学年から検索することもできます。

https://itunes.apple.com/jp/app/piiigrabo-zidomonotameno-ke/id735909511?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/piiigrabo-zidomonotameno-ke/id735909511?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/the-human-body-by-tinybop/id682046579?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/chang-yong-han-zi-bi-shun/id355480763?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/the-human-body-by-tinybop/id682046579?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/chang-yong-han-zi-bi-shun/id355480763?mt=8


アクセシビリティ 
iOSに搭載されているアクセシビリティ機能にとどまらず、様々なアプリケーションが支援を必要とする生徒をサポートしています。
こうした種類のアプリケーションについて考えてみましょう。 

• 様々なスキル、レベルのユーザーが利用できるように作られていますか？ 

• 視覚、聴覚その他の複数の感覚を取り入れた学習をサポートしていますか？   

• ユーザインターフェイスは、それぞれの生徒のニーズにあわせてパーソナライズできますか？ 

• VoiceOverやクローズドキャプションなどの機能は活用されていますか？ 
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おすすめのアプリケーション 

Proloquo2Go（AssistiveWare） 
音声の読み上げシステムのほか、単語、記号や、動詞の  
活用を1万4千以上も収めた包括的なライブラリにより、  
話すことに問題を抱える生徒のコミュニケーションを  
サポートします。あらゆる能力レベルの学習者が、充実  
した単語ライブラリを使うことで、よりはっきりと自分  
を表現できるようになります。このアプリケーションは、 
個別設定が可能なインターフェイスを備え、幅広い言語  
能力レベルに対応しているので、複数のユーザーのニーズ 
に応えられます。また、より効率良く自然なコミュニ  
ケーションがとれるように、基本語彙のグループ化、  
高度な単語予測、ボキャブラリーの個別設定をすること  
もできます。

そのほかのアプリケーション 

The Social Express II 
(Language Express, Inc.) 
アニメーションを用いたインタラクティブレッスンで、
社交的な場での振る舞いやマナーが学べます。  
子どもや若い大人を対象とした特別支援教育アプリ 
ケーションです。 

Question Builder for iPad 
(Mobile Education Store LLC) 
読解力を養う小学生向けのアプリケーションです。  
状況に応じた抽象的な質問に答える方法を学びます。 

GarageBand （Apple） 
このVoiceOver対応アプリケーションを使えば、  
生徒たちはPodcastを作ったり、曲を録音したり、 
楽器の演奏方法が学べます。

http://itunes.apple.com/jp/app/proloquo2go/id308368164?mt=8
http://itunes.apple.com/jp/app/proloquo2go/id308368164?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/the-social-express-ii/id886896435?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/question-builder-for-ipad/id364823150?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/garageband/id408709785?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/the-social-express-ii/id886896435?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/question-builder-for-ipad/id364823150?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/garageband/id408709785?mt=8


いよいよ始まりです 
アプリケーションを選ぶ際にはどのような点について考え、どのように始めればよいかをご紹介しました。それでは、 
生徒の発達段階にふさわしい、こどもたちを引きつけるアプリケーションは、どこでどのように探せばよいでしょうか?  
どのようなアプリケーションが学習目標に適切で、生徒たちの意欲を高めてくれ、こどもたちの様々な学び方をサポート 
してくれるのでしょうか? 

まず、App Storeから、始めましょう。確かな眼で選ばれた、教科ごとの教育コレクションには、様々なレベルと学習 
スタイルに対応した、幅広い学習教科の教材がそろっています。コンテンツを作成する場合には、クリエイティビティを 
サポートするAppleのアプリケーションのiMovie、GarageBand、写真アプリケーションを活用しましょう。 
プロダクティビティのためのAppleのアプリケーションには、美しい文書を作成するPages、説得力のあるスプレッド 
シートのためのNumbers、プレゼンテーションを作成するKeynoteがあります。そのほか、他社製のコンテンツ作成用 
アプリケーションも多数あります。Explain Everythingや、Puppet Pals、ストップモーションスタジオなどを使えば、 
生徒たちが新しいやり方で自分の考えや学んだことを表現できます。 

今、学習に革新を起こすことができるワクワクした時が来ています。生徒を引きつけて没頭させてくれるマルチタッチの 
アプリケーションが、これまでは考えられなかった豊かな経験をもたらします。教育アプリケーションの驚くような世界を 
どうぞ楽しんでください。 

そのほかの参照先  
For the Classroom（英語） 

教師／講師向けスターターキット 

宿題／課題
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