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第一学習社
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ed-ict
エディクト

教育の場に ICTを

2008

vol.3

プレゼンテーションソフトウェア

を使ってみよう！

イトウ先生は ICT活用教育に興味が出てきたようですが，

何からはじめていいかわからないようです。

ICT 活用教育に詳しいマスタ先生のアドバイスは…？

※１　http://ja.openoffice.org/　　※２　http://www.google.com/google-d-s/hpp/hpp_ja_jp.html
※３　http://www.microsoft.com/downloads/Search.aspx?displaylang=ja　(Microsoft ダウンロードセンター )

　スライド ( プレゼンテーションのなかで１枚ずつ提示する

資料 ) の扱いのコツさえつかめば，PowerPoint の操作は，

同じ Microsoft 社の製品である Word や Excel と共通す

る部分も多いので， それらを使ったことがあるならば理解

しやすいでしょう。

　PowerPoint2007 が最新バージョン (2008 年７月現在 )

で， その１つ前のバージョンが 2003 です。 2000 以前の

バージョンとは， アニメーション機能に大きな差がありま

すが， とくに凝ったことをしないなら問題ありません。

　インターネット上で無料で使えるものには，Impress※ １(OpenOffice.org) や Google ドキュメント ※ ２(Google)

などがあります。 製品としては， Agree( ジャストシステム ) や EIOffice( エバモアーソフトウェア ) などがあり

ます。 それぞれ若干の制約を含む場合もありますが， PowerPoint との互換性をもっています。

　PowerPoint でつくったファイルを閲覧するだけであれば， Microsoft 社の公式サイトで無料配布されて

いる PowerPoint Viewer ※３も使うことができます。

スライド

プレースホルダ

テキストや図などを入力する
ために設定されている枠。

なるほど。 PowerPoint

は最近僕も覚えたので，

自分でもやってみます！

次のページからは，

各教科で使える

PowerPoint 教材案

を紹介します！

プレゼンテーションソフトウェアとは？

PowerPoint の操作は難しい？

PowerPoint 以外のプレゼンテーションソフトって？

　文書に表 ・ 画像 ・ 音声などを取り入れ， 動きをつけて 「紙芝居」 のように見せることのできるアプリケーションソフトウェ

アです。 その場で効果的に見せるだけでなく， 配布資料の作成にも適しているので， ビジネスの場はもちろん， 講演会

や授業などで幅広く利用されています。 Microsoft 社が販売している PowerPoint がよく知られています。

イトウ先生

マスタ先生

PowerPoint2007 の画面構成

マスタ先生， この間使い方を教えていただいたプロジェクタを僕も授業で

使ってみたいんですが， 何を映していいかわからないんです…。

書画カメラなどと組み合わせてそのまま教科書や資料を映し出しても

いいと思うけど， せっかくだから， プレゼンテーションソフトウェアを使っ

て， オリジナルのデジタル教材を作成してはどうかな？

スライドタブ

スライドの画像を一覧
表示する。

リボン

作業に必要なコマンドをタブごとに
まとめたもの。 作業内容に応じて，
新たに設定されるタブもある。

http://www.google.com/google-d-s/hpp/hpp_ja_jp.html
http://ja.openoffice.org/
http://www.microsoft.com/downloads/Search.aspx?displaylang=ja
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英語

芥川龍之介 『羅生門』 導入資料

「国語総合」

（第一学習社 『改訂版　標準国語総合』 『改訂版　新編国語総合』 対象。

その他の教材でも， 『羅生門』 の学習に対して使用可能 )

　芥川龍之介の略歴や 「歴史小説」 の概念など， 作者や作品についての話題

を１０分ほどで解説し， 生徒に関心をもってもらうためのスライドです。

国語

科目

実際に PowerPoint でどんな教材がつくれるのだろう…。

第一学習社からの提案です。「ed-ict」ウェブサイトからサンプルファイルをダウンロードできます。

PowerPoint教材案教科で

使える

2

「２次関数」 板書資料 数学

使用場面 『羅生門』 の授業の導入部

・ 生徒の関心や集中力を高めることができます。

・ 説明するタイミングに合わせて内容を表示できます。

「数学Ⅰ」

（第一学習社 『数学Ⅰ』 対象 )

　グラフのアニメーションや問題の解答が表示されるスライドです。 教科書と同

じ内容を表示しながら， 必要な部分は動きをつけて見せることができます。

グラフのアニメーション…教科書の内容説明の補助

解答表示…問題の答え合わせ

・ 紙媒体にない動きのある表現ができ， 生徒の理解に役立ちます。

・ 板書の代替となり， 先生の授業負担が軽減できます。

効果

科目

使用場面

効果

『Viva English! I』 Lesson3　授業展開例

科目

使用場面

効果

　　　http://www.daiichi-g.co.jp/ed-ict/contents/01_subject/subp
pt.html

写真や動きのある文章で， 短時
間で作品や作者に関する幅広
い内容を伝えることができる。

アニメーションを使って， ２次関
数のグラフの平行移動が視覚
的に理解できる。

アニメーションの 「開始のタイミン
グ」を使って，「訳」「文法解説」「新
出単語」 のボタンをクリックすると，
内容が表示される。

「英語Ⅰ」

（第一学習社 『Viva English! I NEW EDITION』 対象 )

　Lesson3 について， 題材の背景説明⇒新出単語の練習⇒音声練習⇒文法説

明⇒本文読解⇒Ｑ＆Ａという流れの授業展開例です。

Lesson3 の授業 （１コマ分）

・ 生徒の集中を途切れさせないビジュアルな楽しい授業を展開するこ

とができます。

・ 視覚的に説明できるので， 生徒の理解が深まり記憶に残ります。

・ あまり時間を割けない背景説明などもテンポよく進められます。

・ 画像や音声など， 複数の素材をまとめて提示できます。

http://www.daiichi-g.co.jp/ed-ict/contents/01_subject/subppt.html
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英語

PowerPoint教材案教科で
使える

3

「イオンとイオン化エネルギー」 板書資料 理科

「化学Ⅰ」

（第一学習社 『改訂　化学Ⅰ』 対象 )

　生徒がつまずきやすい「イオン」の学習において，文章のみではわかりにくかっ

た概念をアニメーションで， より視覚的に説明できるようにしたスライドです。

イオンの授業での板書， 板書補助

・ 生徒がスクリーンに集中できる状態で， 図中の具体的な部分を指示

したり， 重要な部分をアニメーションで強調したりできます。

・ 電子配置などの板書が面倒なものは， 授業のスピードアップがはか

れます。

科目

使用場面

効果

イオン化エネルギーの大きさと
電子配置の関係を示したアニ
メーションです。

入試頻出一問一答問題

科目

使用場面

効果

ファイルのダウンロードはこちら

　　　http://www.daiichi-g.co.jp/ed-ict/contents/01_subject/subppt.html

四択を二択にするなど， ヒント
を出して楽しみながら解答する
ことができる。

全科目

　空欄補充問題や選択問題の出題と答え合わせができるスライドです。

受験対策の補習や授業の一部

・ 大量の問題を解く際も， テンポよく問題表示と答え合わせができま

す。

・同じパターンの問題を解くので単調になりがちなときも， アニメーショ

ンなどの視覚的効果で生徒の集中を保つことができます。

・ 生徒の理解度に合わせて， ヒントや解説などを表示するかどうか選

べます。

「自由落下の加速度」 実験資料 理科

　実験の準備， 方法， データ処理などの説明に使えるスライドです。 マクロ ( 特

定の操作手順をプログラムとして記述して自動化する機能 ) を使用してスライド

内で実験の結果を計算し， グラフ化することができます。

「自由落下の加速度」 の実験

・ 実験時に板書する手間を省きます。

・ 計算機を用いたデータ処理ができます。

・ 生徒への配布資料として利用することができます。

科目

使用場面

効果

「物理Ⅰ」

（第一学習社 『改訂　新物理Ⅰ』 対象 )

グラフの作成にはマ
クロを利用したもの
と， Excel を 利 用 し
たものの２つを用意
している。

( 物理 )

( 化学 )

http://www.daiichi-g.co.jp/ed-ict/contents/01_subject/subppt.html
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評価問題　答え合わせ
社会

4

地理的内容の整理　世界の概観～ヨーロッパ編～ 社会

「世界史 A」 「世界史 B」 「地理 A」 「地理 B」

　ヨーロッパの国や EU 加盟国を答えさせるクイズや資料のスライドです。 地理

の授業だけでなく， 世界史における地理的内容の復習 ・ 整理に役立ちます。

ヨーロッパについての授業の導入

・ 短い時間で， 国や風土 ・ 民族などの地理的内容を効率的に整理

できます。

・ クイズ形式で展開することで， 生徒の興味を喚起させることができま

す。

　定期テストやプリントの答え合わせに使用できるスライドです。 Word ファイル

をそのまま貼って利用できるので， 手早く簡単に作成できます。

定期テストやプリントの答え合わせ

・ １回つくっておけば， そのテストやプリントを使用するすべてのクラス

で利用することができます。

・ アニメーション機能や表示を工夫することで， 問題文や解答を大き

く表示することができます。

・ 貼りつけた文書は再編集が可能です。

・ 例として倫理の評価問題を使用していますが， この形式は教科 ・

科目を問わずに利用できるでしょう。

科目

使用場面

効果

科目

使用場面

効果

「倫理」

問題と関連資料をリンクさせ
て， 効率よく地理的内容を整
理することができる。

動作設定ボタンをクリックする
と， その方向にプリントの内容
が流れていく。

ファイルのダウンロードはこちら

　　　http://www.daiichi-g.co.jp/ed-ict/contents/01_subject/subppt.html
PowerPoint教材案教科で

使える

「細胞の研究」， 「核の働きと構造」 板書資料 ・問題 理科

「生物Ⅰ」

（第一学習社 『改訂　生物Ⅰ』 対象 )

　教科書の図も使用した，授業の展開に沿ったスライドです。 確認問題も用意し，

授業内容の定着が確認できます。

「細胞の研究」， 「核の働きと構造」 の授業での板書， 板書補助

・ 教科書の図を全員に示し， 説明している部分をわかりやすく示すこ

とができます。

・ 説明するタイミングに合わせて内容を表示することで， 生徒の集中

が途切れません。

科目

使用場面

効果

ヒントや解説とリンクさせて， 効
率よく授業展開 ・ 出題を進める
ことができる。

( 生物 )

( 地理歴史 )

( 公民 )

http://www.daiichi-g.co.jp/ed-ict/contents/01_subject/subppt.html
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実習　ウェブサイト作成
情報

包丁の扱い方を知ろう！ 家庭

5

バスケットボールのパフォーマンスクイズ

保健
体育

「保健体育」

　オートシェイプとアニメーション機能を使って， バスケットボールのパフォーマン

スを再現したスライドです。 授業展開に取り入れて使用することも可能です。

授業の導入時など

・動きのあるスライドで， 楽しみながら学習することができます。

・静止画では表現の難しい動きを見せることができます。

科目

使用場面

効果

「家庭総合」 「家庭基礎」

　包丁に関する知識 ・扱い方を空欄補充問題や正答選択問題として扱うスライ

ドです。 楽しみながら基本的な内容をおさえることができます。

調理の基本の学習時

・効率よく理解させ， 実習につなげることができます。

・ リンク機能を使って， 問題と関連情報をわかりやすく表示することが

できます。

科目

使用場面

効果

「情報 A」 「情報 B」 「情報 C」

　「復習 10 分テスト」， 実習時に繰り返し見ることのできる 「作業手順レジュメ」，

実習時に確認できる 「HTML タグ一覧表」 のスライドです。

基本的なHTML タグ学習の導入時

・ 「作業手順レジュメ」 で実習の効率をあげ， 「HTML タグ一覧表」

で生徒が自分で調べることで， 理解を深めることができます。

・ 「復習 10 分テスト」 は出題ビデオとして利用できるので， 先生の授

業中の作業負担を軽減させることができます。

・ 「HTML タグ一覧表」 は別ファイルで作成しているので， 複数回に

わたる実習でも流用できます。

科目

使用場面

効果

多くの選択肢のなかから， 正
解を選ぶと上に移動する。 不
正解のものは， はねられる。

この動きをアニメーションを使って表
示することで， パラパラマンガのよう
につなげて見ることができる。

調べたい内容をクリックして選択
していくことで， 辞書がわりに使
うことができる。

ファイルのダウンロードはこちら

　　　http://www.daiichi-g.co.jp/ed-ict/contents/01_subject/subppt.html
PowerPoint教材案教科で

使える

http://www.daiichi-g.co.jp/ed-ict/contents/01_subject/subppt.html
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世の中の職業や資格を知ろう

著作権の学習 情報

6

小論文とはどのような文章なのかを知ろう

「総合学習 ( 小論文 )」

　小論文に必要となる要素を， 問題や関連資料で学習できるスライドです。 授

業だけでなく， 大人数を対象にしたガイダンスでも利用可能です。

小論文の導入学習

・ 小論文で求められる要素を， 作文との違いなどから具体的かつ効

率よく学習することができます。

・ 上達のためには多くの文章を読んだり書いたりしなければならない，

という小論文学習のマイナスイメージを， ビジュアル面の工夫で軽

減することができます。

　世の中にはどんな職業や資格があるのか， クイズ形式で学習できるスライド

です。 進路適性検査の事後学習としても利用可能です。

職業理解の授業の導入

・ クイズ形式で展開することで， 生徒の興味を喚起させることができま

す。

・ 複数の先生が同じ内容を扱うことができ， 指導方法への悩みを解消

できます。

・画像を入れられるので，視覚的にわかりやすい資料を作成できます。

科目

使用場面

効果

科目

使用場面

効果

「総合学習 ( 職業理解 )」

入試対策

　著作権に関する知識 ・ 事例の問題， 解答解説のスライドです。 独自に問題を

追加していただけるよう， テンプレートスライドも用意しました。

著作権の授業のまとめ ・ 復習

・ 複数の事例を○×クイズ形式で出題し， 解答解説を示すことで，

効率よく理解を深めることができます。

・ アニメーション機能を使って， 説明するタイミングに合わせて内容を

表示できます。

科目

使用場面

効果

「情報 A」 「情報 B」 「情報 C」

アニメーションを使って間違っ
ていたポイントをチェックでき，
理解を深めることができる。

小論文として適切な書き方を，
生徒の反応を見ながらクリック
して表示することができる。

１つスライドを用意しておけば，
すべてのクラスの授業で使うこ
とができます。

ファイルのダウンロードはこちら

　　　http://www.daiichi-g.co.jp/ed-ict/contents/01_subject/subppt.htmlPowerPoint教材案教科で
使える

進路指導

http://www.daiichi-g.co.jp/ed-ict/contents/01_subject/subppt.html
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データで見る ICT 第一学習社からのご案内

　「生活ハンドブック WEB」 は， 第一学習社発行

『生活ハンドブック』 をご採択いただいた先生 ・

生徒が利用できる専用ウェブサイトです。

●充実した 「栄養計算＆レシピ作成」

五訂増補日本食品成分表の全 1878 品目を収録した栄養計算ツール

です。 ご採択校の先生方は， 栄養計算の結果に調理手順を加えた

オリジナルレシピを保存できる 「MY ページ」 もご利用いただけます。

●学習に役立つ 「情報サーチ」

リンク集やキーワード解説など， 家庭科学習に役立つ情報を配信して

います。

●ケータイでも栄養計算

簡易型として， 10 種類程度の栄養成分の計算ができます。 また， カ

ロリーを運動量に換算したり， 運動量を消費エネルギー ( カロリー ) に

換算したりできる 「カロリーチェッカー」 機能もついています。

ショートカットキー　　　　マウスでメニューから選ぶよりもすばやい操作が可能になります。 次のようなものがあります。

 すべてを選択 　　　コピー 　　貼り付け 　　切り取り 　　上書き保存 　　　　元に戻す

生活ハンドブックWEB

高校生のケータイ・ネット事情 学校裏サイト

栄養計算ができるウェブサイト

豆
知識

栄養計算の画面イメージ

学校裏サイトの利用経験

出典：文部科学省
「青少年が利用する学校非公式サイト (匿名掲示板 )
等に関する調査について」(2008 年４月）

　報道などを通じて話題となっている学校裏サイト

ですが， 中高生を対象にしたアンケートを見ると，

その存在を知っている生徒は３割程度いるものの，

書きこみまでしている生徒は非常にかぎられている

ことがわかります。 学校裏サイトをむやみに恐れる

のではなく， この機会に改めて， 被害者だけでな

く加害者にもなりやすいネットワークコミュニケーショ

ンへの接し方を子どもたちと考える必要があります。

▼

グラフ表示で栄養
摂取比率を視覚的
に確認

▼

知らない
67.0％

知っている
33.0％

学校裏サイトを…

Ctrl+A Ctrl+V Ctrl+X Ctrl+SCtrl+C Ctrl+Z

【学校裏サイトとは？】

　いわゆる 「学校裏サイト」 とは， 子どもたちが勝手に作成した 「学校に関するネットの掲示板」 を指すこ

とが多く， 学校が公式に運営しているサイトに対してこうよばれています。 全ての中学生 ・ 高校生を対象と

しているものから， 地域別 ・ 学校別 ・ 友達内だけのものまでいろいろあります。 それらのサイトの本来の目

的は 「生徒間の交流 ・ 情報交換」 ですが， 匿名のため発言が過激化しやすい傾向があり， わいせつ画

像の投稿やネットいじめの温床になっているものもあります。 学校裏サイト遊びの危険性としては， そこで有

害情報に触れたり， 誹謗中傷の加害者・被害者となったり， 個人情報が流出することなどがあります。 また，

やりとりのなかで危険な人物と接触したり，広告のリンクから出会い系サイトなどに誘導される恐れもあります。

【学校裏サイトの見つけ方】

　学校裏サイトを見つけるには， 次のような方法があります。 ①子どもたちに URL を聞く。 ②裏サイトのリン

クを集めたサイト （ケータイの 「全国学校サイト RANK」 やパソコンの 「学校裏サイトチェッカー」 など） から探す。 ③ Google や Yahoo! な

どの検索エンジンで 「学校名 ( 略称・通称 )」 「掲示板 (BBS)」 「うざい」 「キモイ」 等の語句の組み合わせをキーワードにして検索する ※ １。

④パソコンやケータイの掲示板 ・ サイトから一覧を見て探す。

　しかし， このような方法で大人が発見できる裏サイトはほんの一部です。 裏サイトはケータイからの利用が主となっており， パソコンでは表

示されないサイトも多くあります。 パスワードをかけている場合などもあり， 実態の把握は容易ではありません。

【学校裏サイトへの対処法】

　学校裏サイトが発見された場合， 大人たちが定期的に監視する必要があります。 もし有害な書きこみが発見された場合は， そのサイトの

管理人※２に接触して削除要請をします。 管理人が不明であったり， 削除依頼に応じなかった場合は， サービスの提供会社に連絡をします。

　学校裏サイトでのトラブルを未然に防ぐためには， 保護者にケータイフィルタリングサービスの利用や家庭でのケータイ利用のルール決め

をよびかけたり， 日ごろから生徒に情報モラルを高める指導をおこなうことが大切です。 その際に注意したいのは， 頭ごなしに裏サイトを否

定したのでは， 反発した生徒によって逆に書き込みが活性化する恐れがあるということです。 理性的にその危険性を説くことが大切です。

※１　ネット独特の略語・あて字・ギャル文字などで，検索逃れをしていることもあるので，いろいろなパターンを試す必要がある。
※２　「管理人」は掲示板を管理・運営している人のことで，書きこみの削除・掲示板の閉鎖などをおこなう権限がある。

▲学校裏サイトの画面イメージ

第一高校掲示板
[1]
○○タってうざくない？
07/05 21:55

[2]
>>１　
イ△△の方がきもい。
07/05 22:03

【広告】登録するだけで
お小遣いがもらえちゃう

見たこともあり
書きこんだこともある

3.2％

見たことはあるが
書きこんだことは
ない

20.1％

見たことはない
9.7％

http://schecker.jp/
http://www.google.co.jp/
http://www.yahoo.co.jp/
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「ed-ict」 vol.4は， ９月公開！

●検索エンジンを使いこなそう！

●プロジェクタを使ってみよう　など

http://www.daiichi-g.co.jp/ed-ict/

　　　　東　京 ： 〒 102-0082　東京都千代田区一番町 15 番 21 号 Tel　03-5276-2700

　　　　大　阪 ： 〒 564-0044　吹田市南金田２丁目 19 番 18 号 Tel　06-6380-1391

　　　　広　島 ： 〒 733-8521　広島市西区横川新町７番 14 号 Tel　082-234-6800

　タナカ先生は，国語の授業で実施している小テストの成績一覧表を Excel で作成したいと考えています。

　ここでは５回シリーズで， タナカ先生と一緒に Excel の基本的な機能を学んでいきます。

※操作手順は， Microsoft Excel ２００３を例としています。

Excel 基礎講座ポイントで

おさえる！ 目で探すより早い！並べ替え機能

第 ３ 回 １回 ２回

アサイ 90 85

イトウ 65 70

ウエダ 70 60

オザキ 80 65

…
…

授業に役立つウェブサイト Key Words

　

次回はセルの書式設定について学びます。

タナカ先生

 Enter

タ…タナカ先生　　　マ…マスタ先生　　　

タ ： 生徒全員の各回の得点と合計点 ・ 平均点が入力できたけど， 成績上位者

は誰かしら…。 えっと… （目で探す）

マ ： Excel にはデータを自動で並べ替えてくれる機能があるので， それを使って

みてはどうですか？並べ替えには専用のボタン　　　　　　　があります。 　

　　　は 「昇順」， つまり数値の少ない順，　　　　は 「降順」， つまり数値の

多い順に上から並べてくれます。

タ ： それは便利ね。 まずは合計点の成績上位者を確認したいわ。

マ ： それでは， 並べ替えたい項目 「合計」 のセルをクリックして， ※ １　　　　ボ

タンを押してください。 得点の多い順に合計点が並べ替えられましたね。

タ ： 本当だわ。 すごく簡単だけど， この方法はどんなパターンでも使えるの？

マ ： データがひとまとまりの時はこれでいいんですが， そうでない場合， 並べ

替えたい範囲を選択する必要があります。 また， ２つ以上のデータを同時

に並べ替えたい場合は , ボタンの代わりにツールバーの 「データ」 → 「並

べ替え」 を使って， 優先順位を指定します。

タ：いろいろあるのね， 上手くできるかしら。 データがばらばらにならないか心配。

マ ： それならページ （＝シート） ごとデータのコピーをとっておくといいですよ。

　　　左下のシート名をクリックして　　　　を押しながら右にドラッグしてください。

タ ： ありがとう。 いろんな角度から並べ替えてみるわ！

③得点の多い順に， 合計の列の並べ替えができた。

①並べ替えたい項目のセルをクリック

②ツールバーの降順並べ替えボタン　　　　をクリック

※１　ここでクリックするのは，この列（＝基準となる列）の中ならどのセルでもかまわないが，
ここでは分かりやすくデータ名のセルにしている。

Ctrl

　　エゴサーチ

　自分の名前やハンドルネームなどをキーワードにして， ウェブ検索して

みること。 インターネット上に自分の個人情報が流出していないか， 誹

謗中傷などが書かれていないか調べる手段として利用できる。

  ログ

　コンピュータの利用状況やデータ通信の記録。 コンピュータにトラブル

が起こった際や， 犯罪があった場合に調査するための資料となる。 ウェ

ブサーバの動作を記録したものが 「アクセスログ」 で， 具体的にはドメ

イン名 ・ IP アドレス ・ ブラウザの種類 ・ アクセス時刻などのデータのこと。

　　ＩＰアドレス

　インターネットに接続している各コンピュータに割り当てられた番号のこ

と。 「１２３．４５．６７．８９」 のように， ０～２５５までの数を４つ並べて表記さ

れる。 これは， データ受け渡しの際， ネット上の住所のような役割を果

たしている。 ウェブページにアクセス， 書き込みをすると管理者のサー

バにＩＰアドレスを含む記録が残る。 そのため， 掲示板には匿名で書き

込みをしても， 警察が捜査をした場合， 書き込んだパソコンやその所有

者が特定できる。

　　テンプレート （Microsoft Office Online）

http://office.microsoft.com/ja-jp/

templates/default.aspx

　Microsoft による Ofiice 製品のテンプレート配

布ページ。 Word， Excel， PowerPoint のテン

プレート （定型書式） が充実している。

　　学校裏サイトチェッカー

                  http://schecker.jp/

　「学校裏サイト」 の検索や登録ができるサイト。

（株） サイブリッジが運営。 学校裏サイトを誰で

も閲覧可能にすることで， 犯罪やトラブルの抑

止を狙っている。

　IP ひろば

     http://www.iphiroba.jp/index.php

　ＩＰアドレスやホスト名から所有者情報 （プロバ

イダ， 組織名， 都道府県， 市外局番， 接続回

線など） を検索できるサイト。

http://office.microsoft.com/ja-jp/templates/default.aspx
http://office.microsoft.com/ja-jp/templates/default.aspx
http://schecker.jp/
http://www.iphiroba.jp/index.php
http://www.daiichi-g.co.jp/ed-ict/
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