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特別支援教育向け Windows アプリ一覧 

2018年 5月  

 

こちらでご紹介しているアプリは「教育機関向け Windows アプリ検索」からも確認いただけます。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/business/education/app.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ペイント 3D 無料 

芸術品のような画像を簡単に作成することや、どの角度からでも操作できる 

3D モデルを作成することができます。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/ペイント-3d/9nblggh5fv99  

 

Fresh Paint 無料 

油彩画、水彩画、鉛筆画を描くことができるアプリです。オリジナルの絵を描

くほか、写真を絵画風に加工したり、22 枚入っている塗り絵ページで楽しむこ

ともできます。絵の具を混ぜて微妙な色合いも表現できます。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/apps/fresh-paint/9wzdncrfjb13   

 

Microsoft Whiteboard (preview) 無料 

デジタルホワイトボードアプリです。インターネット接続をすることで遠隔か

らや他のデバイスから同じホワイトボードに同時に書き込むことができます。

グループワークなど一緒に作業をするときなどに役立ちます。 

https://educationstore.microsoft.com/ja-jp/store/details/microsoft-whiteboard-preview/9MSPC6MP8FM4   

 

Zen Brush 2 900 円 

本格的な書道や水墨画を楽しむことができるアプリです。和筆の繊細さや、リ

アルな水墨シミュレーションを楽しむことができます。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/zen-brush-2/9nhx3t99pw4p 

 

空想どうぶつえん 無料 

自分でつくったオリジナルの動物が動き出すアプリです。好きなパーツをつけ

たり、鳴き声も録音してオリジナルの作品が作れます。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/空想どうぶつえん/9wzdncrdnbms 

  

https://www.microsoft.com/ja-jp/business/education/app.aspx
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/ペイント-3d/9nblggh5fv99
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/apps/fresh-paint/9wzdncrfjb13
https://educationstore.microsoft.com/ja-jp/store/details/microsoft-whiteboard-preview/9MSPC6MP8FM4
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/zen-brush-2/9nhx3t99pw4p
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/空想どうぶつえん/9wzdncrdnbms
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/%e3%83%9a%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%88-3d/9nblggh5fv99
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お絵かきしよっ！ 100 円 (無料試用期間 7 日) 

指やペンで絵を描き、「みる」ボタンで、描いた絵の軌跡を再生できます。 

絵以外にも文字をどの筆順で書いたか、の確認にも使用できます。再生の速さ

も変更できます。背景画像を設定できる「お絵かきスライド」もあります。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/お絵かきしよっ/9wzdncrdh6l0  

 

Draw Free！ 無料 

普通にお絵かきをするだけでなく、指やペンで触ったところに星がついたりへ

こんだり、効果をつけることも楽しめるアプリです。 

豊富な効果音も楽しいです。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/draw-free/9wzdncrfjb21   

 

How to draw? 無料 

動物などの描き方を、英語の音声とアニメーションで教えてくれ、なぞりがき

をする要領でイラストを描くことができます。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/how-to-draw-listen-to-the-lector-instructions-step-by-step-and-learn-to-draw/9wzdncrdfw22  

 

Paint Drops Free 無料 

指やペン、図形を使って描いたものが、スタートボタンを押すことで動き出す

アプリです。タブレットの向きによって動きが変わったりもします。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/paint-drops-free/9wzdncrfj68h  

 

Color Me – Fun Coloring App 無料 

80 枚の動物などの塗り絵シートにクレヨンでシンプルに塗り絵が楽しむアプ

リです。100 のステッカーや、写真を追加することもできます。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/color-me-fun-coloring-app/9wzdncrfjpk8  

 

PaintMeister 無料 

レイヤー機能がついているので、凝った絵が描けるペイントツールです。レイ

ヤーのロックをして描き間違いも防げます。筆圧、UNDO 機能、指での拡大縮

小(ピンチイン・ピンチアウト)にも対応しています。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/paintmeister/9wzdncrfk299 

  

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/お絵かきしよっ/9wzdncrdh6l0
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/draw-free/9wzdncrfjb21
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/how-to-draw-listen-to-the-lector-instructions-step-by-step-and-learn-to-draw/9wzdncrdfw22
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/paint-drops-free/9wzdncrfj68h
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/color-me-fun-coloring-app/9wzdncrfjpk8
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/paintmeister/9wzdncrfk299
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写真・動画編集 

 

Adobe Photoshop Express 無料 

写真の切り取り、輝度、露出、シャドウの調整、15 以上のフィルター効果など、

基本機能が揃った写真編集アプリです。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/adobe-photoshop-express/9wzdncrfj27n    

 

PicSketch 無料 

写真に様々な効果をつけることができます。 

効果の種類が多く、テキストやステッカーを追加することもできます。 

メニューは英語です。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/picsketch/9wzdncrfj9t1    

 

PicsArt – Photo Studio 無料 

2 億 5 千万人以上がダウンロードした写真編集アプリ。 

写真用フィルター、写真編集、写真コラージュ、写真上の描画やペイントなど

が行えます。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/picsart/9wzdncrfj10m   

 

ムービーモーメント 無料 

ビデオのトリミングで、重要な部分をキャプションや特殊効果で強調したり、

テキストや音楽をつけることができます。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/movie-moments/9wzdncrfj3md  

 

見ん者® 有料  (無料試用期間 10 日) 

お手本の運動動作を見たり、録画した運動の動画と見比べることができるアプ

リです。価格は、導入数などを連絡して見積りをもらう形式です。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/見ん者/9wzdncrdj5mg     

 

くらべるムービー for School   有料  (無料試用期間 1 日) 

学校の授業等において、カメラで動画や静止画を撮影し、それらを比べ、気づ

いたことを入力することができます。試用期間後は、導入数や学校数を連絡し

てライセンスキーを購入する形式です。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/くらべるムービー-for-school/9wzdncrdlc9t 

  

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/adobe-photoshop-express/9wzdncrfj27n
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/picsketch/9wzdncrfj9t1
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/picsart/9wzdncrfj10m
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/movie-moments/9wzdncrfj3md
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/見ん者/9wzdncrdj5mg
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/くらべるムービー-for-school/9wzdncrdlc9t
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/picsart/9wzdncrfj10m
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視覚・聴覚支援 

 

SLinto （スリント） 無料 

独自開発された手話を入力することができる SLinto キーボードを使い、手話か

ら話し言葉をひけるオンライン辞書です。検索結果として表示される手話は多

くの人の日々録画し掲載されています。インターネット接続が必要です。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/apps/slinto/9wzdncrdscpn  

 

点字メーカー 無料 

日本語から点字を作成します。 

漢字を含んだ日本語 → ひらがな → 点字と変換します。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/点字メーカー/9wzdncrfjvl1  

 

音の大きさ 無料 

タブレットのマイクや、外付けしたウェブカメラのマイク機能で拾った音の大

きさをデシベルで表示。数字ではっきりと音の大きさを伝えることができます。

音に過敏な人にも。 

https://www.microsoft.com/store/apps/9wzdncrdh6hr  

 

音声時計 無料 

声と音で時刻を知らせる時計です。読み上げる間隔を、1 分ごと、10 分ごと、

30 分ごと、1 時間ごとに変更できます。写真のスライドショー機能があり、デ

ジタルフォトフレームとしても利用できます。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/time-speaker-clock/9wzdncrdhnxw  

 

音声カウントタイマー 無料 

残り時間を音や声で読み上げるタイマーです。カウントアップもできます。 

読み上げる間隔を、1 秒ごと、10 秒ごと、30 秒ごと、1 分ごとに変更できます。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/音声カウントタイマー/9wzdncrdhnxs 

  

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/apps/slinto/9wzdncrdscpn
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/点字メーカー/9wzdncrfjvl1
https://www.microsoft.com/store/apps/9wzdncrdh6hr
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/time-speaker-clock/9wzdncrdhnxw
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/音声カウントタイマー/9wzdncrdhnxs
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コミュニケーション支援 

 

DropTalk  
フル: 3,050 円 

Lite: 無料 

話し言葉でのコミュニケーションを苦手とする方の支援アプリです。音声付き

シンボルを組み合わせてより的確に伝えたいことを伝えることができます。か

わいいシンボルが 700 種類も入っている大人気アプリです。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/droptalk-lite/9nvhfn50rgj6 

 

たすくコミュニケーション 1,300 円 (無料試用期間 15 日) 

絵カードを使って文章を作成し、相手に伝えることができます。豊富な音声つ

きの絵カードのほか、オリジナルの絵カードを作ることもできます。教育の現

場で考案された教材を元に開発されています。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/たすくコミュニケーション/9wzdncrdh7ld 

 

たすくボイス 5,000 円 (無料試用期間 30 日) 

50 音キーボードとコミュニケーションカードを組み合わせ、文章を作成できま

す。作成した文章は合成音声で読み上げさせることができ、音の音程や速さの

調整もできます。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/たすくボイス/9wzdncrcsfk0 

 

トーキングエイド カード版 無料 

会話が困難な方のためのコミュニケーションツールです。サンプルの絵カード

の他、簡単に絵カードを作成することができます。操作履歴を表示することも

できます。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/トーキングエイド-カード版/9wzdncrdg4pf   

 

Eye Signal 無料 

入力した文字がアニメーションで大きく表示され、離れている人や注意をひき

たい人などに伝えやすくなるアプリです。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/eye-signal/9wzdncrdxgmm  

 

Pen Pad 無料 

対面する相手と筆談することも目的にしたアプリです。 

それぞれの、ペンの幅や色を変更することができます。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/pen-pad/9wzdncrfj6p1  

  

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/droptalk-lite/9nvhfn50rgj6
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/たすくコミュニケーション/9wzdncrdh7ld
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/たすくボイス/9wzdncrcsfk0
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/トーキングエイド-カード版/9wzdncrdg4pf
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/eye-signal/9wzdncrdxgmm
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/pen-pad/9wzdncrfj6p1
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ByTalk for School 無料 

学校向けのクローズドなコミュニケーションができる SNS アプリです。メッセ

ージのほか、画像、動画、音声メッセージ、スタンプも送ることができます。

ユーザーは管理者が一括管理。利用にはアカウント登録が必要です。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/bytalk-for-school/9nblgggz0jdw   

 

あいうえおキーボード 無料 

50 音順に並んだキーボードで文字の入力ができます。 

https://www.microsoft.com/store/apps/9wzdncrdwzvz  

 

  

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/bytalk-for-school/9nblgggz0jdw
https://www.microsoft.com/store/apps/9wzdncrdwzvz
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文字・漢字、暗記、リーダー 

 

コトバンバン 
無料 

言葉の追加 900 円～ 

紙の文字カードにタブレットのカメラをかざすことで、アプリが言葉を判読し、

イラストと音がでてくる言語学習用 AR 知育アプリです。あらかじめ用意され

た言葉だけでなく任意の言葉を追加したり、お友達と競争することもできます。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/コトバンバン/9nblgggxw9qb     

 

ひらがな書順習得 
250 円  

(無料試用期間 7 日) 

「書き順矢印」にしたがってひらがな文字をなぞり書きしていくことで、楽し

みながら書き順を学習します。「書き順矢印」を非表示にすることもできます。 

試用版では「あいうえお」の 5 文字を試すことができます。同シリーズにカタ

カナ書順習得もあります。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/hiragana-practice/9wzdncrdn0g1  

 

書き順レコーダー 小学校 1～6 年漢字 
各 200 円 

(無料試用期間７日) 

指でなぞって書くことで筆順ごとに色が変わり数字が表示され、録画されるの

で見直すことができます。Windows 版だけの機能として、学年ごとの漢字の手

書きフォントの見本が付属し、見本を表示させたり消したりもできます。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/書き順レコーダー-小学校 1 年漢字/9nblggh4n6xf 

 

書き順レコーダー Pro 
4,900 円  

(無料試用期間７日) 

書き順レコーダーの、教員が学校・塾などで使用できるバージョンです。手書

きフォントの小学校全学年の漢字見本が付属しています。添削ペン機能で間違

えたところをわかりやすく指摘することができます。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/書き順レコーダー-pro/9nblggh4n2s5 

 

小学 4 年生/6 年生漢字：ゆびドリル 各 600 円 

指で書いた文字を認識して、「書き取り」「読みがな」を、学習できるアプリで

す。間違いやすい文字をリストアップしたり、タップして書き順を確認するこ

ともできます。使用時にインターネット接続が必要です。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/小学%ef%bc%94 年生漢字-ゆびドリル/9nblgggzbsls 

 

あいうえお表 無料 

ひらがな表（50 音、濁音、半濁音、拗音）の表示、カタカナ表（50 音、濁音、

半濁音、拗音）でひらがな、カタカナを学習するシンプルな 50 音表です。 

表示されている文字を押すと、読み方を聞くことが出来ます。 

https://www.microsoft.com/store/apps/9wzdncrfk1xz 

  

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/コトバンバン/9nblgggxw9qb
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/hiragana-practice/9wzdncrdn0g1
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/書き順レコーダー-小学校1年漢字/9nblggh4n6xf
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/書き順レコーダー-pro/9nblggh4n2s5
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/小学%ef%bc%94年生漢字-ゆびドリル/9nblgggzbsls
https://www.microsoft.com/store/apps/9wzdncrfk1xz
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/%e6%9b%b8%e3%81%8d%e9%a0%86%e3%83%ac%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%80%e3%83%bc-%e5%b0%8f%e5%ad%a6%e6%a0%a11%e5%b9%b4%e6%bc%a2%e5%ad%97/9nblggh4n6xf
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/%e5%b0%8f%e5%ad%a6%ef%bc%94%e5%b9%b4%e7%94%9f%e6%bc%a2%e5%ad%97-%e3%82%86%e3%81%b3%e3%83%89%e3%83%aa%e3%83%ab/9nblgggzbsls
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漢字辞典 100 円 

読み、書き順、意味などの情報を簡単に調べることができる漢字学習アプリです。手書き

認識なので、読み方のわからない感じも簡単に調べることができます。またインターネッ

トに繋ぐと漢字の成り立ちや熟語など様々な情報を得ることができます。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/漢字辞典/9wzdncrdh69s 

 

覚えてこすって 
150 円  

(無料試用期間 15 日) 

覚えたい箇所をペンで塗りつぶして、それを消して答え合わせをする暗記アプ

リです。回答した部分だけを消していくことができます。 

問題のサンプルデータも用意されています。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/覚えてこすって/9wzdncrfk112  

 

ロイロノートスクール 無料 

教材の配布や質疑応答をタブレットを使って行うことができる授業支援アプリ

です。生徒と先生のコミュニケーションを活性化させたり、生徒同士で回答を

比較しあうなど学び合いもできます。利用にはアカウント登録が必要です。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/ロイロノート-スクール/9wzdncrdd19m 

 

旺文社 小学国語新辞典 第四版 2,000 円 

関連語が豊富で、ひとつ引くとどこからつながっていることが特徴です。 

同じシリーズで漢字辞典などもあります。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/旺文社小学国語新辞典-第四版/9wzdncrdf7bq 

 

いっしょに書き方練習 
230 円 

(無料試用期間７日) 

画面の一方に指導者が書くと、それが生徒エリアに同時にうすく描画されるの

で、生徒がそれになぞって練習できるアプリです。 

横に書けるローマ字練習モードもあります。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/いっしょに書き方練習/9nblggh2sb9w 

 

  

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/漢字辞典/9wzdncrdh69s
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/覚えてこすって/9wzdncrfk112
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/ロイロノート-スクール/9wzdncrdd19m
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/旺文社小学国語新辞典-第四版/9wzdncrdf7bq
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/いっしょに書き方練習/9nblggh2sb9w
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/%e6%97%ba%e6%96%87%e7%a4%be%e5%b0%8f%e5%ad%a6%e5%9b%bd%e8%aa%9e%e6%96%b0%e8%be%9e%e5%85%b8-%e7%ac%ac%e5%9b%9b%e7%89%88/9wzdncrdf7bq
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/%e3%81%84%e3%81%a3%e3%81%97%e3%82%87%e3%81%ab%e6%9b%b8%e3%81%8d%e6%96%b9%e7%b7%b4%e7%bf%92/9nblggh2sb9w
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数える・算数 

 

筆算 100 連打 無料 

指やペンで筆算の答えを書くと数字が手書き認識され、楽しく筆算の練習がで

きます。かかった時間と正解率が確認でます。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/筆算 100 連打/9wzdncrdxbn2   

 

かずあてゲーム (数える編 1～5) 無料 

いくつの果物などがあるか答えの数字をタッチすることで、1~5 までの数え方

を学びます。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/子供のゲームの基本的な数学を学ぶ/9nblgggz3mtf  

 

キッズ！就学前の数学 無料 

カラフルな、数字について学べるクイズが複数はいったアプリです。 

質問は英語でだされます。同じシリーズで、200 円の「GS キッズ！幼児数字プ

ロ」もあります。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/kids-preschool-numbers-math/9wzdncrdcm49   

 

小学 3/5/6 年生算数：計算ゆびドリル 各 600 円 

手書き入力で計算の練習ができるアプリです。シールを集めていくことで楽し

く続けられるように配慮されています。一般的な計算ドリルの１学年分に匹敵

する約 1000 問が収録されています。使用時にインターネット接続が必要です。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/小学%ef%bc%93 年生算数-計算-ゆびドリル-計算学習アプリ/9nblggh3dbl7 

 

子供動物接続ドットのパズル 無料 

指やペンで数字やアルファベットを順番に結んでいくと、動物などがあらわれ

るパズルゲームです。数字やアルファベットの勉強になります。同じシリーズ

で、乗り物や動物、恐竜のイラストで学べるものもあります。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/子供動物接続ドットのパズル-若い幼児-2-の開発に適した教育の番号のドットを読み書き図形ゲーム/9wzdncrdl5f4 

 

お金カウンター 無料 

お金の種類をタッチしていくことで、合計金額が算出されます。 

お金の計算の勉強に役立てられます。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/お金カウンター/9nblggh6c8tl?rtc=1 

  

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/筆算100連打/9wzdncrdxbn2
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/子供のゲームの基本的な数学を学ぶ/9nblgggz3mtf
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/kids-preschool-numbers-math/9wzdncrdcm49
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/小学%ef%bc%93年生算数-計算-ゆびドリル-計算学習アプリ/9nblggh3dbl7
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/子供動物接続ドットのパズル-若い幼児-2-の開発に適した教育の番号のドットを読み書き図形ゲーム/9wzdncrdl5f4
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/お金カウンター/9nblggh6c8tl?rtc=1
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/%e3%81%8a%e9%87%91%e3%82%ab%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc/9nblggh6c8tl?rtc=1
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英語 

 

English：ゆびドリル 無料 

表示されたり読み上げられる単語や文書を、指やペンで書いて答えていく英語

学習アプリです。使用する際、インターネット接続が必要です。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/apps/english-ゆびドリル/9wzdncrcs7bl  

 

翻訳 無料 

テキストで入力したものを翻訳するほか、カメラで撮影した活字を認識して翻

訳することができます。基本はインターネット環境が必要ですが、言語によっ

ては、オフラインで翻訳したり翻訳結果を音声で読み上げます。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/translator/9wzdncrfj3pg   

 

Duolingo 無料 

Duolingo は世界で一番ダウンロードされている言語教育アプリです。毎日少し

ずつ学ぶことができます。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/duolingo-英語を無料で学ぶ/9wzdncrcv5xn 

 

おべんきょう Tab アルファベット表 無料 

アルファベットの大文字と小文字の表示を押すと読み方を聞くことができるア

プリです。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/おべんきょう tab-アルファベット表/9wzdncrdgtpw  

 

キッズ！就学前英語 無料 

カラフルな、アルファベットを学ぶためのゲームが複数はいったアプリです。 

同シリーズに「就学前 ABC ファーム動物結合ドットのパズル」や「ABC 就学

前視力単語ジグソーパズル形」などがあります。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/kids-preschool-learn-letters/9wzdncrdcmmr  

 

えいご上手 W 無料 

中学から高校までの英語を単語・リスニング・漫画の３つのカテゴリーで学ぶ

ことができるアプリです。英単語も単語カードだけでなくスペル練習などをゲ

ームで学ぶことができ楽しく学習ができます。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/えいご上手 w/9wzdncrd38r6   

  

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/apps/english-ゆびドリル/9wzdncrcs7bl
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/translator/9wzdncrfj3pg
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/duolingo-英語を無料で学ぶ/9wzdncrcv5xn
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/おべんきょうtab-アルファベット表/9wzdncrdgtpw
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/kids-preschool-learn-letters/9wzdncrdcmmr
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/えいご上手w/9wzdncrd38r6
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クイズ・パズル・ゲーム 

 

ぽんぽんわーるど おしごとなあに？ 300 円 (無料試用期間 7 日) 

簡単な操作でなりたい職業を選んで着せ替えができるマッチングゲームアプリ

です。自分の顔写真を撮影すれば、選んだ服にお着替えし大変身できます。 

１スイッチ、２スイッチ、４スイッチの外部スイッチ操作に対応。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/ぽんぽんわーるど-おしごとなあに/9nblggh3lw4h    

 

エアホッケー＠GAMEPACK 無料 

指やペンやマウスを使って、動物たちとエアホッケー対戦ができます。 

指やペンでタブレットを使う練習にもなります。練習モードもあります。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/エアホッケー-gamepack/9wzdncrdm9vm   

 

金魚の達人 無料 

指やペンでタップとドラッグをして、金魚をポイですくいます。最大で 3 人ま

で同時プレイが可能です。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/金魚の達人/9wzdncrfjcqt   

 

ちびっこくらぶ発想力トレーニング 500 円 (無料試用期間 7 日) 

15 の『お話アニメーション』で子どもをお話に夢中にさせ、56 ある『ゲームク

イズ』で無理なく学習させます。答えの選択肢は、数字や文字を使わず絵を選

んで答える方式です。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/ちびっこくらぶ発想力トレーニング/9wzdncrdg41j  

 

キッズ恐竜レックス スライドパズル 15 無料 

16 マス上にある 15 のピースを指やペン、マウスで移動させて、恐竜を完成さ

せるアプリです。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/kids-dinosaur-rex-slide-puzzle-15-mystic-squares-shape-rearranging-mosaic-game-suitable-for-developing-brainy-older-aged-children/9wzdncrdl77r  

 

Minecraft for Windows 10  3,150 円 

Minecraft でブロックで家や村を作ったり、冒険にでかけましょう。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/minecraft-windows-10-edition-beta/9nblggh2jhxj  

  

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/ぽんぽんわーるど-おしごとなあに/9nblggh3lw4h
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/エアホッケー-gamepack/9wzdncrdm9vm
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/金魚の達人/9wzdncrfjcqt
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/ちびっこくらぶ発想力トレーニング/9wzdncrdg41j
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/kids-dinosaur-rex-slide-puzzle-15-mystic-squares-shape-rearranging-mosaic-game-suitable-for-developing-brainy-older-aged-children/9wzdncrdl77r
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/minecraft-windows-10-edition-beta/9nblggh2jhxj
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/minecraft-windows-10-edition-beta/9nblggh2jhxj
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子供の動物ジグソーパズル 無料 

野生動物のジグソーパズルを完成させるアプリです。リアルな鳴き声が収録さ

れています。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/childrens-animal-jigsaw-puzzles-educational-young-kids-game-teaches-shapes-and-matching-suitable-for-toddler-and-pre-school-boys-and-girls-3/9wzdncrfj4cr    

 

タッチ！おしゃべりずかん 無料 

タッチすると色々な物や生き物の名前を教えてくれるアプリです。 動物、魚な

どの生き物、乗り物、ひらがな、アルファベットなど様々なテーマのページが

入っており、 テーマにあったゲームも収録されています。  

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/%e3%82%bf%e3%83%83%e3%83%81-%e3%81%8a%e3%81%97%e3%82%83%e3%81%b9%e3%82%8a%e3%81%9a%e3%81%8b%e3%82%93/9mt2900cp3kn?rtc=1 

 

地図であそぼう！ 無料 

都道府県の名前を手書きやキーボードで答えます。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/%e5%9c%b0%e5%9b%b3%e3%81%a7%e3%81%82%e3%81%9d%e3%81%bc%e3%81%86/9nblggh67wzt  

 

日本地図パズル 無料 

都道府県の名前と場所をパズルで楽しく覚えるアプリ。 

指やペンで都道府県を正しい位置に移動させるので、指やペンの動作の練習に

もなります。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/日本地図パズル/9wzdncrdfs9l   

 

おとをあてよう 無料 

音を聞いて、レミファソラシドのどの音かを当てるアプリです。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/おとをあてよう/9wzdncrdmdl5   

 

くだものあてよう 無料 

イラストを見て出題された名前のくだものを選ぶアプリです。 

正誤判定のとき、音はでません。同じシリーズに「やさいあてよう」「りょうり

あてよう」「おしごとあてよう」「スポーツあてよう」などがあります。 

https://www.microsoft.com/en-us/store/p/くだものをあてよう/9nwsrjn4jjk0   

  

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/childrens-animal-jigsaw-puzzles-educational-young-kids-game-teaches-shapes-and-matching-suitable-for-toddler-and-pre-school-boys-and-girls-3/9wzdncrfj4cr
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/%e3%82%bf%e3%83%83%e3%83%81-%e3%81%8a%e3%81%97%e3%82%83%e3%81%b9%e3%82%8a%e3%81%9a%e3%81%8b%e3%82%93/9mt2900cp3kn?rtc=1
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/%e5%9c%b0%e5%9b%b3%e3%81%a7%e3%81%82%e3%81%9d%e3%81%bc%e3%81%86/9nblggh67wzt
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/日本地図パズル/9wzdncrdfs9l
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/おとをあてよう/9wzdncrdmdl5
https://www.microsoft.com/en-us/store/p/くだものをあてよう/9nwsrjn4jjk0
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/%e5%9c%b0%e5%9b%b3%e3%81%a7%e3%81%82%e3%81%9d%e3%81%bc%e3%81%86/9nblggh67wzt
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Dr. Panda のスーパーマーケット 300 円(無料試用期間 1 日) 

10 以上のミニゲームを通して、スーパーマーケットを運営します。お掃除や商

品の搬入、買い物のお手伝い、レジ打ちなどを通して、仕事についても学びま

す。同じシリーズに、空港、レストラン、病院もあります。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/dr-pandas-supermarket/9wzdncrdgzv6  

 

逃げろパンダ (Space Panda) 無料 

障害物を避けながら宇宙を探検する簡易アクションゲームです。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/space-panda/9wzdncrdxqv1  

 

Baby learns Vegetables 無料 

ゲームで遊びながら野菜の名前を覚えるアプリです。同じシリーズで「Baby 

learns fruits」「Baby Learns Behavior」などがあります。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/baby-learns-vegetables/9wzdncrdxqv2 

 

キッズ！ 就学前ゲーム 無料 

数字、アルファベット、形や色を学ぶアプリ。質問を読まなくても理解できる

ものが多いですが、質問は英語でだされます。同じシリーズに、「保育園児のゲ

ーム」「幼児のゲーム」などもあります。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/kids-preschool-learning-games/9wzdncrdcmmn  

 

キッズ！形や色 無料 

形状認識、色認識などを学ぶアプリ。質問を読まなくても理解できるものが多

いですが、質問は英語でだされます。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/shapes-colors-nursery-games/9wzdncrdcmmq  

 

たいこトントン 無料 

童謡にあわせて、たいこ、カスタネット、鈴をならすアプリです。 

 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/たいこ-トントン/9wzdncrdgtp7   

  

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/dr-pandas-supermarket/9wzdncrdgzv6
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/space-panda/9wzdncrdxqv1
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/kids-preschool-learning-games/9wzdncrdcmmn
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/shapes-colors-nursery-games/9wzdncrdcmmq
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/たいこ-トントン/9wzdncrdgtp7
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つみき あそび 無料 

積み木を組み合わせて、様々なものを作ることができるアプリです。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/つみき-あそび/9wzdncrdgtsq  

 

はたらくくるまゴーゴー 無料 

タクシーや消防車などの『働く車』を、簡単操作で楽しく車を運転するアプリ

です。タクシーでお客さんを運んだり、消防車で現地に急行したり働くお仕事

体験ができます。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/はたらくくるまゴーゴー/9wzdncrcsfr6  

 

バッドばつ丸の×○たたき 150 円 (無料試用期間 1 日) 

ばつ丸をたたくもぐらたたきゲームです。はな丸をたたくと点数が減ります。

たたくときに音がなります。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/バッドばつ丸の-たたき/9wzdncrdfvb2 

 

Burger 無料 

ハンバーガーやデザート、飲み物を作る速さを競うゲームです。 

プレーするほど多くの材料が表示されます。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/burger/9wzdncrdmh58  

 

だーれだ？ 無料 

出題された問題の動作をしているイラストを選択するアプリです。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/%e3%81%a0%e3%83%bc%e3%82%8c%e3%81%a0/9wzdncrdmddc  

 

星座表 無料 

星や星座の勉強ができるだけでなく、GPS、加速度センサー、デジタル磁力セン

サーの搭載されているタブレットでは、空にタブレットをかざすことで空の星

や星座を教えてくれます。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/%e6%98%9f%e5%ba%a7%e8%a1%a8/9wzdncrdcgsf  

  

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/つみき-あそび/9wzdncrdgtsq
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/はたらくくるまゴーゴー/9wzdncrcsfr6
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/バッドばつ丸の-たたき/9wzdncrdfvb2
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/burger/9wzdncrdmh58
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/%e3%81%a0%e3%83%bc%e3%82%8c%e3%81%a0/9wzdncrdmddc
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/%e6%98%9f%e5%ba%a7%e8%a1%a8/9wzdncrdcgsf
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/%e6%98%9f%e5%ba%a7%e8%a1%a8/9wzdncrdcgsf
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時間管理・タスク管理 

 

たすくステップ 1,300 円 (無料試用期間 7 日) 

音声と絵のはいったコミュニケーションカードを使って手順書を作成して確認

できます。物事をわかりやすく順序立てて教え、考えてもらうためのツールと

して開発されました。オリジナルのカードを作成することもできます。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/たすくステップ/9wzdncrdh7lc   

 

たすくスケジュール 1,300 円 (無料試用期間 15 日) 

一日のスケジュールを簡単に組み立てて確認することができるアプリです。 

オリジナルのカードを作成することもできます。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/たすくスケジュール/9wzdncrdh7lb    

 

とけいにさわろう！ 無料 

アナログ時計の針を触って動かすでき、時間の勉強ができます。デジタル表示

もできるので、針の位置と時間の関係がわかりやすいです。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/とけいにさわろう/9wzdncrdcp4j   

 Windows アラーム & クロック 無料 

シンプルなアラームつき時計アプリです。世界時計、タイマー、ストップウォ

ッチとして使用できます。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/windows-アラーム-クロック/9wzdncrfj3pr 

 

Digital Live Tile Clock 無料 

デジタル時計のタイルをスタート画面に表示することができます。 

アナログ時計の「Analog Live Tile Clock」もあります。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/digital-live-tile-clock/9wzdncrfj1hp  

  

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/たすくステップ/9wzdncrdh7lc
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/たすくスケジュール/9wzdncrdh7lb
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/とけいにさわろう/9wzdncrdcp4j
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/windows-アラーム-クロック/9wzdncrfj3pr
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/digital-live-tile-clock/9wzdncrfj1hp
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シンプルおもちゃ 

 

Kinectimals Unleashed 無料 

85 種類の動物の世話をしたり、一緒に遊ぶことができます。指やペンで頭をな

でたり、円盤遊びやなわとびを、南の島で冒険しながらすることできます。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/kinectimals-unleashed/9wzdncrfhwfc   

 

Face Goo 無料 

撮影したり取りこんだ顔写真を、タッチで引き延ばしたりツイストすることが

できます。ステッカーを追加することもできます。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/apps/facegoo/9wzdncrdr7gf 

 

FingerPiano 無料 

スクロールガイドに合わせて鍵盤をタッチして、曲を演奏するアプリです。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/fingerpiano/9wzdncrfj1rd    

 

Xylophone 10 無料 

画面を指やペンで触ることで、木琴を演奏ができるアプリです。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/xylophone-10/9wzdncrfj444   

 

おしゃべり猫のトーキング・トム 2 無料 

タッチでなでたりたたくと猫が反応するアプリです。話しかけるとおかしな声

で同じ言葉を返してきます。ミニゲームをしたり、衣装を追加したりできます。

有料オプションもあります。他の猫や犬、鳥、サンタのシリーズがあります。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/apps/Talking-Tom-Cat-2/9NBLGGGZV6CG 

 

Baby rocks 2 無料 

画面を指やペンでタッチすると、シャボン玉やたんぽぽを飛ばすことができま

す。音も鳴ります。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/baby-rocks2/9wzdncrdxqww   

  

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/kinectimals-unleashed/9wzdncrfhwfc
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/apps/facegoo/9wzdncrdr7gf
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/fingerpiano/9wzdncrfj1rd
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/xylophone-10/9wzdncrfj444
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/apps/Talking-Tom-Cat-2/9NBLGGGZV6CG
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/baby-rocks2/9wzdncrdxqww
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/fingerpiano/9wzdncrfj1rd
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Sago Mini Music Box 300 円 (無料試用期間 7 日) 

画面を指やペンでタッチすることで、かわいいイラストがあらわれ、曲を完成

させることができます。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/sago-mini-music-box/9wzdncrdgzhg   

 

Dr. Panda's Daycare 200 円(無料試用期間 1 日) 

幼稚園にきた動物の赤ちゃんたちをタッチで動かして遊ぶアプリです。おもち

ゃや家具をタッチして動かして遊んだり、食べ物を食べたり、部屋を移動した

りすることができます。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/apps/dr-pandas-daycare/9wzdncrdgzv4 

 

Animal Sound Box 無料 

写真やイラストをタップするとその動物の鳴き声が聞こえるアプリです。 

メニューは英語などになります。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/animal-sound-box/9wzdncrfj3zj  

 

  

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/sago-mini-music-box/9wzdncrdgzhg
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/apps/dr-pandas-daycare/9wzdncrdgzv4
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/animal-sound-box/9wzdncrfj3zj
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/animal-sound-box/9wzdncrfj3zj
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デジタルノート・マインドマップ・日記 

 

OneNote 無料 

授業のノートを手書きやキーボードで書いたり、ノートやプリントをカメラで

撮影して取り込んだりすることができます。クラウド(OneDrive)に保存して、

先生と生徒がノートを共有することもできます。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/onenote/9wzdncrfhvjl   

 

Office Lens 無料 

ホワイトボードや書類を撮影すると自動的に角度調整をしてトリミングしま

す。読み取り可能なファイルにしてOneNote に保存したり、画像をPDF、Word、 

PowerPoint に自動で変換することもできます 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/office-lens/9wzdncrfj3t8    

 

M8! 無料 

使い方がとてもシンプルなマインドマップ作成アプリです。 

英語版で、メニュー名は英語ですが、日本語も使用できます。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/m8-mind-map/9wzdncrfj9nr  

 

○×日記 無料 

写真１枚とその日の出来事を、日記として登録することができるアプリです。 

写真にはスタンプやペンで加工もできます。 

カレンダー形式で日記が表示されるので、あとからの確認もしやすいです。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/marupeke-diary/9wzdncrdhw8f   

 

MetaMoji Note Lite 無料 

手書きノートアプリです。作成したデータは、Windows 版はもちろん、他の OS

のタブレットからも見たり書き足すことができます。有料の手書き変換のアド

インや、機能が追加される有償版があります。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/metamoji-note-lite/9wzdncrfjcpk   

 

Evernote Touch 無料 

他の端末の Evernote とデータを共有できるノートアプリです。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/evernote-touch/9wzdncrfj3mb    

 

 

https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/onenote/9wzdncrfhvjl
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/office-lens/9wzdncrfj3t8
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/m8-mind-map/9wzdncrfj9nr
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/marupeke-diary/9wzdncrdhw8f
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/metamoji-note-lite/9wzdncrfjcpk
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/evernote-touch/9wzdncrfj3mb
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/office-lens/9wzdncrfj3t8
https://www.microsoft.com/ja-jp/store/p/evernote-touch/9wzdncrfj3mb

