
　「生きる力」は、「豊かな心」「健やかな体」「確かな学力」
という三つの面をもつとも言われています。この三つの
面は、別々ではなく関連し合っています。「豊かな心」と
いっても知性の背景がないといけません。理性があって
こその「豊かな心」なのです。「健やかな体」といっても
身体のことだけでは意味がありません。知性や理性の背
景がないといけないのです。
　新学習指導要領の「生きる力」でキーになるのは、「確
かな学力」です。その「確かな学力」は、「言葉の力」によっ
て支えられているということが強調されています。
　知性や理性、合理性、思考力や判断力と言われている
ものの基盤には、すべて言葉があるのです。新学習指導
要領では、どの教科でも「言葉の力」を大事にしましょう、
と言われています。文科省が出したどの教科の解説書に
も、「言葉の力（記号もふくむのですが）」を育てるため
の言語活動が取り上げられています。

（梶田先生の教育コラム『新学習指導要領の目指すものと「言葉の力」』より）

「生きる力」を支える
知性･理性と「言葉の力」

判断する力思考する力

認識する力

ことばの力

ＩＣＴを活用して学力向上

＊2017.07.20現在
この教材は日々進化し続けているため、実際の製品はパンフレットと一部仕様が異なる場合があります。

① “ 毎日５分 ”で言葉の力がつきます
＊フラッシュカードの長所を採用して、一斉に発声させています。
＊利用シーンは次のように２場面あります。
・「朝の時間」や「帰りの会」を利用した“ことば編”　⇒　生活語
・「教科」の時間を利用した “教科編 ” ⇒　教科用語

② 教科編は3～６年の主要４教科を扱い、教科書に出
てくる教科専門語を網羅しているため、小学校教科書
を習得・理解して卒業できます。

③ 算数・社会・理科では「単元末問題」を用意して、活
用問題も扱っています。

④ 単元末問題は pdf でも収録していますので、出力して
宿題にも利用できます。

⑤ クラウド版のため、先生も児童も、学校でも自宅でも
シームレスに利用できます。

⑥ タブレットＰＣとの相性がよく、大型提示装置に投影
してアクティブ・ラーニングや言語活動が可能になり
ます。

⑦ 特別支援学級での利用も期待できます。

⑧ ＨＴＭＬで制作していますので、Windows、iPad、
Google Chromeでご利用できます。また、クラウド
版のため “いつでも ”“どこからでも ”ご利用できます。

ことばの力 

元 兵庫教育大学 学長

梶 田 叡 一監修

～ “毎日５分” の学習で力がつく～
「確かな学力」の基礎となるのは

「ことばの力」です。
＜ことばの力とは＞
● 知っている「言葉」の数量が多いこと
● 知っている「言葉」が確かなものであること
● 知っている「言葉」を使って表現できること

言葉の「量」と「確かさ」と「表現」のために、
学校で具体的に取り組める6つのこと

　＜開発方針と特色＞　

（1）読書の奨励
（2）各教科の大事な用語や記号・概念についての念入りな学習
（3）辞書や事典類に親しむこと
（4）歳時記や著名な歌集・詩集などを用いた学習
（5）四字熟語やことわざ・格言などについての学習
（6）同意語・反意語・類語などについてのゲーム的学習

【サーバー版】
【クラウド版】

ーバババー版】】】

5年間随時更新

Windows10 端末・iPad 対応・Chrome 端末対応
印刷できる「問題ワークシート」「単元末問題」付き
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主な機能と内容

１

「１日１語」毎日新しい言葉に触れられるよう、毎日違う言葉を解説や例文つきで表示します。
例文は短作文の学習にも効果的です。

カレンダー形式で、二十四節気や七十二候、過去のその日のでき事などを表示します。
クイズ問題として子どもたちに当てさせると、朝から教室が元気になるでしょう。

各画面の ボタンをクリックすると、「ご利用
のポイント」が表示されます。
＊起動画面に戻るためには ｢ことばの力｣ ボタンをクリッ
クします。ブラウザーの ｢戻る｣ ボタンではないので、
ご注意ください。

詩や小説の名作や古典 ･漢文などを、みんなで声に出して読んだり、範読の音声を聞いたりします。また、一部
を隠して暗唱の練習をしたり、視写用のプリントに書き写す作業を通して、語彙を拡充するだけでなく作者の息遣
いに触れることもできます。

2 ことばカレンダー

1 i n fo - ご利用のポイント

3 今日のことば

クリック
すると、

2
34

5

6

7

8
9

  ことば編（生活語）

クリック
すると、

4 みんなで読もう

教科編（教科専門語）  ことば編（生活語）

2

4

ことばカレンダー

3 今日のことば

みんなで読もう

６ 国語 ７ 算数

８ 社会 ９ 理科５ 言葉の宝石箱

朝のホームルームや帰りの会などを利用
して、5～ 10分で日常生活で使用され
ている生活語を学ぶコンテンツです。

各教科の単元が終わったとき、５分で教科
書専門語をチェックすることにより、学習
内容を確認するコンテンツです。

クリック
すると、

クリック
すると、

七十二候

でき事

二十四節気



百人一首を学び、暗誦するためのコンテンツです。全
ての歌に音声が付いていて、上の句と下の句を順番に
表示できます。
また、暗誦練習用に10首ずつ提示したり、かるた大
会用に1首ずつ読み上げたりできます。

全ての歌には、「歌人像｣ と「意訳と註」が付い
ているため、歌の意味や背景に触れることがで
きます。

印刷して使えるPDFデータも付属しています。
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５ 言葉の宝石箱

辞書を引いたり、熟語を作ったり、さまざまな方法で語彙の拡充を図るコンテンツ集です。

百人一首

国語辞典をひこう
提示された単語の意味を、国語辞典で調べる練
習用のコンテンツです。学年ごとに 50問、計
200問あります。

タイマー付きなので、辞典をひくのに要した時
間がわかります。単語を誰よりも早く引くコン
テスト的に扱うのも一つの方法です。

クリック
すると、

フラッシュカード
「言葉の宝石箱」には12のコンテンツがあり、各コンテンツには次のような形式が収録されています。

問題ワークシート

アニメーション
次々と問題が提示される形式です。進む方法を手動か自
動か選べ、音声付のものもあります。

筆順などを視覚的に表示します。

コンテンツに対応したプリントが収録されています。
タイマー付き問題
生徒が自分で解答にかかった時間を確認できる問題です。

言葉をふやそう
提示された漢字を
使って、できるだ
け多くの熟語を作
るコンテンツで
す。タイマー付き
なので熟語作りに
要した時間がわか
ります。

解答例には、全ての熟語の読みと
意味がついています。

クリック
すると、



「いろはかるた」を学び、暗誦するためのコンテンツです。全てのに音声が付いています。
百人一首同様、暗誦練習用に10首ずつ提示したり、かるた大会用に1首ずつ読み上げたりできます。

印刷してかるたとして使える PDF データ
も付属しています。
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数え方
身の回りのものから大きなものまで、色々な数え方を学ぶフラッシュ問題です。
数え方の難しいものには、解説もついています。

対義語・反対語
対義語や反対語を学び、語彙を豊かにするコン
テンツです。200問からランダムに10問ずつ
出題するセットが100セットあります。

クリック
すると、

クリック
すると、

漢字の筆順
漢字の筆順を「8つ
の原則」と代表的な
漢字で学ぶコンテン
ツです。

代表的な漢字は、それぞれ一画ずつ筆順がアニ
メーションで表示されます。

問題に対応した10問 100セット分の「問題ワーク
シート」も付属しています。

いろはかるた

ひらがな・カタカナの筆順
ひらがな・カタカナの全142文字を、一画ずつ
アニメーションで学ぶコンテンツです。

筆順は順番に番号付きで表示され、運筆も補助
線で示されます。

問題ワークシート

クリック
すると、
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漢字の使い分け

敬語

四字熟語

使い分けの間違えやすい同音異義語を、例文に
合わせて正しく学ぶフラッシュ問題です。

四字熟語を、1文字または2文字隠して覚えるフ
ラッシュ問題です。
全ての四字熟語には、意味や例文が付いています。

三つの敬語表現「ていねい語」「尊敬語」「けんじょ
う語」の解説と、三種類の問題形式で、実践的
な使い方を学習します。

クリック
すると、

クリックすると
解説文が現れます

クリック
すると、

ことわざ
ことわざや慣用句を学習するコンテンツです。
問題はことわざの一部を隠して提示され、「次へ」
をクリックすると解答と一緒に意味や補足が表
示されます。

クリック
すると、

問題に対応した10問 100セット分の「問題ワー
クシート」も付属しています。

問題ワークシート

問題に対応した4学年10問 90セット分の「問題
ワークシート」も付属しています。

問題ワークシート

問題に対応した10問 2レベル、計200セット分
の「問題ワークシート」も付属しています。

問題ワークシート



単元配列は指導要領に準じています。

各単元に配置しています。問題 (1)(2) は習得問
題ですが、問題 (3) は応用・活用問題です。そ
のまま印刷できるプリントのＰＤＦを用意して
います。

図形や割合、分数などの単元には、原理を学べ
るアニメーション動画も付属しています。

アニメーション動画

教科書に出てくる教科専門語をマスキングしてい
ます。マウスでクリックすると解答が現れます。
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単元配列はご使用の教科書に準じています。

６ 国　語

教科編（教科用語） ７ 算　数

｢書き取り｣ 問題には、そのまま印刷して利用で
きるPDFファイルを2種類用意しています。

並行読書のすすめ
教科書に掲載された教材ごとに、その作者の他の作品を紹介しています。作者・作品紹介も載せていますので、
子どもの学習意欲を高めます。図書館や本屋さんで探して読むように指導したり、「読書感想文」を書かせる
など、読書指導にご利用できます。

単元末問題

新出漢字
教科書の各単元で学習した新出漢字の「読みがな」をフラッシュカード形式の問題で確認した後、「書き取り」
問題で定着を図ります。

フラッシュ
カード形式

虫食い問題



単元配列は指導要領に準じています。
教科専門語を「フラッシュ形式」と「虫食い形式」の問題で連続して学び、「単元末問題」で学習内容の定着
度をチェック確認できます。宿題や家庭学習にご利用ください。

実験・観察に用いる器具の写真を見て、器具の名前を答えるフラッシュ形式の問題を54問収録しています。
器具の用途や、安全教育上、使用する際の注意点なども掲載しています。

単元配列は指導要領に準じています。
教科書で扱う地理や産業、歴史などを、さまざまな形式で学べるコンテンツです。

フラッシュ形式の問題で、都道府県の位置や都道府
県庁所在地を覚え、各都道府県の特色を学びます。

地図記号や方位から、産業、政治経済から世界
遺産まで、さまざまな問題を収録しています。

歴史上の主な出来事や人物をフラッシュカード
や虫食い年表で学べます。

旧石器から昭和・戦後までの日本史を、一問一
答のフラッシュ形式で学べます。

歴史学習の各単元に配置しています。問題 (1)(2)
は習得問題ですが、問題 (3) は応用・活用問題で
す。そのまま印刷できるプリントのＰＤＦを用意し
ています。宿題や家庭学習にご利用ください。

各単元に配置しています。問題 (1)(2) は習得問題です
が、問題 (3) は応用・活用問題です。そのまま印刷で
きるプリントのＰＤＦを用意しています。宿題や家庭学習
にご利用ください。
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８ 社　会 ９ 理　科

実験・観察器具 写真問題
都道府県マスター

歴史学習フラッシュ・虫食い問題

単元末問題

単元末問題

一問一答

クリック
すると、

＊解答編にアクセスするためには「teacher」と入力します。



14 15

『ことばの力』コンテンツの階層構造 (2017年7月現在 )



【監修】元 兵庫教育大学 学長

梶　田　叡　一（かじたえいいち）

1941（昭和16）年、松江市に生まれ、米子市で育つ。
京都大学卒業、文学博士。国立教育研究所主任研究官、日本女子大助教授、
大阪大学教授、京都大学教授、京都ノートルダム女子大学学長、兵庫教育
大学学長などを歴任。教育学・心理学を専門とする。これまでに、文部
省教育職員養成審議会、教育改革国民会議などの委員、大阪府箕面市教
育委員長などを歴任。文部科学省中央教育審議会副会長として、国の教
育行政の中核に携わる。主な著書に、「自己意識の心理学」（東京大学出
版会）、「現代っ子ノート」（東京書籍）他多数。

発行・発売 株式会社 ｅ教育研究社
 〒731-5143 広島市佐伯区三宅6-72
  T E L　082-922-7745
  F A X　050-3153-0999
  U R L 　http://www.e-kenkyu.co.jp/
  E-mail　info@e-kenkyu.co.jp

ｅ教育研究社

制　　　作　株式会社クリエイツ.
  http://info.co-creates.co.jp/

動作環境に関するお問い合せ先　　　　株式会社クリエイツ.　TEL 0977-66-3676㈹　　FAX 0977-27-6088

動作環境 
●Webサーバー機（Pentium4 1.5GHz 以上のCPUを搭載したマシン
推奨・HDDの空き容量700MB以上・メモリ512MB以上搭載推奨・
DVD-ROMドライブ 20倍速以上推奨・ディスプレイ・キーボード・
マウス） 

● 端末機（Celeron1.8GHz 以上の CPUを搭載したマシン推奨・XGA
（1024 × 768 ピクセル）以上の表示が可能なディスプレイ・OSは
Windows ７, 8.1,10 または最新版の iOS） 

● CD-ROM をドライブに挿入してもメニューが起動しないときは、CD-
ROM 内の「index.html」ファイルを実行してください。

価　格
●校内フリーライセンス　●オープン価格
※製品仕様は予告なく変更する場合があります。

クラウド版　※別途ライセンス契約が必要となります
●本コンテンツはインターネット上で利用することができます。
●先生は学校でも自宅でも教材研究が可能です。
※ネット環境が良くない学校様向けには、スタンドアロン版
ＤＶＤもご提供いたします。クラウド版とサーバー版の両方
で運用いただけます。

20160700

コンテンツの利用を開始するには、CDにある
アイコンを開いてください。

クラウド版へのログイン

コンテンツの利用方法

教師用パスワード
はじめて利用する際には、ユーザー名とパスワードの入
力してログインする必要があります。別途お知らせして
いる情報をご入力ください。
その際に「資格情報を記憶する」にチェックを入れてお
くと、次回からのアクセスでログインが不要になります。

画面上にプリント問題の解答が表示される一部のコンテン
ツでは、表示の前に教師用のパスワードの入力が必要です。

左のような表示が出た場合、

teacher
と入力して、「OK」ボタン
を押してください。

デスクトップから開くには
まず、一度左に記載の「クラウド版へのログイン」を完
了し、コンテンツを表示してください。

次に、アドレスが表示されている場所の左側にある「こ」のマー
クを、デスクトップのなにも無い位置にドラッグ&ドロップし
てください。
すると、デスクトップ上に「ことばの力」のアイコンができて
います。次回からユーザー名とパスワードを入力することな
く、このアイコンをクリックするだけでソフトが起動します。
インターネットに繋がる各パソコンでお試しください。


