アプリカタログ（新潟市版）
NEW

2022 10/1~12/30

８. 特別支援（サポート）
五十音カナ

ひらがな・カタカナ・数字・アルファベットなどのキーの読み上
げ機能があり、文字入力をサポートするキーボードアプリ。

９. 道徳，総合，特活，その他
集中｜勉強・仕事用タイマー

勉強や遊ぶ時間など、始める際にタイマーで制限時間を設けるこ
とで集中して取り組む→終わったら休む→これを繰り返し行うこ
とで、あとからいつ・どれだけ頑張ったか確認することもできる。

日記｜新しい日記

日記アプリ。「心掛けること」を入力したり、日々の日記から抽
出される「よく使う言葉」「満足度の高い日の言葉」などを確認
し、自分が使った言葉を振り返ったり分析したりできる。

アプリカタログ（新潟市版）
１. Apple純正
Pages

Numbers

Keynote

Clips

GarageBand

iMovie

文書作成アプリ。

プレゼンテーションアプリ。

音楽制作アプリ。専門的な知識がなくても様々な楽器の音を合わ
せて作曲ができる。

表計算アプリ。

ビデオ編集アプリ。撮影した動画にフィルタを適用したり、テキ
ストを入れたりできる。

動画編集アプリ。動画や写真を組み合わせて、テキストや音楽の
挿入、フィルタの適用やエフェクトの追加ができる。動画はトリ
ミングやカットもできる。

ショートカット

iPadでよく使う機能や操作を自動化してくれるアプリ。

２. Google関連
Google ドキュメント

Google スプレッドシート

Googleスライド

Jamboard

Google カレンダー

Google ドライブ

Google マップ

Google Earth

Google Meet

Google Classroom

Google 翻訳

Google Arts & Culture

文書作成アプリ。

プレゼンテーションアプリ。

カレンダーアプリ。

地図アプリ。

Web会議アプリ。教室内や遠隔で最大100名、最長60分のWeb授業
ができる。

入力したテキストを132言語間で翻訳できるほか、手書きで入力し
た文字の翻訳や、カメラをかざすだけで画像内のテキストを翻訳
する機能がある。

表計算アプリ。

電子ホワイトボード機能を持つアプリ。ペンで書く、図形を挿入
する、付箋を貼る等が可能で、複数人で共有をすることができる。

オンラインストレージサービス。

バーチャル地球儀アプリ。世界中の衛星写真を、地球儀を回して
いるかのように閲覧することができる。

世界中の美術館の作品を館内にいるように鑑賞できたり作品の細
部をズームして鑑賞したりできる。

アプリカタログ（新潟市版）
３. 言語,社会系（国語，外国語，英語，社会，地歴，公民）
四字熟語クイズ - はんぷく一般常識

ことわざクイズ - はんぷく一般常識

テーマ別に全137の四字熟語の問題が収録されている。楽しみなが
ら四字熟語を学べる。

テーマ別に全110のことわざの問題が収録されている。楽しみなが
らことわざを学べる。

中学国語文法

古文・漢文（古文単語、古典文法、漢文）

中学国語の文法問題が600問紹介されている。教科書の全範囲をカ
バーしている。

古文単語の最重要の272単語、漢文の定番の再読文字と句法が収録
されている。

漢字検定・漢検トレーニング

早押し対戦！ひらがな・カタカナ ２人用

じしょ君 - 国語と英和辞典

DeepL翻訳

Grammarly キーボード - 英語ライティングツール

Rabbits えいごで言ってみよう！

VoiceTra

音読

ことまなP

中高生英会話コース

あそんでまなべる 日本地図クイズ

まなんであそべる 日本地図パズル

まなんであそべる 世界地図パズル

昔の航空写真地図 （70年代マップ）

国土マップR

AR地形模型

新潟今昔写真

コンパス 東西南北

漢字の学習に有効。

「国語辞典、漢和辞典、類語辞典、古語辞典、英和辞典、和英辞
典」機能。ことわざ、漢字の書き順も確認できる。

英文を入力するとAIでスペルや文法のチェック・修正をしてくれ
るアプリ。

音声翻訳アプリ。外国語に翻訳することができ，31言語に対応し
ている。

三省堂の教科書・教材を学習できる。

【地図】都道府県や県庁所在地を覚えるための学習クイズ。地図
の位置から県名を答えたり、県名から県庁所在地を答える四択ク
イズ。

パズルで楽しみながら、位置も含めて学ぶことができる。

国土地理院の地形図がアプリで閲覧できる。航空写真など様々な
地図と重ね合わせて表示できる。

新潟県内の昔の写真が見ることができる。

ほぼ日のアースボール

利用には専用教材「ほぼ日のアースボール（地球儀本体）」が必
要。地球儀本体に端末（アプリ）をかざすと、変化する地球上の
雲・雨・気温ほか、様々な情報を知ることができる。

友だちと対戦を重ねることで，繰り返し学習することができるア
プリ。

オンラインで日本語を的確に翻訳し、外国語の授業の発表活動を
円滑に進めるため。

外国語学習のサポート及び家庭での学習に活用できる。

オンラインで日本語を的確に翻訳し、外国語の授業の発表活動を
円滑に進めるため。

パズルで楽しみながら、位置も含めて学ぶことができる。

過去の航空写真が年代別で閲覧できる。現代の土地利用と比較で
きる。

目の前に地形模型を出現させるアプリ。地図と模型とを比べるこ
とができる。

方位の学習に活用できる。

新潟県防災ナビ ー新潟県公式防災アプリー

土砂災害警戒区域、洪水浸水想定区域、津波浸水想定区域などの
ハザードマップや、指定避難所・指定緊急避難場所などを表示。
避難情報、気象警報など各種防災情報をプッシュ通知でお知らせ。

中学社会 地理・歴史・公民

社会の様々な問題に対応している。

アプリカタログ（新潟市版）
４. 理数系（算数，数学，理科，理数）
電卓 + 関数電卓

関数電卓 Panecal

Haseba Calculator

CheckMath チェックマス - 数学問題解説

あんざんマン 無料版

100マス計算

9x9カード

さんすうぼっくす 誠文社×ワオっち！

小学算数アニメーション（1-6年生）

はじめてのたし算ひき算「かずのトライ」

そろばんトレーニング

数学トレーニング（中学1年・2年・3年）

数学クイズ なん度？

Euclidea

Geoboard, by MLC

GeoGebra Classic

GRAPES-light

Photomath

ModMath

Microsoft Math Solver

星座表

Night Sky

Star Walk 2 Ads+：無料星座アプリ

スカイ・ガイド

関数電卓アプリ。

関数電卓アプリ。

ストーリーにそって四則計算に挑戦しながら，スキルアップを目
指すことができる。

読み方が表示されているので，復唱しながら暗記することができ
る。 ４つのモードがあるので，自分のペースに合わせて学習でき
る。

小学校全般で学習する計算方法を解説してくれる。

そろばんの学習に使用。自分のレベルに合った四則計算がゲーム
感覚でできる。

パズル感覚で基礎基本のトレーニングになる。

算数の図形学習で使用できる方眼および円形ジオボード。直感的
な操作で様々な図形を作ることができる。

関係式や不連続関数を正確にグラフ化できるなど、高度な数学機
能を備えているだけでなく、「動き」を通して数学を学習するこ
とができるアプリ。

マス目をタップすると数字や数学記号を入力でき、数式を作成す
ることができるアプリ。肢体不自由のある児童生徒が数式を書く
ことが困難な場合などに利用できる。

天体観測アプリ。自分だけのプラネタリウムのようにリアルタイ
ムに星空を観察できる。

天体観測アプリ。星座が分かりやすい。

関数電卓アプリ。

計算問題を写真で撮影すると答え合わせをしてくれるアプリ。低
学年の自分でのまる付けに活用できる。

縦横に0～9の数字が並び、たし算・引き算・かけ算・四則演算等
の反復練習をする事ができる。

課題別学習の課題として使用。

問題を解くためのモチベーションを高める工夫がされているアプ
リ。ゲーム感覚で取り組み「わかる」を実感。

中学校の数学について、分数、小数から平方根、図形や文章題な
どの数々の問題に挑戦できる。

数学の作図アプリ。

関数グラフ、平面幾何、空間図形などが扱える数学ツール。

手書きで計算式を入力すると、式を解く手順をしめしてくれる。

中学校・高等学校の代数や微積分などの様々な問題を練習できる。

天体観測アプリ。夜空にかざすだけで上空の星や惑星、星座、衛
星などを即座に判別できる。

天体観測アプリ。iPadを頭上にかざすと、星、星座、惑星、衛星
などが自動的に認識され、名称を知ることができたり、直近の天
体ショーの詳細を知ることができる。

Solar Walk Lite - プラネタリウム 3D

月の満ち欠け アシスト

ほぼ日のアースボール

星撮りカメラくん

天体学習アプリ。太陽、8つの惑星、20以上の月、準惑星、小惑星、
彗星、9個の地球衛星の実際の軌道、順序、スケール、動きを表示
する時間依存の3D太陽系モデル。

利用には専用教材「ほぼ日のアースボール（地球儀本体）」が必
要。地球儀本体に端末（アプリ）をかざすと、変化する地球上の
雲・雨・気温ほか、様々な情報を知ることができる。

tenki.jp for iPad

天気予報アプリ。天気図やレーダー等の情報を得ることができる。

見つけた！昆虫図鑑

検索方法がいくつかあり，必要に合わせた調べ方ができる。また，
昆虫を手掛かりに季節の変わり目に気付くことができるように工
夫されている。

周期表 2022 - 化学

周期表アプリ。いろいろな物質の写真を見ることができる。

オーディオ／スペクトル アナライザ

マイクから入力したオーディオ信号の「オーディオ波形」と「振
幅スペクトル」（FFT演算結果の周波数ごとの大きさ）の同時表示
に対応したアプリ。

あそんでまなべる 人体模型パズル

パズルを通して骨格、内臓の位置を学べるアプリ。

Field Watch 2

アグリパーク。「アグリノート」において水田センサーと連携を
行うために必要。

月学習アプリ。月と地球と太陽の位置関係を宇宙から見た視点と
地球上からの見かけの動きを学習することができる。

天体撮影カメラアプリ。暗い天体もきれいに撮影をすることがで
きる。

Biome（バイオーム） - いきものAI図鑑

いきものを撮影するだけで名前を判定できる。撮影場所や時期、
画像に写ったいきものの形状をもとに、日本国内のほぼ全種
（63635種）の動植物の中から確度の高い種の候補を瞬時に表示。

ハナノナ app

花検索アプリ。調べたい花にカメラを向けると、花の名前を表示
してくれる。画像として名前付きで保存することも可能。

中学化学式元素記号暗記

元素記号や化学式の暗記アプリ。

Sound Oscilloscope - オシロスコープ

声や音の形を見たり解析したりすることができるアプリ。

アグリノート：営農情報を記録・管理・共有する農業日誌アプリ
ICTを活用した農業体験学習を行う。
※指定校（小学校）の該当学年において導入。

アプリカタログ（新潟市版）
５. 芸術，体育系（図画工作，美術，音楽，書道，保健体育）
アイビスペイントX

Adobe Fresco：絵画とデッサンのデザインアプリ

コンセプト

Tayasui Sketches

How to Draw（ハウトゥードロー）

子供 ぬりえ ゲーム：お絵描き アプリ と 女の子 塗り絵

絵画、デザイン学習の導入に使用。

無限に広がっていくスケッチ。

水彩に特化したお絵かきアプリ。

絵画作成に使用できる。

絵画やデザイン学習の導入に活用できる。

生活科（遊び），職業・家庭科（余暇）の教材として使用

FlipaClip：プロ & 初心者向けのアニメ制作

DailyArt

Google Arts & Culture

mupic（ミューピック） - 画像から音楽を作ろう！

Piascore - スマートデジタル楽譜リーダー

Smart Metronome & Tuner

Anytune

おもちゃピアノ

ピアノ -シンプルなピアノ-

Gra-tone

ドレミのおけいこ-音符や楽譜の読み方、音感をピアノで簡単練習

InstaChord-i / インスタコード-i

GarageBand

Ohayashi Sensei

Score Creator ソングライター向け楽譜作成アプリ

おんぷノート

SoundForest

美文字判定

絵画，デザインの学習に使用 アプリで作成した作品をアニメー
ションとして動かすことができる。

世界中の美術館の作品を館内にいるように鑑賞できたり作品の細
部をズームして鑑賞したりできる。

読み込んだ楽譜に，書き込み，提示できる。音楽専用。

子どもの状況に応じて，音楽の速度や調を変更できる。

低学年の鍵盤ハーモニカが感染対策で使用しにくいので、代わり
に使用する。

鍵盤ハーモニカや鍵盤楽器の練習や階名の学習に使用。

音楽制作アプリ。楽器に触ったことがない人でもキーボードやギ
ターを演奏したり、プロのようなビートを作成できる。

音楽の授業で，音符を使って作曲や演奏をするとき，楽譜を書い
たり，作成したりできる。

楽しみながら，音楽づくり，リズムつくりができる。

鑑賞授業の手がかりに活用できる。

画像を取り込むと、その画像の特徴から音楽を自動生成するアプ
リ。生成された音楽は自分好みにアレンジを加えることができる。

メトロノーム。

タップでピアノ演奏，ドレミの表記あり，リズム機能あり。

低学年のリズム遊び、音楽づくりに使用するため。

音楽の授業などでコード進行を学ぶときに有効。和音を簡単に出
すことができる。疑似ギターとしても扱える。

和楽器の模擬体験。お囃子づくりなどに活用。

指やタッチペンで楽譜に手書きするだけで即座にきれいな音符や
記号に変換される。書いた楽譜を自動演奏させることもできるア
プリ。

書写の授業で活用するため。

HenPitsu

Polar Team

デジタル体育

ウゴトル：スポーツやダンスの練習用アプリ

書写の授業で活用するため。

光文書院「体育の学習」教師用指導書付属。

ハートレートモニターを使用してこのアプリを活用することで、
それぞれの心拍数・運動強度を視覚化し、適切な運動強度で運動
することができる。それにより体の動きを高めることにつながる。

カメラで撮影した動画の「拡大」「スロー再生」「コマ送り」の
ほか、「左右反転」「比較再生」「ミラー再生」を使ってお手本
と自分の動きを見比べることができる。

アプリカタログ（新潟市版）
６. 技術，家庭，情報，プログラミング系（技術，家庭，情報）
PowerSketch 手描き対応間取り図作成アプリ

まどりっち

QUAPIX Lite

騒音測定器 - Simple Sound Meter

食育の授業 − 朝ごはん編 − 栄養バランスが学べる授業アプリ

食育の授業 − おやつ編 − おやつの適量が学べる授業アプリ

おいしいおえかき SketchCook

GLICODE®（グリコード）

GLICODE MAKER（グリコードメーカー）

KamiBot Control

mBlock - STEAM教育用のプログラミング学習アプリ

MESH - Creative DIY Toolkit

micro:bit

ScratchJr

Scrub

Studuino

Swift Playgrounds

toio Do（Scratch式でレゴ®ブロックも動くロボ）

viscuit

WeDo 2.0 LEGO® Education

ネコミミ

ピョンキー

住宅の間取りを設計するアプリ。サンプルの間取り（パーツ）が
用意されており、それを組み合わせて間取りを書き込むので、間
取り設計がやりやすい。

技術の授業で、栽培を行う。その際に、栽培環境が生物に適して
いるか、確かめるために照度を計測する必要がある。

朝食指導の教材として使用。

絵に描いた料理の作り方や献立の組み合わせが紹介されるアプリ。

プログラミングに使用する。

プログラミンツに使用する。

プログラミングに使用する。

プログラミングに使用する。
Bluetooth LEが使えるScratch専用ブラウザ.。

プログラミングに使用する。

プログラミングに使用する。

プログラミングに使用する。

プログラミングゼミ【低学年から使えるプログラミングアプリ】
プログラミングに使用する。

高校家庭科で使用。住宅の間取りを設計するアプリ

おやつ指導の教材として使用。

プログラミングに使用する。

iPadと教材（ロボット）をつなぐために使用。本アプリでプログ
ラミングすることで、教材を動かす。算数や理科、特別活動で利
用する。

プログラミングに使用する。

プログラミングに使用する。

プログラミングに使用する。

プログラミングに使用する。
ロボットトイ「toio」を用いてビジュアルプログラミングを行う際、
iPadで命令を打ち込むため。

プログラミングに使用する。

プログラミングに使用する。
Scratchでのプログラミングと互換性あり。

Tinkercad

3Dモデリングアプリ。専門的な知識がなくても色々な形の積み木
を組み合わせて形をつくるように3Dモデルが作成できる。

Fusion 360

技術・家庭科(技術分野)の材料加工領域での設計、製作図に用いる
ための３Ｄモデルを作成できるツール。（直線系に強いソフト）

アプリカタログ（新潟市版）
７. 特別支援（教材）
たのしい！ひらがな

にほんご-ひらがな

にほんご-カタカナ

ABC-アルファベット

なぞっておぼえる！ ひらがな カタカナ

ぐーびーともじあそび - 3歳からのひらがな練習用知育アプリ -

mim - トレーニング

mim - よみめいじん

小学生かんじ：ゆびドリル（書き順判定対応漢字学習アプリ）

小学生かんじⅡ：ゆびドリル

小学生の手書き漢字学習：ひとコマ漢字

新・筆順辞典

漢字読み方手書き検索辞典

ディスレクシア音読指導アプリ・単語版 ビギナー

ディスレクシア音読指導アプリ・単語版 チャレンジャー

かぞえ10

お金の学習

お金の学習２

どっちがおおい

お金そろばん

買い物学習

あそんでまなべる たし算パズル

さくらんぼ計算で繰り上がり足し算マスター

時計くみたてパズル - 楽しく学ぶ！時計の読み方

【文字】画面の点線を指でなぞるとかわいいキャラクターがぴょ
こぴょこ出現し、ひらがなが書けるアプリ。
※あ行～た行のみ利用可能

【文字】カタカナの読む・書く・聞く学習をすることができる。

【文字】キャラクターを動かして練習するなぞり書きアプリ。

【文字】ひらがな・カタカナの読みの学習に使用。１回３分程度
でできるゲーム形式。シンプルな構成で児童にも使いやすい。
※ライセンス別途購入要

【文字】書き順判定アプリ。書き順を間違えると、間違った所を指
摘してくれる。

【文字】小1～小6を対象とした漢字の書き取りを強化するために
作られたアプリ。はね・はらい等を意識した文字を書くことがで
きる。星のポイントが、形よく正しく書く励みになる。

【文字】漢字や熟語の読み方を手書きで検索できるアプリ。
※初回利用時「学校で使うことはありますか」を「はい」にする
と広告が非表示になる

【単語音読指導】特別な支援を要する児童に、ひらがなとカタカ
ナの発音と文字の関連づけを図るためのアプリ。（応用編）

【計算】金額が表示されるので、その金額になるように硬貨を選
び移動する。正解か、多いか、少ないか確認できる。

【計算】2パターンの硬貨が表示されるので、どちらの金額が多い
か選ぶ。

【計算】お小遣いの範囲内で買い物をする。商品の金額を電卓で
計算し、その合計金額をお金で出せるように練習する。

【計算】さくらんぼ計算の名人になって、繰り上がりの足し算を
マスターするための算数アプリ。図解モデルを見てさわって理解
し、反復ドリル練習で習得を目指す。

【文字】ひらがなの読む・書く・聞く学習をすることができる。

【文字】アルファベットの読む・書く・聞く学習をすることがで
きる。

【文字】ゲーム感覚でひらがなの読み書きを練習できる。たくさん
の文字から指定の文字を探して風船を割ったり、しりとりで文字を
繋げてジェットコースターのコースを走るゲーム等がある。

【文字】ひらがな・カタカナの読みの学習に使用。１回４分程度
でできるゲーム形式。シンプルな構成で児童にも使いやすい。ア
プリのダウンロードは無料。使用のためには有償。

【文字】クイズ形式で漢字の問題に挑戦できる。漢字の読み方を
指で書いて答えたり、漢字の書き方を、3択の中から選ぶ形式。

【文字】手書きや音声入力など色々な方法で入力すると、素早く
漢字を検索し、読みと筆順を簡単に調べられる。筆順アニメー
ション・読み・部首などの漢字情報も確認できる。

【単語音読指導】特別な支援を要する児童に、ひらがなとカタカ
ナの発音と文字の関連づけを図るためのアプリ。（基本編）

【かず】１～10の数の概念の獲得を目指して作成されたアプリ。
「1対1対応」と「数唱」を合わせて数を数える力を養ったり、
「数(具体物・半具体物)と数字、数詞」の一致を図る。

【計算】硬貨が表示されるので、いくらあるか金額を入力する。
正解か、多いか、少ないか確認できる。

【計算】珠が紙幣と硬貨になったそろばん。珠を上下させること
によって、球が示している金額を確認できる。

【計算】六角形に並ぶ数字パネルをなぞって、パネルに書かれて
いる数字を足して答えるパズルゲーム。

【時計】パズルを組み立てて時計を完成させる。音声読み上げ機
能により、目と耳の両方で時計を学習する。

さわってわかる時計の読み方

おしりたんてい

ピタゴラン 楽しい仕掛けが作れるアプリ

Poly4u 頭脳トレパズルゲーム：3dアート 立体パズル

タッチ！あそベビー

ハヤえもん - 音楽プレーヤー

たいこあそび - 0歳の赤ちゃんから遊べる泣き止み知育アプリ

NHK キッズ

NHK for School

絵本ひろば 2000冊以上の絵本が読み放題！

【時計】時計の読み方を学ぶ。時計の針を動かすごとに音声で時
間を読み上げる。時計を見て正しい時間を答える、時間を見て正
しい時計を選ぶ、時計を指定された時間に合わせるクイズもある。

【生活科】生活科（遊び）、職業・家庭科（余暇）の教材として
利用。画面をなぞるだけで楽しい仕掛けがいっぱいの装置が作れ
るアプリ。

【国算】発達に課題のある児童生徒の資質（国算）を引き出す。
いろんなものをタッチして、色や形、音の変化を楽しむ感覚遊び
＆ごっこ遊びアプリ。

【音楽】発達に課題のある児童生徒の資質（音楽）を引き出す。
画面をタップすると色々なたいこの音が鳴るアプリ。音楽・童謡
に合わせて遊べる。音が鳴ると星が飛ぶ。

【生活科】生活科（遊び）、職業・家庭科（余暇）の教材として
利用。

【生活科】生活科（遊び）、職業・家庭科（余暇）の教材として
利用。バラバラな状態のポリアート写真をあらゆる方向に回転さ
せて完成を目指すアプリ。

【音楽】音楽や音声の速度と音程を別々に調整できたり、指定し
た区間を繰り返し再生するABループ機能がある。

【映像】「NHK for School」の低年齢版（主に3歳～7歳）。「ピ
タゴラスイッチ」「ノージーのひらめき工房」「新・ざわざわ森
のがんこちゃん」など、様々なコンテンツを楽しめる。

【映像】NHKの学習系の動画アプリ。NHKが放送した国語、算数、
理科、社会、英語、体育、音楽、図工など、さまざまな教科・
ジャンルの学習番組を視聴できる。

【絵本】絵本投稿サイト「絵本ひろば」のアプリ。「絵本ひろ
ば」に掲載されている2000冊以上の本がすべて読める。

えにっき

ジグぞう

私自身のパズルキッズアプリ

タップ花火

ふつうのもぐらたたき：おすすめの暇つぶし人気ゲーム

いろかたち

わたしのはらぺこあおむし いろとかたち

お絵描きアプリ - 思い出らくがき帳 -

ルーレット!

タイムタイマー 〜TaiTai〜 Lite版

絵カードタイマー

ねずみタイマー

【日記】カレンダーから日付を選択し、「しゃしんをいれる」で
写真を選択、 「タイトル」「もじをかく」をタップして文字入力
し、絵日記を完成させるアプリ。

【タップ練習】写真を取り込み、4・6・9・12ピースのパズルを作
成。ピースをドラッグすることでパズルを完成させるアプリ。

【タップ練習】タップの練習用教材として使用。モグラたたき
ゲーム。

【色・形】色と形を遊びながら学ぶアプリ。かたはめの学習がで
きる。

学級活動等の教材として使用。

【タイマー】60分のカウントダウンとカードの表示が可能なタイ
マー。

ポケモンスマイル

【日常生活】ポケモンと一緒に楽しく歯みがきを習慣化するゲー
ムアプリ。毎日歯みがきを続けて「ポケモンずかん」の完成を目
指したり、上手に磨いて「ハミガキマスター」を目指す。

【タップ練習】ジグソーパズルアプリ。撮影した写真をパズルに
することもできる。

【タップ練習】画面をタップするだけで、日本の夜空に臨場感あ
ふれる音とともに、様々な花火を打ち上げることができるアプリ。

【色・形】色と形を遊びながら学ぶアプリ。各ゲームは形、色、
サイズをそれぞれ無理なく学べるように構成されている。一度に
与える情報を極力少なくするためデザインをシンプルにしている。

【お絵描き】クレヨン風のタッチでお絵かきができるアプリ。お
絵描きを消す前に画像として自動保存される。名前や誕生日を設
定することで、お絵描きの下部に名前と年齢が自動で追記される。

【タイマー】次に何をすれば良いかをイラストや写真と共に音で
知らせるタイマー。

【タイマー】ねずみがりんごとチーズをかじってカウントダウン
するタイマー。

アプリカタログ（新潟市版）
８. 特別支援（サポート）
五十音カナ

Microsoft OneNote

MetaMoJi Note Lite

Phonto 写真文字入れ

えこみゅ

もじと〜く！

平仮名ボード しゃべる50音表

UD手書きPro

こえとら

しゃべって筆談

緘黙症サポート コミュサポ

UDブラウザ

見え方紹介アプリ

ModMath

効果音アプリ

効果音アプリ2

DropTap Academic

ドロップキット「つくるんです。」

つくるんです OMELET

まなぶんです OMELET

「ひなぎく」〜簡単にマルチメディアデイジーができるんです！〜

「のじぎく」シンプル デイジープレイヤー

しゃべる教科書

バウンドボックス【スキナのセレク島】

ひらがな・カタカナ・数字・アルファベットなどのキーの読み上
げ機能があり、文字入力をサポートするキーボードアプリ。

【書く】手書きノートアプリ。iPadをノートのようにして文字や
図形を自由に書ける。PDFを読み込んで、そのPDFに手書きでメ
モを書くこともできる。

【話す】発語によるコミュニケーションが難しい方のコミュニ
ケーションをサポートする。日常で使える約200種類の絵カードす
べてに音声が付いていて、読み上げができるアプリ。

【話す】ひらがなをタップすると、音声で読み上げるアプリ。

【話す】筆談、音声認識、キーボード入力、定型文選択などを駆
使してコミュニケーションをサポートするアプリ。

【話す】場面緘黙症、吃音症、失声症などの症状で口頭のコミュ
ニケーションが難しい方をサポートするアプリ。

【見る】視覚障がいはあるが全く見えないわけではないという方、
弱視の方の見え方を紹介するアプリ。

【音】授業の演出に使用。ボタンをタップすると色々な効果音が
鳴る。動画に効果音を付けることも可能。

【コミュニケーション支援】話し言葉によるコミュニケーション
が難しい人でも、シンボルと音声を使って他者とやりとりができ
るように作られたAAC（補助代替コミュニケーション）アプリ。

【教材作成】読み書きの学習が難しい方のまなびのための教材作
成をサポートするアプリ。設問や解説を録音して読み上げ教材を
作ったり、学習者がすぐに正誤がわかる選択問題等を作成できる。

【デイジー教科書関係】マルチメディアデイジーを作成すること
ができるアプリ。アプリ自体にデイジー再生機能はないため、デ
イジー再生アプリ「のじぎく」を利用する必要あり。

【デイジー教科書関係】マルチメディアデイジー図書の再生アプ
リ。読み上げ機能のスピードや音程、再生箇所の本文ハイライト
表示、文字色、背景色、文字の大きさ、ルビ表示他が調整できる。

【書く】ノートテイク用アプリ。手書き、キーボード入力、写真、
録音を組み合わせてノートがとれる。

【書く】画像に文字を挿入することができるアプリ。

【話す】ひらがな・カタカナをタップすると、音声で読み上げる
アプリ。
。

【話す】音声やキーボードでテキストを入力をしたり、手書きで
書き込みができるコミュニケーションアプリ。テキストを翻訳す
る機能もある。筆談などに利用。

【話す】話した内容がそのまま画面上に表示される。聞くことが
難しい方とのコミュニケーションをサポートするアプリ。

【読む】弱視の方の見やすさや使いやすさを考慮して作成した教
科書や教材等の書籍を閲覧するためのアプリ。

【計算】マス目をタップすると数字や数学記号を入力でき、数式
を作成することができるアプリ。肢体不自由のある児童生徒が数
式を書くことが困難な場合などに利用できる。

授業の演出に使用。ボタンをタップすると色々な効果音が鳴る。
動画に効果音を付けることも可能。

【教材作成】ドロップシンボルや画像などを組み合わせて，新た
なシンボルを作るアプリ。

【教材作成】『つくるんです』で作成した教材を使って学習した
り、設問に解答するアプリ。問題文の読み上げをしたり、学習者が
学習成果に対する先生からのコメントを見ること等ができる。

【デイジー教科書関係】マルチメディアデイジー図書の再生アプ
リ。文字の大きさ・読み上げの速さ・行間隔等を変更したり、本
文に罫線を引いて文字を追いやすくできる。

：気持ちを安定させるツール

生活科（遊び），職業・家庭科（余暇）の教材として使用

Nucleus Smart

人工内耳装置（Nucleus７）を装着している方向けのアプリ。
Nucleus 7 サウンドプロセッサを直接操作して、きこえを調整でき
る。

アプリカタログ（新潟市版）
９. 道徳，総合，特活，その他
集中｜勉強・仕事用タイマー

日記｜新しい日記

mobiAppsオンデマンド

ロイロノート・スクール

Microsoft Teams

Zoom - One Platform to Connect

勉強や遊ぶ時間など、始める際にタイマーで制限時間を設けるこ
とで集中して取り組む→終わったら休む→これを繰り返し行うこ
とで、あとからいつ・どれだけ頑張ったか確認することもできる。

アプリカタログ。

日記アプリ。「心掛けること」を入力したり、日々の日記から抽
出される「よく使う言葉」「満足度の高い日の言葉」などを確認
し、自分が使った言葉を振り返ったり分析したりできる。

課題配付，提出，アンケート，思考ツールなど活用場面多数。

チームでの情報交換ができる。

オンライン会議アプリ。
連続利用時間は40分まで。（2022年12月現在）

Webex Meetings

Microsoft OneDrive

LessonNote

NHK for School

SimpleMind - マインドマッピング

マインドマッピング - MindMeister

プレゼンタイマー

まなビューア

ひまわりポケット

SideBooks

キョリ測 - 自由なルートをすばやく作成

Kahoot! - クイズを作成 & プレイ

オンライン会議アプリ。

授業や学習の記録、研究授業に便利。

頭で思い描いたものを図式で表現するためのマインドマッピング
アプリ。自分の考えを整理したり，新しいアイデアを生み出すこ
とができる。

授業で見通し等を見ることができる。

光文書院デジタル教材プラットフォーム。デジタル漢字ドリル、
デジタル計算ドリル、英語、社会、体育などの学習に活用できる。
使用には「コード」が必要。

microsoftが提供するオンラインストレージ。
（インターネット上の保存領域）

NHKが放送した国語、算数、理科、社会、英語、体育、音楽、図
工など、さまざまな教科・ジャンルの学習番組を、手軽に見るこ
とができる。

頭で思い描いたものを図式で表現するためのマインドマッピング
アプリ。考えの視覚化に使用。

光村図書出版のデジタル教科書・教材を使用するためのアプリ。

実際の紙をめくるような感覚で読書を楽しめる。

距離計測アプリ。ルートの距離、所要時間を表示。標高表示で
ルート全体の高低差がわかる。

早押しの４択クイズ，○×クイズ作成・回答アプリ。正確に早押
しすることで，ポイントを多く獲得できるので，楽しみながら問
題を解くことができる。

どーれかな？（○×問題版）

動物タイピング・ライト

さくらやタイピング練習LITE 日本語キーボード対応

標高測定アプリHyoko

Classiホーム

Classi授業記録 - 先生用

課題別学習の教材として使用

タイピング練習用アプリ。

Classi関係。

タイピング練習用アプリ。

現在地の標高を小数点第一位まで表示するアプリ。

Classi関係。

Classi生徒用
Classi関係。

Classi学習動画
Classi関係。

アプリカタログ（新潟市版）
１０. 道徳，総合，特活，その他
QRコードリーダー - QRコード読み取り

Adobe Acrobat Reader：PDF書類の管理

PDF Expert：PDF編集、写真PDF変換、書き込み

スキャナー プロ (Scanner Pro)

QRコード読み取りアプリ。QRコードにカメラをかざすだけでなく、
QRコードが載っている写真や画像等を選択すると、そこからも読
み取ることができる。

PDFビューアアプリ。

PDF編集アプリ。PDFデータにテキストを挿入したり、ペンや
マーカーで書き込みができる。

フォトスキャンアプリ。板書・ノート・プリントなどをiPadのカ
メラで撮影すると、歪みや陰影などを補正して保存できる。ペン
等で書き込み可。

CamScanner - スキャン、PDF 変換、翻訳 カメラ

Adobe Scan：OCR 付 スキャナーアプリ

Microsoft Lens：PDF Scanner

Evernote Scannable

Documents：ファイルマネージャー, zip 解凍

Alight Motion

キネマスター

KOMA KOMA for iPad

Stop Motion Studio

ReplayCam Lite - the time shift video camera.

GIF Maker – ImgPlay

画像サイズ

Photo消しゴム

Canva - デザイン作成&動画編集&写真加工

フォトスキャンアプリ。板書・ノート・プリントなどをiPadのカ
メラで撮影すると、歪みや陰影などを補正して保存できる。ペン
等で書き込み可、OCR(文字認識)機能あり。

フォトスキャンアプリ。板書・ノート・プリントなどをiPadのカ
メラで撮影すると、歪みや陰影などを補正して保存できる。ペン
等で書き込み可、OCR(文字認識)機能あり。

ファイルマネージャーアプリ。ファイルの読み込み・保存、ファ
イル管理、zip解凍・圧縮などができる。

動画編集アプリ。カット編集、BGM音楽・テキスト・スタンプ・
効果の挿入、それぞれをレイヤーで重ねることもできる。動画の
書き出しも可能。

ストップモーション(コマ撮り)アニメ作成アプリ。静止している物
体を1コマづつ動かしてカメラで撮影し、連続して再生することで
物体が動いているような動画を制作できる。

GIFアニメ作成アプリ。複数の画像を順番に表示して、パラパラ漫
画の原理で動画のように動きをつけて見せるアニメーションが作
成できる。

フォトスキャンアプリ。板書・ノート・プリントなどをiPadのカ
メラで撮影すると、歪みや陰影などを補正して保存できる。
※要ログイン、13歳未満はログインができません

フォトスキャンアプリ。板書・ノート・プリントなどをiPadのカ
メラで撮影すると、歪みや陰影などを補正して保存できる。

モーションデザインアプリ。アニメーション、モーショングラ
フィクス、視覚エフェクト、ビデオ編集、ビデオ合成などができ
る。

ストップモーション(コマ撮り)アニメ作成アプリ。静止している物
体を1コマづつ動かしてカメラで撮影し、連続して再生することで
物体が動いているような動画を制作できる。

動画遅延ができる。

写真のサイズ変更やトリミング等ができるアプリ。学校ブログ等
に載せる写真のリサイズを行う。

写真の見せたくないところを簡単に隠せるアプリ。Webページに
活用する写真作成時のモザイク加工、リサイズなど写真投稿時に
やりたい一連の作業がPhoto消しゴム1本で全部カバーできる。

デザイン作成アプリ。ポスター・チラシ・カード等のデザイン作
成や動画編集など、豊富なテンプレートから編集できる。

PicPlayPost：動画編集,動画作成,動画加工

Fontcase - Manage Your Type

写真を選び、フォトコラージュやスライドショーを作成できる。
様々なエフェクト等も追加可能。

iPadにカスタムフォントをインストールできるアプリ。

MetaMoJi Note Lite

Nebo：メモ & PDF 注釈

GoodNotes 5

メモ帳 +：ノートやメモをとろう

手書き専用のノート。写真，PDF，フォルダへの分類が容易。

キーボードを使ってテキストを入力したり、指やタッチペンで書
いたり、描画したりできる。 PDFやイメージを読み込み、注釈を
追加することもできるアプリ。

メモを取る際に使用。

メモを取る際に使用。

Post-it®

Canon PRINT Business

Canon PRINT Inkjet/SELPHY

Easy-PhotoPrint Editor

HP Smart

Epson iPrint

Epson iProjection

SnapBridge

ShurePlus MOTIV Video

Bose Connect

ふせんをカメラで撮って，保存や編集ができる。

Canon製のインクジェットプリンタやコンパクトフォトプリンタ
を利用するためのアプリ。写真や文書の印刷や、スキャンして
JPEGやPDFで保存することができる。

Hewlett-Packard製のプリンタを利用するためのアプリ。写真や文
書の印刷や、スキャンしてJPEGやPDFで保存することができる。

Epson製のネットワーク対応プロジェクタを利用するためのアプリ。
iPadとワイヤレス接続をして、画面をミラーリング投影したり、
写真や文書ファイル等を投影できる。

SHURE製のMOTIVマイクを利用するためのアプリ。マイクの設定
等を調整できる。

Canon製のレーザー複合機やレーザープリンタを利用するための
アプリ。写真や文書の印刷や、スキャンしてJPEGやPDFで保存す
ることができる。

Canonインクジェットプリンタで写真を印刷するためのアプリ。
豊富なテンプレートと自由なレイアウト編集による作品を作成で
きる。（写真レイアウト／カード／コラージュ／カレンダー 他）

Epson製のプリンタを利用するためのアプリ。写真や文書の印刷や、
スキャンしてJPEGやPDFで保存することができる。

ニコン製のカメラを利用するためのアプリ。カメラとペアリング
すると、撮影したデータをカメラからアプリに自動転送したり、
アプリからリモート撮影などを行うことができる。

Bose製のヘッドホンを利用するためのアプリ。

mobiAppsから削除されたアプリの一覧
カテゴリ

アプリ

削除理由

4 理数系（算数，数学，理科，理数）

あそんでまなべる 九九

AppStoreから削除

4 理数系（算数，数学，理科，理数）

月相

AppStoreから削除

6 技術，家庭，情報，プログラミング系（技術，家庭，情報）

栄養計算機

AppStoreから削除

6 技術，家庭，情報，プログラミング系（技術，家庭，情報）

中学生の実技4科勉強アプリ

AppStoreから削除

8 特別支援（サポート）

よめるんです OMELET

AppStoreから削除

9 道徳，総合，特活，その他

Classiポートフォリオ

AppStoreから削除

