電子黒板・デジタル TV 対応そろばん学習ソフト
関連商品のご紹介

そろばん23桁4玉カバ色玉

雲州堂は、明治30年創業のそろばんの老舗です。
そろばん教材や指導用そろばんなどを扱っています。

デカパチそろばんキット

34350

US-11

百玉そろばん・教師用 US-100T

サイズ：336×62×19mm
重 量：220g

そろばんサイズ：220×283×35mm
そろばん重 量：355g

サイズ：650×600×55mm
重 量：2,960g

小売価格 3,675円（本体価格 3,500円）

小売価格 3,150円（本体価格 3,000円）

小売価格 36,750円（本体価格 35,000円）

新教師用そろばん11桁

百玉そろばん・生徒用

小学校そろばん 大八寸カバ色玉

小学校
算数授業向け

KS-15

KSS-11

US-100S

サイズ：235×65×15mm
重 量：140g

そろばんサイズ：270×590×50mm
そろばん重 量：1,800g

サイズ：193×193×25〜40（傾斜式）mm
重 量：227g

小売価格 1,575円（本体価格 1,500円）

小売価格 21,000円（本体価格 20,000円）

小売価格 3,150円（本体価格 3,000円）

取扱店

下記取扱店へお問い合わせください。

〒540-8508
大阪市中央区森ノ宮中央1-6-20(サクラクレパスビル 4F)
TEL：06-4790-5560 FAX：06-4790-5561
E-mail：ict@unshudo.co.jp

※画面ははめ込み合成です。

教えやすい！学びやすい！そろばん授業はこれで安心。

ht tp:/ / w w w.unshudo.co.jp /
本カタログに使用されている社名、商品名は各社の登録商標です。
動作環境・仕様等は性能向上のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

ご注文書

「体験版お申し込み」または「製品ご注文」のいずれかにチェックをいただき、
下線の太枠内にもれなくご記入の上、取扱店にお申し付けください。

体験版
お申し込み

USｰP1L（体験版）無料

製品ご注文

US-P1L（11ライセンス版）

●学校名

●学校所在地

●ご連絡先電話番号

ー

そろばん教室の
ノウハウと
教育現場の
ニーズを融合！

US-P1F（校内フリー版）
本

小売価格 52,500 円（本体価格 50,000 円）

●ご担当者様名

〒（

指の動きを
ひとつずつ
確認できる！

※お一人様 1回の応募とさせていただきます。
※US-P1L（体験版）をお申し込みの際には、雲州堂ホームページにある体験版申し込み
フォーム（http://www.unshudo.co.jp/）の内容に同意の上お申し込みください。
※雲州堂ホームページからもお申し込みいただけます。

小売価格 21,000 円（本体価格 20,000 円）

フリガナ

画面が
シンプル＆
カラフルで
見やすい！

本

フリガナ

）

（

）

（

）

●校印

電子黒板やデジタル TV で
ご利用いただけるパソコン用ソフトです。
生徒たちの理解度を確認しながら

●ご連絡先 FAX 番号

授業を進められます。

ICT 教育用デジタル教材

わかりやすい小学校そろばん 3 年・4 年用
Windows 版ソフトウェア
●US-P1L（11ライセンス版）
小売価格 21,000 円（本体価格 20,000 円）
●US-P1F（校内フリー版）
小売価格 52,500 円（本体価格 50,000 円）

●ご担当者様メールアドレス

@
そろばんの名門

since1897

[ 対 応 OS ] Microsoft® Windows® XP Home、Professional、Tablet PC Edition SP2 ま た は SP3、Windows
Vista®Home Premium、Business、Ultimate、Enterprise
（64-bit 版を含む）
SP1または Windows 7 [ ハードウェア ]
Intel® Pentium® 4 相当以上の CPU を推奨。1GB 以上の RAM を推奨。1GB 以上の空き容量推奨。解像度
1024×768、16 ビット以上を表示可能なカラーディスプレイ、DVD-ROMドライブ [ その他 ] ユーザー登録必須
動作環境・仕様等は性能向上のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

デジタル だからここまでできる！

そろばん指導の 3 つのポイント

みんなが見やすい・わかりやすい
そろばん授業

指の使い方がわかりにくい
たまの動きと合わせて
指の動きも確認できる

指の動きが
ひと目で
わかる

基本モード
（説明用）

「わかりやすい小学校そろばん」では全ての単元で、たまの動きに
合わせて指の使い方も表示されるので、正しい指の使い方を簡単に
教えられます。

ポイント
ごとに解説

繰り上がり・繰り下がりがわかりにくい
計算時のたまの動きを
ひとつずつ繰り返して見られる
たまの動きを途中で止めたり、何度も繰り返して確認できます。
繰り上がり、繰り下がりを含んだ複雑な計算も、生徒とコミュニケー
ションを取りながら、分かりやすく解説できます。

たまの動きを
ひとつずつ確認できる

そろばんの基礎知識や
教師向けコラムも充実

たまの動かし方の基本から、繰り上がり、繰り下がりを含む
計算の動かし方まで分かります。ひとつずつ順を追って確認
できるので、そろばんを使った正しい計算方法を教えられます。

そろばんの使い方などの基礎知識の他、全ての単元に授業で
教える際のポイントをまとめた、コラムページを用意。初めて
そろばんを教える方でも、分かりやすく授業を進められます。

定位点の移動が可能

5 と 10 の合成分解が説明しづらい

フリーそろばん
モード
（演習用）

そろばんの基本は
ボタンひとつですぐ確認・復習

そろばん、数字パネルなど、
授業スタイルに合った入力方法でスムーズな授業に

合成分解の解説ページは、全ての画面からすぐに確認できるので、
単元の途中で復習しながら授業を進められます。また、何度も復習
をすることで、そろばんの基本を習得できます。

ご存じですか？そろばんの学習効果

76

集中力が身に付き、学力全般が向上

74

尼崎全市と杭瀬小学校の算数成績比較

72
兵庫県尼崎市は日本で唯一の「そろばん特区」
。平成 16 年、杭瀬小学校は基礎学力
の向上を目指して、週 3 回のそろばん授業「計算科」をいち早く導入しました。 70
その結果、算数の成績が尼崎市の平均を上回るようになったのです。
68

現在では、尼崎市の全小学校でそろばん授業を実施し、平成 21 年度の全国学力・ 66
学習調査では、
「数と計算」はもとより、どの領域においても全国平均を上回るに至り
64
ました。これは、
そろばん学習によって集中力と学ぶ意欲が高められた結果と言えます。 62
参考：小学館『edu』2010 年 9 月号

杭瀬小学校
尼崎全市

数字を入力するだけで、
どんな計算もらくらく実演
計算式を入力するだけで、そろばんのたまの動かし方を見られ
ます。たし算、ひき算の初級から応用まで、様々な計算を実演
しながら解説できます。

● 収録単元

H16

H17

H18

H19

H20

H21

たまから入力する場合
「位取り記数法」と
「そろばん」の関連が
理解できます。

＜小学 3 年生＞

数字パネルから入力する場合

＜小学 4 年生＞

3-1 数の表し方

3-5 10 をつくる計算・10 からひく計算

4-1 やさしい計算

3-2 計算の用意

3-6 大きな数

4-2 5 をつくる計算・5 からひく計算

3-3 やさしい計算

3-7 小数

4-3 10 をつくる計算・10 からひく計算

3-4 5 をつくる計算・5 からひく計算

4-4 大きな数
4-5 小数

※兵庫県尼崎市教育委員会調べ

※このリーフレットに掲載されている画面は開発中のものです。予告なく変更する場合があります。

