
23

teiten2000の歩き方
http://www.teiten2000.jp/

日本各地（図中　）で観測した気象データ
と景観画像を組み合わせたデータベースを
提供する学習用サイトです。このたび学習
指導要領に準拠した学習キットを開発・整
備しました。teiten2000 Web Pageより、
ご覧いただけます。

このリーフレットは、公益財団法人パナソニック教育財団「平成24年度先導的実践研究助成」（「新学習指導要領に対応する
定点・気象観測学習キットと教材作成ワークベンチのパッケージ開発」、研究代表者：篠田伸夫）により作成されたものです。
パナソニック教育財団のWebサイト（http://www.pef.or.jp）からPDF形式でダウンロードし、印刷利用が可能です。
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学習キットだ！これが
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K08m.寒冷前線
寒冷前線通過前後の景観や気温，降水量の変化を写
真や動画で観察することができる教材です。
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K04g.天気と気温の変化 晴れの日、曇りの日、雨の日。一日の気温のグラフから，
それぞれの天気と気温の変化の関係を考えさせる教材です。

K04e.桜の開花時期くらべ 日本列島を南から北へ、長崎、福島、北海道の３か所で、
桜の開花時期と気温との関係を比べてみる教材です。

0 ee 桜のの開開花時

長崎 福島 北海道
4
月
2
日

4
月
12
日

高校情報等：画像処理 「1年間の昼と夜の長さの違い」を可視化する教材です。画像
処理の技術を用いることで、定量的な比較が可能になります。

定点SORA１年分画像

グレースケールに変換する

二値化する

輪郭線を取り出す

画像を重ね合わせて比較

製作： teiten2000教材開発活用グループ
　　　篠田伸夫（研究代表・福島大学）
　　　渡部昌邦・阿部洋己・小野浩司・角田雅仁・森山弘和・山田徹・渡邉景子
Special Thanks :
　　　永野和男（聖心女子大学）・木村健一（公立はこだて未来大学）・石原一彦（岐阜聖徳学園大学）
URL : http://www.teiten2000.jp/
お問い合わせ： info@mail.teiten2000.jp
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これまでに開発された学習キット全30タイトルを校種、
学年ごとに紹介しています。
学習キットは今後もさらに拡充していく予定です。

学習キット全リスト 学習キット使ってみよう！ 学習キットこうして作られる！ 開発室

のあゆみ

小学4年
K04a あたたかくなると
K04b 暑くなると
K04c すずしくなると
K04d 寒くなると
K04e 桜の開花時期
K04f 桜の開花と気温
K04g 天気と気温の変化
K04h 天気のようすと気温
K04i 月の動き
K04j 月の形の変化

中学2年
K08a 天気とその変化
K08b 盆地の霧
K08c 霧と湿度
K08d 雲はどのようにして
 できるか
K08e 冬の天気
K08f 春の天気
K08g 梅雨の天気
K08h 夏の天気
K08i 秋の天気
K08j 台風
K08m 寒冷前線
K08n 温暖前線

K03a 太陽と動きとかげの動き

K05a 雲の動きと天気の変化
K05b 台風と天気の変化

小学3年

小学5年

中学3年
K09a 季節の変化
K09b 月の運動と見え方

高校
K10a 桜の開花と積算温度（農業）
K10b 表計算「情報を分かりやすく
 表現・伝達する」（情報）
K10c 画像処理「1年間の昼と夜の
 長さ」（情報等） 

❶学年で探す

数字は，小学校からの
通算学年。
K3は小学3年向けKit
K8は中学2年向けKit

K3…Kit3

❷単元名で探す
学習指導要領の内容に準拠した学習キット
を単元ごとに提供しています。

❸活用ガイドで探す
学習キット活用ガイドには，教科書との対応や効果的な
活用方法など，実践に役立つ情報を納めました。

プルダウンリストから
表示したい地点を選び
ます。ここでは「郡山」
を選びました。

1

●左下の「＜1日」「＜1時」
「＜10分」のボタンはそ
の分だけ時間を前に戻し
ます。
●右下の「10分＞」「1時＞」
「1日＞」のボタンはその
分だけ時間を先に進めま
す。
●日付や時間を進めたり戻
したりしながらベスト
ショットを探します。

3
「日報」ボタンでこの
地点のこの日(郡山
2001/4/15)の気象
データにジャンプし
ます。
「桜の開花」の教材で
は，平均気温を使用
しました。
日報からは，この他
に，時間ごとの気圧，
降水量，風向・風速
などのデータやその
日の最高値・最低値
などを調べることが
できます。

4

年・月・日・時・分の
リストで，見たい日時
を選びます。桜を探す
ために「4月」の「12
時」を選びました。

2 そういえば，郡山のカメラに桜が写っていたなぁ

ほかに桜が写っているところはないかな？

郡山とは緯度が異なる地点に
桜があれば，良い教材になるぞ！

まずはhttp://www.teiten2000.jp/にアクセス！

Viewer Viewer を使って探してみよう！

「日報」へ
ジャンプ
「日報」へ
ジャンプ
「日報」へ
ジャンプ

日報

Viewerで表示した画像から必要
な部分を切り取って加工します。
ここではエクセルを利用しました。

5

気温を温度計であらわす工夫を加
え，体裁を整えたら，学習キット「桜
の開花時期くらべ」の完成です！

6

2000～ 2008年にteiten2000が収集した気象関係の数値データや景観カメラによる画像
データを時系列に並べたり，多地点の比較ができるツール群を開発しました。ツール間の相互
利用や外部データとの連携も可能です。

100校プロジェクト参加校・福島県葛尾村立葛尾中学校に定点観測装置設置
文部省(当時)ミレニアムプロジェクトに「広域定点観測網実証プロジェクト：
teiten2000」採択
北海道・公立はこだて未来大学にteiten2000観測装置1号機設置・観測開始
福島４地点（いわき，福島，郡山，会津），宮城，岩手，青森，新潟，滋賀に順
次観測装置設置・観測開始
コンピュータ教育開発協会：CEC(当時) Eスクエア・プロジェクト「地域企画」
に「teiten2000(西日本への展開）」採択
静岡，長野，富山，高知，広島，島根，長崎，沖縄に順次観測装置設置・観測
開始
JAPET教育用コンテンツ普及事業に採択
定点観測装置・セントラルサーバの管理をコンソーシアムからJNK4に移管
観測終了・セントラルサーバでのデータ収集停止
teiten2000活用開発グループ発足
Panasonic教育財団先導的実践研究助成に採択
研究テーマ：「新学習指導要領に対応する定点・気象観測学習キットと教材作成
ワークベンチのパッケージ開発」
研究代表者：篠田伸夫

月報・日報

数値データ
※気象Database，グラフツールについては，2013年に実装予定

気象
Database※

グラフ
ツール※

Dual
Viewer

画像データ

Viewer Multi
Viewer

天気図

衛星写真

外部データ

1997年4月
2000年8月

2000年9月
2000年10月
～2000年12月
2001年5月

2002年1月
～2002年7月
2003年
2004年
2008年12月
2011年5月
2012年4月

4 5 6 7



これまでに開発された学習キット全30タイトルを校種、
学年ごとに紹介しています。
学習キットは今後もさらに拡充していく予定です。

学習キット全リスト 学習キット使ってみよう！ 学習キットこうして作られる！ 開発室

のあゆみ

小学4年
K04a あたたかくなると
K04b 暑くなると
K04c すずしくなると
K04d 寒くなると
K04e 桜の開花時期
K04f 桜の開花と気温
K04g 天気と気温の変化
K04h 天気のようすと気温
K04i 月の動き
K04j 月の形の変化

中学2年
K08a 天気とその変化
K08b 盆地の霧
K08c 霧と湿度
K08d 雲はどのようにして
 できるか
K08e 冬の天気
K08f 春の天気
K08g 梅雨の天気
K08h 夏の天気
K08i 秋の天気
K08j 台風
K08m 寒冷前線
K08n 温暖前線

K03a 太陽と動きとかげの動き

K05a 雲の動きと天気の変化
K05b 台風と天気の変化

小学3年

小学5年

中学3年
K09a 季節の変化
K09b 月の運動と見え方

高校
K10a 桜の開花と積算温度（農業）
K10b 表計算「情報を分かりやすく
 表現・伝達する」（情報）
K10c 画像処理「1年間の昼と夜の
 長さ」（情報等） 

❶学年で探す

数字は，小学校からの
通算学年。
K3は小学3年向けKit
K8は中学2年向けKit

K3…Kit3

❷単元名で探す
学習指導要領の内容に準拠した学習キット
を単元ごとに提供しています。

❸活用ガイドで探す
学習キット活用ガイドには，教科書との対応や効果的な
活用方法など，実践に役立つ情報を納めました。

プルダウンリストから
表示したい地点を選び
ます。ここでは「郡山」
を選びました。

1

●左下の「＜1日」「＜1時」
「＜10分」のボタンはそ
の分だけ時間を前に戻し
ます。
●右下の「10分＞」「1時＞」
「1日＞」のボタンはその
分だけ時間を先に進めま
す。
●日付や時間を進めたり戻
したりしながらベスト
ショットを探します。

3
「日報」ボタンでこの
地点のこの日(郡山
2001/4/15)の気象
データにジャンプし
ます。
「桜の開花」の教材で
は，平均気温を使用
しました。
日報からは，この他
に，時間ごとの気圧，
降水量，風向・風速
などのデータやその
日の最高値・最低値
などを調べることが
できます。

4

年・月・日・時・分の
リストで，見たい日時
を選びます。桜を探す
ために「4月」の「12
時」を選びました。

2 そういえば，郡山のカメラに桜が写っていたなぁ

ほかに桜が写っているところはないかな？

郡山とは緯度が異なる地点に
桜があれば，良い教材になるぞ！

まずはhttp://www.teiten2000.jp/にアクセス！

Viewer Viewer を使って探してみよう！

「日報」へ
ジャンプ
「日報」へ
ジャンプ
「日報」へ
ジャンプ

日報

Viewerで表示した画像から必要
な部分を切り取って加工します。
ここではエクセルを利用しました。

5

気温を温度計であらわす工夫を加
え，体裁を整えたら，学習キット「桜
の開花時期くらべ」の完成です！

6

2000～ 2008年にteiten2000が収集した気象関係の数値データや景観カメラによる画像
データを時系列に並べたり，多地点の比較ができるツール群を開発しました。ツール間の相互
利用や外部データとの連携も可能です。

100校プロジェクト参加校・福島県葛尾村立葛尾中学校に定点観測装置設置
文部省(当時)ミレニアムプロジェクトに「広域定点観測網実証プロジェクト：
teiten2000」採択
北海道・公立はこだて未来大学にteiten2000観測装置1号機設置・観測開始
福島４地点（いわき，福島，郡山，会津），宮城，岩手，青森，新潟，滋賀に順
次観測装置設置・観測開始
コンピュータ教育開発協会：CEC(当時) Eスクエア・プロジェクト「地域企画」
に「teiten2000(西日本への展開）」採択
静岡，長野，富山，高知，広島，島根，長崎，沖縄に順次観測装置設置・観測
開始
JAPET教育用コンテンツ普及事業に採択
定点観測装置・セントラルサーバの管理をコンソーシアムからJNK4に移管
観測終了・セントラルサーバでのデータ収集停止
teiten2000活用開発グループ発足
Panasonic教育財団先導的実践研究助成に採択
研究テーマ：「新学習指導要領に対応する定点・気象観測学習キットと教材作成
ワークベンチのパッケージ開発」
研究代表者：篠田伸夫

月報・日報

数値データ
※気象Database，グラフツールについては，2013年に実装予定

気象
Database※

グラフ
ツール※

Dual
Viewer

画像データ

Viewer Multi
Viewer

天気図

衛星写真

外部データ

1997年4月
2000年8月

2000年9月
2000年10月
～2000年12月
2001年5月

2002年1月
～2002年7月
2003年
2004年
2008年12月
2011年5月
2012年4月

4 5 6 7



これまでに開発された学習キット全30タイトルを校種、
学年ごとに紹介しています。
学習キットは今後もさらに拡充していく予定です。

学習キット全リスト 学習キット使ってみよう！ 学習キットこうして作られる！ 開発室

のあゆみ

小学4年
K04a あたたかくなると
K04b 暑くなると
K04c すずしくなると
K04d 寒くなると
K04e 桜の開花時期
K04f 桜の開花と気温
K04g 天気と気温の変化
K04h 天気のようすと気温
K04i 月の動き
K04j 月の形の変化

中学2年
K08a 天気とその変化
K08b 盆地の霧
K08c 霧と湿度
K08d 雲はどのようにして
 できるか
K08e 冬の天気
K08f 春の天気
K08g 梅雨の天気
K08h 夏の天気
K08i 秋の天気
K08j 台風
K08m 寒冷前線
K08n 温暖前線

K03a 太陽と動きとかげの動き

K05a 雲の動きと天気の変化
K05b 台風と天気の変化

小学3年

小学5年

中学3年
K09a 季節の変化
K09b 月の運動と見え方

高校
K10a 桜の開花と積算温度（農業）
K10b 表計算「情報を分かりやすく
 表現・伝達する」（情報）
K10c 画像処理「1年間の昼と夜の
 長さ」（情報等） 

❶学年で探す

数字は，小学校からの
通算学年。
K3は小学3年向けKit
K8は中学2年向けKit

K3…Kit3

❷単元名で探す
学習指導要領の内容に準拠した学習キット
を単元ごとに提供しています。

❸活用ガイドで探す
学習キット活用ガイドには，教科書との対応や効果的な
活用方法など，実践に役立つ情報を納めました。

プルダウンリストから
表示したい地点を選び
ます。ここでは「郡山」
を選びました。

1

●左下の「＜1日」「＜1時」
「＜10分」のボタンはそ
の分だけ時間を前に戻し
ます。
●右下の「10分＞」「1時＞」
「1日＞」のボタンはその
分だけ時間を先に進めま
す。
●日付や時間を進めたり戻
したりしながらベスト
ショットを探します。

3
「日報」ボタンでこの
地点のこの日(郡山
2001/4/15)の気象
データにジャンプし
ます。
「桜の開花」の教材で
は，平均気温を使用
しました。
日報からは，この他
に，時間ごとの気圧，
降水量，風向・風速
などのデータやその
日の最高値・最低値
などを調べることが
できます。

4

年・月・日・時・分の
リストで，見たい日時
を選びます。桜を探す
ために「4月」の「12
時」を選びました。

2 そういえば，郡山のカメラに桜が写っていたなぁ

ほかに桜が写っているところはないかな？

郡山とは緯度が異なる地点に
桜があれば，良い教材になるぞ！

まずはhttp://www.teiten2000.jp/にアクセス！

Viewer Viewer を使って探してみよう！

「日報」へ
ジャンプ
「日報」へ
ジャンプ
「日報」へ
ジャンプ

日報

Viewerで表示した画像から必要
な部分を切り取って加工します。
ここではエクセルを利用しました。

5

気温を温度計であらわす工夫を加
え，体裁を整えたら，学習キット「桜
の開花時期くらべ」の完成です！

6

2000～ 2008年にteiten2000が収集した気象関係の数値データや景観カメラによる画像
データを時系列に並べたり，多地点の比較ができるツール群を開発しました。ツール間の相互
利用や外部データとの連携も可能です。

100校プロジェクト参加校・福島県葛尾村立葛尾中学校に定点観測装置設置
文部省(当時)ミレニアムプロジェクトに「広域定点観測網実証プロジェクト：
teiten2000」採択
北海道・公立はこだて未来大学にteiten2000観測装置1号機設置・観測開始
福島４地点（いわき，福島，郡山，会津），宮城，岩手，青森，新潟，滋賀に順
次観測装置設置・観測開始
コンピュータ教育開発協会：CEC(当時) Eスクエア・プロジェクト「地域企画」
に「teiten2000(西日本への展開）」採択
静岡，長野，富山，高知，広島，島根，長崎，沖縄に順次観測装置設置・観測
開始
JAPET教育用コンテンツ普及事業に採択
定点観測装置・セントラルサーバの管理をコンソーシアムからJNK4に移管
観測終了・セントラルサーバでのデータ収集停止
teiten2000活用開発グループ発足
Panasonic教育財団先導的実践研究助成に採択
研究テーマ：「新学習指導要領に対応する定点・気象観測学習キットと教材作成
ワークベンチのパッケージ開発」
研究代表者：篠田伸夫

月報・日報
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teiten2000の歩き方
http://www.teiten2000.jp/

日本各地（図中　）で観測した気象データ
と景観画像を組み合わせたデータベースを
提供する学習用サイトです。このたび学習
指導要領に準拠した学習キットを開発・整
備しました。teiten2000 Web Pageより、
ご覧いただけます。

このリーフレットは、公益財団法人パナソニック教育財団「平成24年度先導的実践研究助成」（「新学習指導要領に対応する
定点・気象観測学習キットと教材作成ワークベンチのパッケージ開発」、研究代表者：篠田伸夫）により作成されたものです。
パナソニック教育財団のWebサイト（http://www.pef.or.jp）からPDF形式でダウンロードし、印刷利用が可能です。
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学習キットだ！これが

Index

K08m.寒冷前線
寒冷前線通過前後の景観や気温，降水量の変化を写
真や動画で観察することができる教材です。

前
線
通
過
前

前
線
通
過
中

前
線
通
過
後

K04g.天気と気温の変化 晴れの日、曇りの日、雨の日。一日の気温のグラフから，
それぞれの天気と気温の変化の関係を考えさせる教材です。

K04e.桜の開花時期くらべ 日本列島を南から北へ、長崎、福島、北海道の３か所で、
桜の開花時期と気温との関係を比べてみる教材です。

0 ee 桜のの開開花時

長崎 福島 北海道
4
月
2
日

4
月
12
日

高校情報等：画像処理 「1年間の昼と夜の長さの違い」を可視化する教材です。画像
処理の技術を用いることで、定量的な比較が可能になります。

定点SORA１年分画像

グレースケールに変換する

二値化する

輪郭線を取り出す

画像を重ね合わせて比較

製作： teiten2000教材開発活用グループ
　　　篠田伸夫（研究代表・福島大学）
　　　渡部昌邦・阿部洋己・小野浩司・角田雅仁・森山弘和・山田徹・渡邉景子
Special Thanks :
　　　永野和男（聖心女子大学）・木村健一（公立はこだて未来大学）・石原一彦（岐阜聖徳学園大学）
URL : http://www.teiten2000.jp/
お問い合わせ： info@mail.teiten2000.jp
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