
新潟今昔写真

新潟県内の昔の写真を見ることができる。

いろかたち

色と形の分類や弁別を学習できる。

Ｐｏｌａｒ Ｔｅａｍ
ハートレートモニターを使用して，この「Polar Team」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。適切な運動強度で運動することで，体
の動きを高めることにつながる

ディスレクシア音読指導アプリ・単語版ビギナー

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。（基本）

ディスレクシア音読指導アプリ・単語版チャレンジャー

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。（応用）

Ｇｒａ－ｔｏｎｅ

低学年のリズム遊び、音楽づくりに使用するため。

デジタル体育

光文書院「体育の学習」教師用指導書付属

ＤｅｅｐＬ

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。

音読

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。

インスタコード

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。

栄養計算機

入力した食事内容から、エネルギーやビタミンなどの総摂取料が自
動計算される。

ＰｏｗｅｒＳｋｅｔｃｈ

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。

まどりっち

高校家庭科で使用。住宅の間取りを設計するアプリ

はらぺこあおむし いろとかたち

かたはめの学習ができる。

そろばんトレーニング

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。

新着（21.11.10~22.1.13）※追加日順

アプリカタログ（新潟市版）



Clips GarageBand

iMovie Keynote

Numbers Pages

マップ ショートカット

Google ドライブ Google 翻訳

Google Classroom Google ドキュメント

Google スプレッドシート Google スライド

Google Meet Google Earth

Google カレンダー Google マップ

Jamboard Gmail

Googleのメール。

Google Art&Culture

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。

Apple純正

Google関連

アプリカタログ（新潟市版）



じしょ君ー国語と英和辞典

「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。

四字熟語クイズーはんぷく一般常識

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。

ことわざクイズーはんぷく一般常識

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

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・漢文（古文単語、古典文法、漢文）

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。

Rabbits えいごで言ってみよう！

外国語学習のサポート及び家庭での学習に活用できる。

まなんであそべる日本地図パズル

パズルで楽しみながら、位置も含めて学ぶことができる。

まなんであそべる世界地図パズル

パズルで楽しみながら、位置も含めて学ぶことができる。

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。

コンパス東西南北

方位の学習に活用できる。

漢字検定・漢検トレーニング

漢字の学習に有効。

ことまなP

三省堂の教科書・教材を学習できる。

美文字判定

書写の授業で活用するため。

HenPitsu

書写の授業で活用するため。

スタディサプリ中高生英会話コース Ｑｕｂｅｎａ中高英語 ｂｙ河合塾

ドリル学習アプリで学習の個別最適化を図る

※ID，PWが必要（EdTech導入の高志中等で使用可能）

国土マップＲ

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。

昔の航空写真地図

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。

新潟今昔写真

新潟県内の昔の写真が見ることができる。

ＤｅｅｐＬ

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。

音読

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。

３．言語、社会系（国語、外国語、英語、社会、地歴、公民）

アプリカタログ（新潟市版）



電卓＋

使いやすい単純な電卓。

関数電卓 Panecal

関数電卓。

まなんであそべる九九

楽しくテンポよく遊びながら九九を学ぶことができる。

小学算数アニメーション（１－６年生）

小学校全般で学習する計算方法を解説してくれる。

数学クイズなん度？

パズル感覚で基礎基本のトレーニングになる。

数学トレーニング

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。

GeoGebra Classic

関数グラフ、平面幾何、空間図形などが扱える数学ツール。

Microsoft Math Solver

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。

星座表

天体アプリ。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。

Night Sky

星座検索ソフト。理科で使用できる。

Star Walker 2 Ads＋

天体で使用。星座が分かりやすい。

Solar Walker Liteープラネタリウム３D

天体の学習。

月の満ち欠けアシスト

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
けの動きを観察することができる。

月相

月の月齢によって満ち欠けする様子を表示することができる。

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。

周期表 2021ー化学

化学変化で使用。いろいろな物質の写真を見ることができる。

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。

オーディオ/スペクトルアナライザ

音で使用。波形が分かりやすい。

Sound Oscilloscopeーオシロスコープ

オシロスコープ。音の性質（波形）を調べる。

あそんでまなべる人体模型パズル

生物分野で使用。パズルを通して骨格、内臓の位置を学べる。

ハナノナ app

花検索ソフト。調べたい花にレンズを向けると、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である。

アグリノート（agri-note）

アグリパーク。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する。

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
うために必要となる。

Euclidea

数学の作図アプリ。

さんすうぼっくす 誠文社×ワオっち！

課題別学習の課題として使用。

バイオーム いきものAI図鑑
スマホカメラでいきものを撮影するだけで名前を判定できるAI技術
は、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（6万3635種）の動植物のデータの中から確度の高
い種の候補を瞬時に表示します。

４．理数系（算数、数学、理科、理数）

アプリカタログ（新潟市版）



Ｑｕｂｅｎａ小学算数・中学数学

ドリル学習アプリで学習の個別最適化を図る ※ID，PWが必要
（EdTech導入の高志中等で使用可能）

Ｑｕｂｅｎａ高校数学ⅠAⅡB by河合塾

ドリル学習アプリで学習の個別最適化を図る ※ID，PWが必要
（EdTech導入の高志中等で使用可能）

Check Math

計算問題を写真で撮影すると答え合わせをしてくれる。低学年の自
分での○付けに活用する。

Geoboard, by MLC

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、写真（図）として保存するこ
とも容易である。

Photomath

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。

そろばんトレーニング

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。

４．理数系（算数、数学、理科、理数）

アプリカタログ（新潟市版）



How to Draw

絵画やデザイン学習の導入に活用できる。

DailyArt

鑑賞授業の手がかりに活用できる。

Tayasui Sketches

絵画作成に使用できる。

Smart Metronome & Tuner

メトロノーム。

中学生の実技４科

授業の導入や調べ学習に活用できる。

アイビスペイントX

絵画、デザイン学習の導入に使用。

Anytune

子どもの状況に応じて，音楽の速度や調を変更できる。

piascore

主に教師が使用。読み込んだ楽譜に，書き込み，提示できる。音楽

専用。

Documents

主に教師が使用。Piascoreと同様の使用目的。音楽以外でも利用可。

ドレミのおけいこ

鍵盤ハーモニカや鍵盤楽器の練習や階名の学習に使用。

ohayashi Sensei

和楽器の模擬体験。お囃子づくりなどに活用。

SoundForestストーリー

楽しみながら，音楽づくり，リズムつくりができる。

コンセプト

無限に広がっていくスケッチ。

Adobe Fresco

水彩に特化したお絵かきアプリ。

子供 ぬりえ ゲーム：お絵描きアプリと女の子塗り絵

生活科（遊び），職業・家庭科（余暇）の教材として使用

Score Creator

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。

FlipaClip

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。

ピアノ―シンプルなピアノ―

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。

おもちゃピアノ
タップでピアノ演奏，ドレミの表記あり，リズム機能あり。

Ｐｏｌａｒ Ｔｅａｍ
ハートレートモニターを使用して，この「Polar Team」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。適切な運動強度で運動することで，体
の動きを高めることにつながる

Ｇｒａ－ｔｏｎｅ

低学年のリズム遊び、音楽づくりに使用するため。

デジタル体育

光文書院「体育の学習」教師用指導書付属

インスタコード

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。

５．美術、体育系（図画工作、美術、音楽、書道、保健体育）

アプリカタログ（新潟市版）



micro:bit

プログラミングに使用する。

viscuit

プログラミングに使用する。

ScratchJr

プログラミングに使用する。

Swift Playgrounds

プログラミングに使用する。

MESH-Creative DIY Toolkit

プログラミングに使用する。

Studuino

プログラミングに使用する。

プログラミングゼミ

プログラミングに使用する。

ネコミミ

プログラミングに使用する。

WeDo 2.0 LEGO Education

プログラミングに使用する。

ピョンキー

Scratchでのプログラミングと互換性があり、活用できる。

食育の授業ー朝ごはん編ー

朝食指導の教材として使用。

食育の授業ーおやつ編ー

朝食指導の教材として使用。

おいしいおえかき SketchCook

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。

中学生の実技４科

授業の導入や調べ学習に活用できる。

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）

mBlock

m-Bot（教材）の操作に必要。

QUAPIX Lite

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。

Scrub Web Browser

プログラミングに使用する。

toio Do
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。

KamiBot Control

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。

栄養計算機

入力した食事内容から、エネルギーやビタミンなどの総摂取料が自
動計算される。

ＰｏｗｅｒＳｋｅｔｃｈ

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。

まどりっち

高校家庭科で使用。住宅の間取りを設計するアプリ

６．技術、家庭、情報、プログラミング系（技術、家庭、情報）

アプリカタログ（新潟市版）



にほんごーひらがな

【文字】ひらがなの読む・書く・聞く学習をすることができる。

にほんごーカタカナ

【文字】カタカナの読む・書く・聞く学習をすることができる。

ABCーアルファベット

【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。

なぞっておぼえる！ひらがなカタカナ

【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。

小学校かんじⅡ

【文字】なぞって漢字練習するアプリ。

新・筆順辞典

【文字】視写することで漢字の読みを自力で調べることができる。

お金の学習

【計算】硬貨を並べたりしながらお金の理解を深めることができる。

お金の学習２

【計算】硬貨を並べたりしながらお金の理解を深めることができる。

どっちがおおい

【計算】左右の枠の合計金額を比較する。

お金そろばん

【計算】紙幣と硬貨をそろばん形式で並べて金額を数える。

買い物学習

【計算】お小遣いの範囲内で買い物をする。

時計くみたてパズルー楽しく学ぶ！時計の読み方

【時計】組み立てパズルと時間の学習が可能。

さわってわかる時計の読み方

【時計】「いま何時？」をクイズ形式で学習するアプリ。

絵本のひろば

【絵本】様々な絵本を選んで読むことができるアプリ。

NHK キッズ

【映像】「NHK for School」低年齢版。

NHK for School

【映像】NHKの学習系の動画アプリ。

まなんであそべる日本地図パズル

【地図】パズルで楽しみながら、位置も含めて学ぶことができる。

まなんであそべる世界地図パズル

【地図】パズルで楽しみながら、位置も含めて学ぶことができる。

まなんであそべる日本地図クイズ

【地図】県名・県庁所在地を四択クイズで答える。

ポケモンスマイル

【日常生活】楽しく歯みがきの練習ができる。

お絵描きアプリー思い出らくがき帳ー

【お絵描き】クレヨンタイプのお絵かき。保存が可能。

タイムタイマー～TaiTai～Lite版

【タイマー】複数のカウントダウンタイマー。

絵カードタイマー

【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。

ねずみタイマー

【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。

MIM トレーニング

【文字】平仮名・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。アプリの
ダウンロードは無料。使用のためには有償。

MIM よみめいじん

【文字】平仮名・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。

７．特別支援（教材）

アプリカタログ（新潟市版）



Cherry Calc：さくらんぼ計算で繰り上がり足し算マス
ター

課題別学習の課題として使用。

小学生かんじ：ゆびドリル

課題別学習の課題として使用。

ハヤえもん

音楽の授業で使用。

たし算パズル

算数の問題が視覚的に理解できる。（任意に出された数
字の補数をタッチする等）

ぐーびーともじあそび

日常単語を視覚と聴覚で理解ができる。

かぞえ10

１～10の数の概念の獲得を目指して作成されたアプリ。

小学生の漢字練習 ひとコマ漢字
書き順や細かいとめ・はらいなどを示してくれるので正
しく書く練習ができる。星のポイントが、形よく正しく
書く励みになる。

タッチ！あそベビー
発達に課題のある児童生徒の資質（国算）を引き出す

たいこあそび

発達に課題のある児童生徒の資質（音楽）を引き出す

いろかたち

色と形の分類や弁別を学習できる。

ディスレクシア音読指導アプリ・単語版ビギナー

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。（基本）

ディスレクシア音読指導アプリ・単語版チャレンジャー

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。（応用）

７．特別支援（教材）

アプリカタログ（新潟市版）



Microsoft Onenote

【書くこと】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。

MetaMoji Note Lite

【書くこと】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。

phonto 写真文字入れ

【書くこと】画像に文字を挿入することができるアプリ。

Nucleus Smart

人工内耳（Nucleus７）を装用している児童のきこえをよりよくす
る。音量調節ができ，タブレットから出る音がより聞こえやすくな
る。

えこみゅ

【話すこと】シンボルや写真をタップして発音させるアプリ。

もじと～く！

【話すこと】入力した文字を読みあげるアプリ。

しゃべって筆談

【話すこと】対面で筆談ができるアプリ。

緘黙症サポートコミュサポ

【話すこと】口頭のコミュニケーションが苦手な人をサポート。

こえとら

【話すこと】筆談，音声認識，キーボード入力，定型文などを駆使
してコミュニケーションをサポートするアプリ。

見え方紹介アプリ

【見ること】視覚障がいの方の見え方を紹介するアプリ。

Microsoft Office Lens/PDF Scan

【読むこと】撮影した文字を認識して音声で読み上げることができ
る。

UDブラウザ

【読むこと】音声教材の閲覧に使用するアプリ。

ドロップキット「つくるんです。」

【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。

つくるんです OMELET

【教材作成】読み書きの学習に困難さをもつ子のまなびのための
「教材作成」をサポート。

まなぶんです OMELET

【教材作成】読み書きの学習に困難さをもつ子のまなびをサポート。

よめるんです OMELET

【教材作成】文章を代読。

『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！～

【デイジー教科書関係】

「のじぎく」シンプルデイジープレイヤー

【デイジー教科書関係】マルチメディアデイジー教科書の閲覧に使
用するアプリ。

しゃべる教科書

【デイジー教科書関係】マルチメディアデイジー教科書の閲覧に使
用するアプリ。

ふつうのもぐらたたき

タップの練習用教材として使用。

タップ花火

授業の演出として使用

ピタゴラン 楽しい仕掛けが作れるアプリ

生活科（遊び），職業・家庭科（余暇）の教材として使用

バウンドボックス

生活科（遊び），職業・家庭科（余暇）の教材として使用

ジグぞう

写真をパズルにできるアプリ。

Poly４u日本語版

生活科（遊び），職業・家庭科（余暇）の教材として使用

ルーレット！

学級活動等の教材として使用。

効果音アプリ

授業の演出に使用

効果音アプリ２

授業の演出に使用

８．特別支援（サポート）

アプリカタログ（新潟市版）



おしりたんてい

生活科（遊び），職業・家庭科（余暇）の教材として使用

UD手書きPro

筆談の際に使用する筆談の際に使用する。

はらぺこあおむし いろとかたち

かたはめの学習ができる。

８．特別支援（サポート）

アプリカタログ（新潟市版）



SimpleMind

マインドマップで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。

Soliton DNS Guard Agent

フィルタリング関係

NHK for School

NHKの学習系の動画のアプリ。

ロイロノート・スクール

課題配付，提出，アンケート，思考ツールなど活用場面多数。

ZOOM Cloud Meetings

オンライン会議用のアプリ。今現在，一番広く使われているアプリ。

Cisco Webex Meetings

オンライン会議用のアプリ。文科省などが使うことがある。

おんぷノート

アプリ上で音符を書き，作曲でき，音を出すことができる。

CamScanner

スキャンしたり，PDF変換したりすることができる。

Evernote Scannable

板書や作成したポスターなどを補正して撮影できる。

ReplayCam Lite

動画遅延ができる。

KOMA KOMA for iPad

こま撮り動画作成に使用。

Microsoft Teams

チームでの情報交換ができる。

MetaMoji Note Lite

手書き専用のノート。写真，PDF，フォルダへの分類が容易。

メモ帳+

メモを取る際に使用。

Post-it

ふせんをカメラで撮って，保存や編集ができる。

キョリ測

修学旅行や校外学習の際に，歩く距離を事前に知ることができる。

動物タイピング・ライト

タイピング練習用のアプリ。

Epson iPrint

印刷する際に使用。

Canon PRINT Inkjet/SELPHY

印刷する際に使用。

Nebo

メモを取る際に使用。

Classi生徒用

Classi関係。

Classiホーム-先生用・保護者用

Classi関係。

Classi学習動画

Classi関係。

Classi授業記録-先生用

Classi関係。

Classiポートフォリオ

Classi関係。

LessonNote

授業や学習の記録、研究授業に便利。

sideBooks

実際の紙をめくるような感覚で読書を楽しめる。

ShurePlus MOTIV Video

集音マイクを装着し，ビデオを撮影をする際に必要。授業研究等の
録画に大きな効果が期待できる。

９．道徳、総合、特活、その他

アプリカタログ（新潟市版）



PDF Expart

書類管理，業務効率化のため。

Scanner Pro

書類管理，業務効率化のため。

プレゼンタイマー

授業で見通し等を見ることができる。

まなビューア

技術・家庭で使用。

Kahoot!Play&Create Quizzes

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。

さくらやタイピング練習ＬＩＴＥ日本語

ホームポジションを覚えてタイピング練習するため。

HP Smart

ｉｐａｄからHP製のプリンターへ無線で印刷するため。

mobiAppsオンデマンド

アプリカタログ。

microsoft OneDrive

microsoftのクラウド。

Photo消しゴム
「Photo消しゴム」は、写真を投稿する前に見せたくないところを簡単に隠
せる、とても便利なぼかしアプリです。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ます。

Canon PRINT Business

印刷する際に使用

画像サイズ

写真の大きさを変えたり，写真にフィルターをかけるアプリ。

学校ブログに載せる写真のリサイズを行う。

Adobe Scan

事務効率化が図れる。

マインドマッピング-MindMeister

考えの視覚化に使用。

どーれかな？（○×問題版）

課題別学習の教材として使用

Canva

写真の加工に使用

VoiceTra
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。

ひまわりポケット
デジタル漢字ドリルや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。

ImgPlay
動画をgi fアニメに加工することができる（容量を少なく加工す
る）

Epspn iProjection
撮影した写真をプロジェクターで投影するため

Bose Connect

学校に配置されているＢｏｓｅ製のヘッドフォンの操作をする
ため。

９．道徳、総合、特活、その他

アプリカタログ（新潟市版）


