
https://apps.apple.com/jp/app/make-it-create-play-games/id1182354738

ゲーム、クイズ、アクティビティ、ストーリーを作成...ほんの数秒で！ 好きな場所で、好きな人と作品を再生して共有できま
す。  Make Itは、教師、学生、学校、教育者、専門家に最適なアプリです。 ゲームさまざまなテンプレートと事前定義され
たゲームを使用して、教育ゲームを簡単かつ迅速に作成します。 クイズ楽しくて教育的なクイズを作成し、デバイスで結果と
統計を確認します。 創造性創造性はいつでも発生する可能性があります。 プロジェクトを数分で作成し、必要な人と共有し
ます。 宿題紙の宿題を退屈させる代わりに、子供たちが家や学校で遊んだり学んだりできるように教育ゲームを割り当てま
す。 宿題を楽しくして、デバイスで結果を簡単に確認できます。 特別なニーズすべての子供が同じニーズを持っているわけで
はありません。 各学生または学生のグループの教育コンテンツを作成およびカスタマイズします。 子供たちが遊んだり練習
したりしながら学ぶ。 シンプルで安全な教育的な方法で、独自のクイズや教育ゲームを作成してもらいましょう。 カスタマ
イズあなたが望むものをあなたが望む方法で作成します。 独自の画像、サウンド、リソースを使用するか、MakeItライブラ
リを使用してください。  Make Itのすべての機能を無料で、コミットメントなしでお試しください。

https://apps.apple.com/jp/app/make-it-create-play-games/id1182354738


テキストが下線のついている箇所

Hint；各課題を選択すると 
　　　詳細ページにジャンプします

本ファイルの使い方

必要ページにジャンプします

各課題（教材）は作り方（基本画面）と完成イメージの 
セットになっています



初画面

自分のプロジェクト（教材フォルダ）
教材の共有（無料版では利用できません）
教材（ゲーム形式）
教材（クイズ形式）

新しい教材を作る

新しいフォルダを作る

新しいクラスを作る

アカウント
サブスクリプション（有料版ライセンス情報）
設定

無料版では２つの教材しか作れません 
無料版ではクラスを作成できません 
（有料版は、¥5,200/年）

削除済Box



アプリ全体の設定

言語（＊日本語はありません）

アプリの現バージョン

エラー情報を開発元へ自動送信するか

（クイズ教材の場合）課題毎の感覚（秒）

基本のフォント

アプリをロック（編集不可にする）

生徒モード（＊無料版では使えません）

開発元への問い合わせ



新しい教材（プロジェクト）の作成

ゲーム形式 クイズ形式

新らしい教材名を入力

次へ

①

②

③

メインは就学後、文字・計算の学習メインは主に就学前、概念の形成など



各課題共通の仕様 
基本的な画面構成



各項目を修正するときは、タップします。

Hint；各項目は別のスライドへリンク（ジャンプ） 
させることも出来ます。

次のスライドを作成

再生 項目追加

設定

各課題共通の項目（画面構成）



文　字

画　像

音　　

動　画

手書き

手書き

各課題共通の項目（追加）

Hint；各課題、上記のようなアイテムを 
画面内のどこにでも挿入できます。



BGM

テンプレート

フォント

効果音

正解時の効果音
間違い時の効果音

ページめくり時の効果音

ページ内での項目ランダム位置変更

プロジェクト内の教材ランダム再生

各課題の終了後のアニメ

各課題共通の項目（設定）



各アイテム共通の項目（イメージ）

カメラロールから画像選択

アプリ内ギャラリーより選択

オンラインより検索

最近使った項目より選択

削除



各アイテム共通の項目（テキスト）

削除

文字を入力

フォントサイズ

文字列揃え方

フォントカラー



各アイテム共通の項目（サウンド）

削除

iPadよりサウンド選択

アプリ内ギャラリーより選択

音声録音



各アイテム共通の項目（ターゲット）

削除

マッティング 
対象物を選択



各アイテム共通の項目（セッティング）

削除

選択項目を 
正解とする→On 
不正解→Off



各アイテム共通の項目（リンク）

削除

Sequences（規則順に並べる） 
課題で固定表示しておくかどうか 
の選択をします。



各アイテム共通の項目（リンク）

削除

項目をタップすると 
指定のページにジャンプ 
することも可能です。



各アイテム共通の項目（点つなぎの追加）

削除

点つなぎの追加時に 
前か後ろを選択します



新しいゲーム（教材）の作成



テンプレート（背景）の選択



各課題の作成

次のページで作りたい課題を 
クリックすれば詳細ページにジャンプします



アクティビティー（課題の選択）？

表紙、など １対１　１体多 神経衰弱１対１　１体多 クイズ

文字入力 四則演算 選択する 配列を考える 順番に並べる

文字並べ 文章作り 単語を選ぶ 点つなぎ パズル

おえかき 線なぞり

Hint；各課題を選択すると 
　　　詳細ページにジャンプします



各項目を修正するときは、タップします。

Hint；各項目は別のスライドへリンク（ジャンプ） 
させることも出来ます。

表紙など（＊何も動かないスライドを作成します） 
課題名：Slide



Hint；各項目をタップすれば音声を 
再生するフラッシュカードとしても作成出来ます。

表紙など（＊完成イメージ） 
課題名：Slide



1対１／１対多　マッチング・なかま分け 
課題名：Connect

左　項目追加 右　項目追加

Hint；各項目をタップすると 
設定画面が表示されます



Hint:音と文字・音と画像・画像と文字 
なかま分けなど用途は多様です。 

左から右へドラッグで線をつなぎます

1対１／１対多　マッチング・なかま分け（＊完成イメージ） 
課題名：Connect



1対１／１対多　マッチング・なかま分け 
課題名：Drag to Containers

上　項目追加 下　項目追加

Hint；各項目をタップすると 
設定画面が表示されます



Hint:音と文字・音と画像・画像と文字 
なかま分けなど用途は多様です。 
上から下へドラッグで箱に入れます。

1対１／１対多　マッチング・なかま分け（＊完成イメージ） 
課題名：Drag to Containers



神経衰弱 
課題名：Find the Match

ペアカードの追加

Hint；各項目をタップすると 
設定画面が表示されます



Hint:短期記録の訓練として 
集中力の訓練として 

絵と文字・絵と音などの 
マッチング学習としても利用できます

神経衰弱（＊完成イメージ） 
課題名：Find the Match



クイズ 
課題名：Question

解答の選択を増やす

Hint；各項目をタップすると 
設定画面が表示されます

問題文字・読み上げ

ページ画像



Hint:音を聞いて絵を選択 
文字を読んで絵を選択 
複数正解も出来ます。

クイズ（＊完成イメージ） 
課題名：Question



文字入力 
課題名：Type Word

Hint；各項目をタップすると 
設定画面が表示されます

注意：ひらがな・アルファベットのみ可能 
ひらがな解答時は「かなキーボード」のみ利用可能です。



Hint:正解の文字数によって下のボックスの数は 
自動的に増えます。 

カタカナは利用できません。 
（直接カタカナ入力ができるキーボードがあれば利用可能です）

文字入力（＊完成イメージ） 
課題名：Type Word



計算問題 
課題名：Math operation

Hint；各項目をタップすると 
設定画面が表示されます

注意：答えは自動的に生成され、編集することは出来ません。

解答追加 解答削除



計算問題（＊完成イメージ） 
課題名：Math operation

注意：答えは自動的に生成され、編集することは出来ません。 
選択肢を増やすか、減らすかのみ設定可能です。



選択する 
課題名：Tap It

Hint；各項目をタップすると 
設定画面が表示されます

項目追加



選択する（＊完成イメージ） 
課題名：Tap It

Hint:質問に対して 
音を選ぶ 
文字を選ぶ 
画像を選ぶ 

複数選択も可能です。



規則を考える 
課題名：Sequences

Hint；各項目をタップすると 
設定画面が表示されます

項目追加

注意：使用する画像またはテキストをまず下段に追加し、それらを上段にドラッグします。 
下段には同じ画像を２回追加してにようにしてください。

表示 非表示



規則を考える（＊完成イメージ） 
課題名：Sequences

Hint:画像またはテキスト 
の規則性を考えて、下段から空欄

にドラッグします。



順番を考える 
課題名：Order

Hint；各項目をタップすると 
設定画面が表示されます

項目追加

注意：まず上段に順番に並べたい絵やテキストを配置します。 
実際のプレイでは下段に選択肢がランダムに配列されます。

非表示



順番を考える（＊完成イメージ） 
課題名：Order

Hint:画像またはテキスト 
の順番を考えて、下段から空欄に

ドラッグします。



文字並べ 
課題名：Guess the Word

Hint；タップして単語を入力します

ダミー文字の追加 
（アルファベットのみ）

ダミー文字の削除 



文字並べ（＊完成イメージ） 
課題名：Guess the Order

Hint:画像・テキスト・音声から 
正しい文字列を選択します。



文章作り 
課題名：Construct Sentence

Hint；日本語の場合にも分節の間は半角スペースを挿入します。

ダミー文字の追加

注意：全角スペースでは判別できません。



文章作り（＊完成イメージ） 
課題名：Construct  Sentence

Hint：助詞の学習や 
英語の文法など文章の学習ができます。



単語を選ぶ 
課題名：Drag Words

Hint；追加された単語が自動的に下段に追加されます。

単語の追加



単語を選ぶ（＊完成イメージ） 
課題名：Drag Words

Hint；ここから該当する単語をドラッグします。



点つなぎ 
課題名：Connect the Dots

点の追加



点つなぎ（＊完成イメージ） 
課題名：Connect the Dots

Hint；番号の順番にドラッグしていきます。 
すうじの学習にも利用できます。 

ビジョントレーニングとしても利用できます。



パズル 
課題名：Puzzle



パズル（＊完成イメージ） 
課題名：Puzzle

Hint；番号の順番にドラッグしていきます。
Hint；ピースの数を変えることは出来ないみたいです。



お絵かき 
課題名：Paint



パズル（＊完成イメージ） 
課題名：Puzzle

Hint；下絵を白黒にしておけば、塗り絵ができます。 
背景を選択しなければ、フリーのお絵かきができます。



線なぞり 
課題名：Trace Symbol



パズル（＊完成イメージ） 
課題名：Puzzle

注意：アルファベット大文字・小文字 
数字歯科選択できません。 

ひらがな・漢字などは利用出来ません。

Hint；眼と手の協応の学習として 
も利用できます。



新しいクイズ（教材）の作成
時間制限の設定が可能 
間違えても次の問題に進みます 

得点の順位を表示することも可能 
　（有料版のみです）



テンプレート（背景）の選択



各課題の作成

次のページで作りたい課題を 
クリックすれば詳細ページにジャンプします



アクティビティー（課題の選択）？

表紙、など 　○✕問題　

答えを書く

クイズ 文字入力

四則演算

抜けてる単語

抜けてる文字文字並べ

文章作り

Hint；各課題を選択すると 
　　　詳細ページにジャンプします



各項目を修正するときは、タップします。

Hint；各項目は別のスライドへリンク（ジャンプ） 
させることも出来ます。

表紙など（＊何も動かないスライドを作成します） 
課題名：Slide



Hint；各項目をタップすれば音声を 
再生することも出来ます。

表紙など（＊完成イメージ） 
課題名：Slide



クイズ 
課題名：Question

解答の選択を増やす

Hint；各項目をタップすると 
設定画面が表示されます

問題文字・読み上げ

ページ画像



Hint:答えは選択です。 
音を聞いて答える 
文字を読んで答える 
複数正解も出来ます。

クイズ（＊完成イメージ） 
課題名：Question



　○✕問題　 
課題名：True or False

Hint；回答欄は正誤の２択のみです。 
また、True.Falseの文字を日本語変更ができません

問題文字・読み上げ

ページ画像



Hint:正誤選択のみです。 
音を聞いて答える 
文字を読んで答える

クイズ（＊完成イメージ） 
課題名：Question



文字入力 
課題名：Type Word

Hint；各項目をタップすると 
設定画面が表示されます

注意：ひらがな・アルファベットのみ可能 
ひらがな解答時は「かなキーボード」のみ利用可能です。



Hint:正解の文字数によって下のボックスの数は 
自動的に増えます。 

カタカナは利用できません。 
（直接カタカナ入力ができるキーボードがあれば利用可能です）

文字入力（＊完成イメージ） 
課題名：Type Word



答えを書く 
課題名：Type Answer

Hint；各項目をタップすると 
設定画面が表示されます

注意：ひらがな・アルファベットのみ可能 
ひらがな解答時は「かなキーボード」のみ利用可能です。

別の回答を追加する



Hint:一つの問いに対して 
複数の答えを設定しておくことも可能です。 
嵐のメンバーを１人答えなさい　とか 

上記のようにカタカナ・ひらがな・英語どの文字で答えても回答 
のような問題ができます。

答えを書く（＊作業イメージと完成イメージ） 
課題名：Type Answer



計算問題 
課題名：Math operation

Hint；各項目をタップすると 
設定画面が表示されます

注意：答えは自動的に生成され、編集することは出来ません。

解答追加 解答削除



計算問題（＊完成イメージ） 
課題名：Math operation

注意：答えは自動的に生成され、編集することは出来ません。 
選択肢を増やすか、減らすかのみ設定可能です。



文字並べ 
課題名：Guess the Word

Hint；タップして単語を入力します

ダミー文字の追加 
（アルファベットのみ）

ダミー文字の削除 



文字並べ（＊完成イメージ） 
課題名：Guess the Order

Hint:画像・音声を聞いて 
正しい文字列を作成していきます。

注意：ダミー（使わない）の文字は 
アフファベットしか利用出来ません。



抜けてる文字 
課題名：The missing letter

Hint；タップして文字を編集します

選択文字の追加
Hint；正解の文字列を入力してから 
出題したい文字をタップして選択します



文字並べ（＊完成イメージ） 
課題名：Guess the Order

Hint:特殊音節の学習や、似た文字の選択などにも使えますね。 



抜けてる単語 
課題名：The missing word

Hint；タップして文字を編集します

選択肢の追加

Hint；正解の文章を入力したら 
出題したい単語をタップして選択します

注意：日本語で問題を作成する際には、単語の間を 
必ず　半角スペース　で区切ってください



Hint:日本語の助詞の練習や 
英語の文章題など 

利用範囲は多いですね。

抜けてる単語（＊作業イメージと完成イメージ） 
課題名：The missing Word



文章作り 
課題名：Construct Sentence

Hint；日本語の場合にも分節の間は半角スペースを挿入します。

ダミー文字の追加

注意：全角スペースでは判別できません。



文章作り（＊完成イメージ） 
課題名：Construct  Sentence

Hint：助詞の学習や 
英語の文法など文章の学習ができます。



オーダーメイド教材が作れる代表的なアプリのご紹介です。 
（順次、作成手順を作ってアップしていきます）

一番代表的なアプリです。 
すべて英語ですが、個に応じた細かいセッティングが可能 

有料版では、教材をシェアすることも可能です



日本製アプリなので、すべて日本語です。 
他のアプリとはちょっと違った教材が作成できますが、 

多機能なために、少し慣れが必要です。 
使用者（子ども）は、Finger Boaerd for Student を利用します。



日本製アプリなので、すべて日本語です。 
作成には「つくるんです」 

使用者（子ども）は「まなぶんです」 
履歴管理には「のこるんです」　の各アプリが連動しています。 



日本製アプリなので、すべて日本語です。 
２択から６択までの問題を簡単に作成することができます。 

ランダムに出題も選択できます。 



日本製アプリなので、すべて日本語です。 
各問題の正誤判定により次の問題（フロー）を設定できます。 
各問題の解説や回答率によってゴール画面が設定できます。














