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（以下，
〈本ソフトウェア〉としま
▶『構音訓練のためのドリルブック プリント作成ソフト 改訂第 2 版準拠』
す）は，書籍として販売している『構音訓練のためのドリルブック 改訂第 2 版』
（協同医書出版社 刊

以

下，
〈書籍版〉とします）の「単語」と「文」の内容をCD︲ROMに収め，リストから選択することで，オリ

ジナルのプリント用データ（Microsoft Word 形式）が作成できるソフトウェアです．

▶収録されている「単語」と「文」は，
〈書籍版〉と同一ですが，
〈書籍版〉に収録されている「使用の手
引き」や「イラスト」は収録されていません．

単語や文の配列は，
〈書
籍版〉と同一です．
〜 を繰り返すこと
で，単語と文を混在させ
たり，複数の音のリスト
から単語を文を選んだり
することができます．

使用したい
単語（文）
を
選択

▶本ソフトウェアの使用方法は，
「CD︲ROM から起動する方法」と「パソコンにインストールして使用す
る方法」が選べます．
「CD︲ROM から起動する方法」であれば，
「パソコンにソフトウェアをインストー
ルすることが禁じられている」環境でも，使用することができます．

CD‑ROMを
ドライブに
セット

CD︲ROM をドライブにセット
すると，このような画面が表示
されます．いずれかをクリック．

この画面で，単語や文の
順序の移動や削除が可能
です．

プリントの
内容を
確認

使用したい
音を
クリック

「単語」
もしくは
「文」を
クリック

クリックする
だけなので
操作は
簡単です．

パソコンに
保存

プリントを
印刷

文書は，Microsoft Word 形式です．
書体はMS明朝，文字の大きさは13ポ
イントで作成されていますが，書体や
文字の大きさを変えたり，改変，コ
ピーなどを行ってアレンジすることが
可能です．

ことばに障害のある子どもたちの訓練に欠かせないドリルブック
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不動の人気を誇る

❷ 単語・文リスト

❶ 使用の手引き

必須の 定番書 として

ベストセラー

構音訓練に欠かせない単
語 を 約 8500， 文 を 約
2300 収録．単語は，名詞
に限らず動詞・形容詞等
も精選し，訓練にひろがり
を持たせることが可能．
対象者にとって親しみや
すく，かつ訓練に有用な
文を掲載しています．

日本語語音の音声学
的特徴や構音器官に
ついてを解説し，必
要な知識を得ること
ができます．
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❸ 豊富なイラスト
❹ 構音訓練に活用しやすい
語・句・文のヒント

対象者に応じて，本書収録
の語・文以外も活用するた
めのヒントをまとめています．
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『構音訓練のためのドリルブック［プリント作成ソフト］改訂第 2 版準拠』
取扱説明書
『構音訓練のためのドリルブック［プリント作成ソフト］
1．
改訂第 2 版準拠』とは

（2）パソコンにインストールして使用する方法
「パソコンにインストール」をクリックし、パソコンに〈本ソフトウェア〉を
インストールします。インストール時のみ、CD‑ROM を CD‑ROM ドライブに

『構音訓練のためのドリルブック［プリント作成ソフト］改訂第2版準拠』
（以
下、
〈本ソフトウェア〉とします）は，書籍として販売している『構音訓練のた
めのドリルブック 改訂第 2 版』（協同医書出版社 刊

以下、〈書籍版〉としま

す）の「単語」と「文」の内容を CD‑ROM に収め、リストから選択すること
で、オリジナルのプリント用データ（Microsoft Word 形式）を作成することが

セットしておく必要があります。
パソコンにインストールして使用する場合、1 台のパソコンのみにインス
トールして使用できます。
アンインストールする場合は、コントロールパネルの「プログラムと機能」
から、「構音訓練プリント作成」を選択し、アンインストールします。

できるソフトウェアです。
収録されている「単語」と「文」は、〈書籍版〉と同一ですが、〈書籍版〉に
収録されている「使用の手引き」や「イラスト」は収録されていません。

5．操作方法
（1）起動方法

2．内容物

① CD‑ROMから起動する場合は、CD‑ROMドライブにCD‑ROMをセットし

●

取扱説明書：1 枚（本紙）

て、図 1 のウィンドウの「CD‑ROM から起動」をクリックします（図 1

●

CD‑ROM：1 枚

の ウ ィ ン ド ウ が 自 動 的 に 表 示 さ れ な い 場 合 は、CD‑ROM 内 に あ る
Launcher.exe をダブルクリックします）。

②〈本ソフトウェア〉がインストールされている場合は、スタートメニュー

3．動作環境

のアプリの一覧等から、
「構音訓練プリント作成」をクリックし、ソフト
ウェアを起動します。

対応 OS：Windows 10／Windows 8.1／Windows 8／Windows 7／
Windows Vista
動作に必要なシステム（CPU、メモリ）
：上記の OS が動作する環境
作成したプリントの表示に対応する Microsoft Word のバージョン：
2016／2013／2010／2007

（2）単語や文の選択方法
〈本ソフトウェア〉を起動すると、図2のウィンドウ（プリント作成 ‑ スター
ト画面）が現れますので、使用したい音をクリックします。

4．使用方法
【ここでは、Windows 10 上で〈本ソフトウェア〉を使用するものとして説明し
ます。お使いの OS のバージョンによっては、画面表示や操作が一部異なる場
合があります】
CD‑ROMをパソコンのCD‑ROMドライブ（あるいはDVD‑ROMドライブ）に
セットすると、図1のようなウィンドウ（構音訓練プリント作成 ‑ ランチャー）
が表示されます。ウィンドウが自動的に表示されない場合は、エクスプロー
ラーなどから、CD‑ROM 内にある Launcher.exe

をダブルクリックしてく

ださい。

図2
使用したい音をクリックすると、「単語」と「文」を選択するウィンドウ
（図 3、プリント作成 ‑ 単語と文の選択画面）になります。

図1
〈本ソフトウェア〉の使用方法には、
「CD‑ROM から起動する方法」と「パソ
コンにインストールして使用する方法」があります。

（1）CD‑ROM から起動する方法
パソコンに〈本ソフトウェア〉をインストールせずに使用する方法です。
「CD‑ROM から起動」をクリックすると、ソフトウェアが起動します。
使用の際は、CD‑ROM を必ず CD‑ROM ドライブにセットしておく必要があ
ります。

図3

「単語」「文」のいずれかをクリックすると、その音の単語あるいは文が表示
されます。内容は、〈書籍版〉と同一です。

（4）
「プリント内容確認画面」での単語や文の移動、削除

作成するプリントに使用したい単語（文）をクリックすると、クリックした

順序を変えたい、あるいは削除したい単語や文をクリックすると、該当の単

単語（文）が青色になり、選択された状態になります。もう一度クリックする

語や文の背景が青色になります。ウィンドウ左側の「前へ移動」
「後へ移動」
「削

と、選択が解除されます（図 4）。

除」をクリックしてください。
プリントを作成せず、単語や文の選択を続ける場合は、
「閉じて単語（文）選
択画面に戻る」をクリックします。
単語や文の選択を終了し、プリントの作成を行う場合は、
「プリント作成」を
クリックします。

6．プリントデータの作成
「プリント作成」をクリックすると、Micorosoft Word形式の文書が作成され
ます。Windows のファイル保存のウィンドウが表示されますので、任意の場所
に保存して下さい。
ファイル名は、
「構音訓練プリント ̲yyyymmdd̲hhmmss.docx」となってい
ます。 yyyymmdd̲hhmmss には、
「プリント作成」ボタンをクリックしたと
きの日付（年月日）、時刻（時分秒）が入ります。ファイル名を変更することも
可能です。
図4
「1 つ前に戻る」をクリックすると、その音の単語と文の選択画面（図 3）に
戻ります。

7．プリントデータの使用
上記で作成された Word 文書を保存したフォルダから、使用したい文書を開

「スタート画面に戻る」をクリックするとスタート画面（図 2）に戻り、他の
音の単語や文を選択をすることができます。

きます。文書は、書体が MS 明朝、文字の大きさが 13 ポイントで作成されてい
ますが、自由に改変、コピーなどをすることが可能です。

選択した単語と文の数は、
「単語（文）選択画面」で、ウィンドウの左側に常
に表示されます。
単語と文を混在させることも可能です。
選択した内容をすべて削除する場合は、スタート画面（図 2）の「プリント
内容をすべてクリアする」をクリックします。

8．ソフトウェアの終了
ウィンドウにある×印をクリックして終了します。複数のウィンドウが開
いている場合は、すべてのウィンドウに対して行います。

（3）プリントの内容確認
プリントに掲載したい単語や文の選択が終了し、プリントの作成に移行して
よい段階になりましたら、
「プリント内容確認」をクリックします。すると、こ
れまでに選択した単語や文が表示されます（図 5、プリント作成 ‑ プリント内
容確認画面）。
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図5
単語や文は、選択（クリック）した順に表示されます。ただし、単語と文が
混在している場合は、クリックした順序にかかわらず、単語が先に、文が後に
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