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「こども」特集：アニメやゲーム、こども
美術館などなど、インターネットの世界でもこ
どもパワーは健在だ。21 世紀のネットキッズ
たちにおくる「こども」特集。

Welcome To Walt Disney
ACCESS to http://www.disney.com/

Walt Disney の作品を見た
り聞いたりしたいときは迷
わずここ

copyrights 1995 The Walt Diseney Company,All rights reserved

「FRANK AND OLLIE」といった映画の画像
やサウンドやムービーファイルまでも見ること
ができてしまう。
またアメリカの本家ディズニーランドに関
する詳しい情報も見ることができる。地図や
チケットイベント情報はもちろん、すべての
アトラクション（ムービーファイルで見ること
ができるものもある）やダイニングショッピン
グ情報、さらには交通や天気やホテルなどの
情報もあり、完璧な内容になっている。
デザインも内容も非常に力のはいったサー
Walt Disney のオフィシャルホームページ。
シンデレラ、メリーポピンズ、ロビン・フッ
ド、ポカホンタスなどのディズニー作品の情

報に加え、絵や音声、動画ファイルが満載で

バーなので、こどもだけではなく、全年代の

ある。

人にとって必見のページである。

現 在 上 映 中 の「 TOM AND HUCK」 や

HOT YELLOW PAGES を使おう sインターネットマガジンに付属しているインターネットナビゲーター CD には、ここに紹介されたサイトを集め
た「HOT YELLOW PAGE」コーナーがある。ここでは興味をもったホームページの名前をクリックするだけで、そのサイトにジャンプすることができる。
キーボードから URL を打ち込む必要がないので、ラクチンというわけだ。詳しい使い方は、303 ページを見てほしい。
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Welcome to PONKICKIES!

フジテレビ系で平日朝8 時放送
中の「ポンキッキーズ」のホー
ムページ

ACCESS to http://www.kp-777.co.jp/index-j.html
copyright ©FUJI TELEVISION/FUJI CREATIVE CORPOTRATION ©kerokeroking
INTERNET

「CONNIE WORLD」のところ。
「ピーチャ
ン」について『生まれた場所：アルファベッ
ト星P 島（P 型ヒューマノイド）
』ということ

YELLOW

ががわかったり、
『言葉は「ピー」という発音
の強弱や長短、イントネーションで表現され
る』ということが分かる。また、
「CAST」の

PAGES

ところを見ると番組をより深く楽しく見られ
るのではないだろうか。
「CONNIE WORLD」では『コニーチャン

KIDS

のジャカジャカジャンケン予報』があって番
組の最後の回のじゃんけんでコニーチャンが
1973 年から放送されたテレビ番組「ひら

で紹介されたお弁当の作り方を写真とともに

何をだすかの予報が掲載されている。

け！ポンキッキ」を引き継いで1993 年から

見ることができたり、番組で流される"ポンキ

かなり楽しいホームページで、こどもはも

はじまったキッズエンターテイメント番組「ポ

ッキーズのうた"の全歌詞を読むことができた

ちろん、ポンキッキーズを好きな人には絶対

ンキッキーズ」の情報満載ホームページ。

りと、番組の楽しさを思い出させてくれる。

おすすめのページである。

番組の"おべんとうクッキング"のコーナー

特に楽しかったのが「CAST」の紹介と

Snoopy's Dog House

すごく充 実 しているスヌーピー
（Peanuts）
のオフィシャルページ

ACCESS to http://www.unitedmedia.com/comics/peanuts/
Copyrights United Feature Syndicate,Inc

画について知ることができたりなどと申し分
のない内容になっている。
キャラクター紹介のところでは、そのキャラ
クターが初めて登場したときの漫画や、初め
て何かをしたときの漫画も見られる。
例えば1950 年 10 月 2 日だと、チャーリ
ー・ ブラウンがデビューしたときの漫 画
（Peanuts の第一作目）や、1958 年12 月12
日だと、スヌーピーが初めて犬小屋の上で寝
ようとしたときの漫画、1960 年 8 月 23 日に
は、サリー・ブラウンがライナスに恋をした
ジにあげられる）
、作者のCharles M. Schulz

ときの漫画などたくさんの作品が公開されて

さんについて詳しく知ることができたり、チ

いて、昔のチャーリーやスヌーピーたちってこ

ャーリー・ブラウンなどのキャラクターのプロ

んな顔や姿をしていたんだなどと感動しきり

がそのままGIF ファイルで2 週間分見ること

フィールを読めたり、スヌーピー（Peanuts）

である。絶対に、ブックマークに登録すべき

ができたり（新聞掲載から1 週間遅れでペー

の1950 年からの歴史や代表的な数多くの漫

ページである。

時間を忘れて見入ってしまうスヌーピーの
ホームページ。
毎日の新聞に掲載されたスヌーピーの漫画
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僕の出身幼稚園のホームペー
ジも欲しい！

豊中文化幼稚園
ACCESS to http://www.threeweb.ad.jp/~sohey/

ムページを持っていて少し驚いてしまった。

INTERNET

そのなかで特に力が入っているように見え
たのがこの「豊中文化幼稚園」のページであ
る（まだ工事中のところがほとんどだが、ペ

YELLOW

ージのデザインがなかなかすばらしい）
。
キッズギャラリーのところではこどもが書い
たとは思えないようなすばらしいCG を見れ

PAGES

る。これからが楽しみなページである。
ふつうの幼稚園には情報処理室などはない
だろうし、専任の先生もいないだろうから、
ページ作成は大変だろうけれども、自分の通
通商産業省や文部省が協力している100

しかしまだまだ幼稚園でホームページを持

った幼稚園のホームページがあるとうれしい

校プロジェクト（http://www.edu.ipa.go.jp

っているところは少ないのではと思って探し

にちがいない。これからもたくさんの幼稚園

/kyouiku/100/100.html）のおかげもあり、

てみたら、
「盛岡白百合幼稚園」から、
「青

や学校のホームページができて、充実させて

小学校、中学校、高校のホームページはそれ

山学院幼稚園」
、
「香川大学教育学部附属幼

ほしいものである。

ほど珍しくなくなったように感じられる。

稚園」にいたるまで結構な数の幼稚園がホー

WWW on CD

激しく情報発信する赤羽台西
小学校のホームページ

東京都北区立赤羽台西小学校

ACCESS to http://www.sainet.or.jp/~noma/aka/school_j.html

ていることも分かる。さらに「こども美術館」
ではたくさんの小学生のCG などの作品を見
ることもでき、盛りだくさんの内容である。
なお、赤羽台西小学校は1996 年 1 月 1 日
から12 月 31 日まで開催されるインターネッ
ト・ワールド・エキスポの128K の専用線モ
ニターに選ばれ、
『1996 年はこれを使い、さ
らに激しく(?)情報発信や利用をしていこうと
考えています』とのことで楽しみである。
ここのホームページは本号のCD-ROM に
入っている（タイトルのところにあるWWW
さまざまな特色のある教育を通して、新し

といったものを見ることができる。また、
『パ

い時代をになうこどもたちを元気に育ててい

ソコン通信やインターネットの教育利用の研

どもたちの作品を思う存分堪能して欲しい

る東京都北区立赤羽台西小学校のホームペ

究をし、オーストラリアやニュージーランドの

（イメージマップのところもローカルで見られ

ージ。このページでは学校長あいさつや学校

小学校と電子メール交流をしています』に見

るようにして送っていただき、感謝感激であ

紹介、ブラスバンド部やこども水族館の紹介

られるような先進的なパソコン教育が行われ

る）
。

on CD マークがそれを表している）ので、こ
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KIDS

Kids Space

『ネット上に大きな波を作り出すこども
たちへの応援』
を続ける「キッズスペース」

ACCESS to http://plaza.interport.net/kids_space/indexJ.html

INTERNET

手紙をキッズスペースにアップロードすること
ができます』とのことで、ページでは世界中
のこどもたちから投稿されたCG やストーリ

YELLOW

ー、サウンドファイルを見られる。
ここのページは「Cool Site of the Day」
にも選ばれたが、
「Cool..」には成人向きの

PAGES

サイトもでてくることがあるのでリンクをとり
はずしたという。また、
『こどもたちがテクニ
カルサポートを必要としていても、どうぞ全

KIDS

面的にアシストしないでください。ヘルプペ
ージをもとにこどもたちが自ら解決法を発見
（財）
マルチメディアソフト振興協会主催の

ている。

していくような環境を作りたいと思っていま

「マルチメディアグランプリ」ネットワーク部

『キッズスペースは、Internet への積極的

す』と「保護者の皆様へ」のところに書いて

門最優秀賞を受賞した「キッズスペース」ペ

参加を通してこどもたちの基礎的なコンピュ

あるなど、こどもへの配慮がいたるところに

ージ。こどもたちにコンピュータを勉強する

ータ知識を高めるために計画されました。こ

感じられ、安心してこどもに見せられるペー

場や国際的コミュニケーションの場を提供し

どもたちは自分で制作した絵やお話、音楽、

ジではないだろうか。

Kid's Page Home
ACCESS to http://KIDS.glocom.ac.jp/

こどもたちがネットワーク環境を思いっ
きりじゃぶじゃぶ使う
「アップル・メディ
アキッズ」プロジェクト

にネットワークに参加できるという。
この恵まれた環境で、こどもたちはデジタ
ルカメラで撮った先生や友達の顔をオチャメ
にする「わいわいクラブらくがおコンテスト」
などといった楽しそうな行事に参加して多く
のことを学んでいるようである。
またたとえば、
「全国お雑煮比較」といっ
たこともネットワークを通じて行われ、呼び
かけに応えて全国のメンバーから「わが家の
お雑煮」紹介メールが寄せられたというから
すばらしいものである。
「こどもたちを主役にしたコンピュータ通信

メディアキッズ」のホームページ。

ほかにもこのページではCG や動く絵本な

による学校間交流」をテーマとしてアップル

『こどもたちひとりひとりに、学校生活の

どこどもたちによるたくさんの作品が展示さ

コンピュータ株式会社と国際大学グローバ

中で「じゃぶじゃぶ使えるネットワーク環境」

れていたり全国の学校へのリンクポイントが

ル・コミュニケーション・センターが共同で

を提供する』とのことで、こどもたちは自分

あったりと、一見の価値ありである。

主催する教育研究プロジェクト「アップル・

の電子メールアドレスを持ち、簡単かつ自由
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Welcome to Toys"R"Us

全世界をまたにかけるおもちゃ
屋さん、トイザラスのホームペ
ージ

ACCESS to http://www.tru.com/

ころであるし、オンライン注文もしたいとこ

INTERNET

ろであるのだが。
ページではほかにも、アメリカからアラブ
首長国連邦にいたるまで全世界 22 か国にひ

YELLOW

ろがるトイザラスのお店のロケーションを見る
ことができ、自分の住んでいるところの近く
に店があるかどうか分かる。日本にもすでに

PAGES

30 以上の店があるようである。
また、デザインが素晴しく、見ていて楽し
くなるようなイラストが盛りだくさんである。
ページのイラストのどこかに隠されている6
日本でもすっかり有名になったおもちゃ屋

ただ残念ながらオンライン注文をすること

つの星を全部探し当てると賞品がもらえると

さんToys"R"Us（正式にはR は逆向きのよ

はできないようである。 L E G O のぺージ

のことでチャレンジするのも面白いのではない

うである）のホームページ。このページでは主

（http://legowww.homepages.com/）も

要な商品の写真付き説明を見ることができた

そうなのだが、インターネットのユーザーの立

りする。

場でいうともっとたくさんの商品を見たいと

だろうか。

「タイムボカン」
、
「ハクション
大魔王」
。こどもの頃を思い出
させてくれるページ

タツノコプロホームページ
ACCESS to http://www.space.ad.jp/vcity/tatsu/
©タツノコプロ

ー紹介といったものが見られるが、なんとい
ってもタツノコプロの作品を見たことのある
人にとってたまらないのは、
「代表作品のコー
ナー」だろう。
ここでは「昆虫物語みなしごハッチ」から
「ヤッターマン」
、
「紅三四郎」にいたるまで
30 以上もの作品の情報や画像を見ることが
でき、懐かしい気分にひたれる。
筆者は「ヤッターマン」のところで、"ドロ
ンジョ"、"ボヤッキー"、"トンズラー"といっ
た懐かしい名前を見てうれしくなってしまっ
「宇宙エース」
、
「科学忍者隊ガッチャマ
ン」
、
「タイムボカンシリーズ」などたくさん
の人気作品を生み出してきた竜の子プロのホ
ームページ。
"世界のファミリーに夢を"、この言葉が大

好きで、アニメーション制作の第一歩をふみ

た。

だしたという。

このページを見ると、思わず「ハクション

このページではテレビ東京で毎週木曜午前

大魔王」や「ヤットデタマン」のテーマ曲を

7 時 35 分から放送されている「ドッカン! ロ

口ずさんでしまうなど、楽しい気分になるこ

ボ天どん」のオープニングCUT 集やストーリ

と間違いなしである。
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A World Wide Web Digital Library
for Schoolkids

進んだこどもたちのための勉強
中心のリンク集

ACCESS to http://www.npac.syr.edu/textbook/kidsweb/
INTERNET

資料・スポーツといったこれまた知的な感じ
で、そこからたくさんのページへリンクがはら
YELLOW

れている。
リンク先はルーブル美術館やナインプラネ
ッツ、ゼロックスの世界地図、ホワイトハウ

PAGES

スなどといった代表的でよくできたページば
かりなので、最近WWW を見始めたというよ
うな人にもおすすめのページである。

KIDS

間違っても21 歳以上の人向けのページへ
のリンクなどはないので安心して見せられる
だろう。
こどものためのリンク集であるが、
「芸術」
、

サブカテゴリーは美術・ドラマ・文学・音

こどものころからこのようなページを見て勉

「科学」
、
「社会学」
、
「そのほか」といったカ

楽、宇宙・生物学・化学・コンピュータ・

強していると、末恐ろしい大人になるのでは

テゴリー分けがされているちょっと堅めのリン

環境科学・地質学・数学・物理・科学技

ないだろうか

ク集である。

術・気象学、地理・政府・歴史、ゲーム・

Interesting Places for Kids

10 歳の女の子Katy ちゃんのた
めにお父さんが作ったリンク集

ACCESS to http://www.crc.ricoh.com/people/steve/kids.html

れるほどのページで、
「このページは 、
『イー
スターのときには、お母さんにウサギのシチュ
ーを作ってくれるようお願いし、パワーレン
ジャーやハムレットといったビデオを好むよう
な娘』のために作られたページであるという
ことを両親は念頭におくべきである」とのこ
とだが、人によっては大人向けと思うような
ポインターも含まれている。
しかしそのようなページにはきちんとこども
向けに注意書きが書かれているので、両親が
後ろから見ていて、こどもに注意したりする
こどもたちのためのリンク集 といえば
「Uncle Bob's Kids' Page」
（http://miso.

ここは手品やSF のコンベンションに行くこ
とが好きな10 歳の女の子 Katy ちゃんのため

ことができる。
リンク先はいずれも力の入った、こどもに

wwa.com/˜boba/kidsi.html）が有名だが、

にお父さんが作ったという、こどものための

とって面白いと思われるページばかりなので、

より自分のこどもの好みに合ったリンク集を

リンク集である。

こどもと一緒に見ると両親も楽しい時間を過

作りたいと思うのが親心なのかもしれない。
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Other WWW,FTPand Gopher Servers
INTERNET

芸術

Theodore Tugboat
http://www.cochran.com/tt.html

The Asylum's Lite-Brite
http://www.galcit.caltech.edu/~ta/lb/lb.html

カナダの人気児童番組 Theodore Tugboat のホームページ。Tugboat につ
いての詳しい情報やポストカード用の画像などをダウンロードできる。

YELLOW

Webページ上で、カラーポイントを使って自由に絵を描くことができる。

Logo - Computer Programming for Kids - Using
MicroWorlds Project Builder
http://www.inasec.ca/com/logo/mainpb.htm

Muppets Home Page
http://www.ncsa.uiuc.edu/VR/BS/Muppets/muppets.html
セサミストリートでおなじみのマペットのエピソードやメーリングリストなどの情
報を満載している。

PAGES

こどもが簡単に物語やLogo言語などを書けるソフトを紹介している。

Animaniacs
http://www2.msstate.edu/~jbp3/animx/animx.html

Creative Arts for Kids
http://www.safespace.com/creativekids/

alt.tv.animaniacs に関するニュースグループをまとめているホームページ。

KIDS

音楽やダンス、
写真や料理など、
学校の後に通うお稽古ごとの情報を提供している。

児童文学

Cartooning Lessons ... by Glen Wyand & Sara
Jordan
http://www.sara-jordan.com/edu-mart/cartoon/lesson1.html
Grammar Groovesというキャラクターの描き方を教えてくれる。またGrammar
Groovesの歌もある。

Fairy Tales
gopher://ftp.std.com/11/obi/book/Fairy.Tales/Grimm
とてもたくさんの童話が入手できる。日本語がないのはとても残念。

Library of Congress: Children's Literature Centre
gopher://marvel.loc.gov/11/research/reading.rooms/children

Children's Art on Display
http://www.mitsubishi.co.jp/companies/NEW10_1_E.html

児童文学センターが提供しているGopherサーバー。

三菱インプレッション・ギャラリーによって開催されたアジアこども芸術祭の紹介
ページ。

Alice's Adventures in Wonderland
http://www.cs.indiana.edu/metastuff/wonder/wonderdir.html

Global Show and Tell
http://www.manymedia.com/show-n-tell/

Hypertextで書かれた 不思議の国のアリス 。

このバーチャル展示会場では、こどもたちが自由に自分の作品などを展示するス
ペースが用意されている。

KidPub WWW Publishing
http://en-garde.com/kidpub/intro.html
こどもたちが作ったストーリーを読み、他のこどもたちがそのストーリーの続きを
作っていくというページ。

Kids at Home Homepage
http://www.transport.com/~kidshome/kah.html
絵画や作文など、こどもの想像力や才能が自由に発揮できるように作られたペー
ジ。

The Wizard of Oz
http://www.cs.cmu.edu/Web/People/rgs/wizoz10.html
L.Frank Baumが1900年に書いた オズの魔法使い のHypertext版。

Toyota Kids' Club
http://www.toyota.co.jp/Plaza/Kids-e/kids-e.html
豊田キッズクラブの紹介ページ。ユニークなこどもの美術作品を紹介している。

Peter Pan
gopher://spinaltap.micro.umn.edu/11/Ebooks/By%20Title/peterpan
ピーター・パンのお話を見る（読む）ことができる。

KIDWEB
http://www.teleport.com/~rhubarbs/kidweb/kidweb.shtml
キッズ・ホームページでは、こどもたちの作ったかわいいページが数多く紹介され
ている。

KidLit Children's Literature Home Page
http://mgfx.com/kidlit/
大人も楽しめる児童文学を数多く紹介している。サンタクロースにメールを送れ
るサービスもある。

こどもたち
WWW on CD のコンピュータペインティングミュージアム

★★★

ファッション

http://www.yk.rim.or.jp/~hyper01/index.html

6歳から15歳までのこどもたちがコンピュータで描いた作品が紹介されている。

アニメ、まんが

帽子から靴まで、こども服に関するさまざまな情報がある。

Mr. Edible Starchy Tuber Head Home Page
http://winnie.acsu.buffalo.edu/potatoe/
Mr.Potato

Kids Fashion Net Home Page
http://kfn.com/

というアメリカのアニメ番組について紹介している。

Kids Clothes
http://batech.com/clothes.html
ベビー服やおもちゃ、こども用のアクセサリーなどを販売している。

transformers
http://www.vt.edu:10021/other/transformers/

Little FOLKS KIDS MART
http://www.littlefolk.com/

アメリカの人気アニメ番組 The Transformers
画像がダウンロードできたりする。

こども用のスポーツウェア専門店であるKIDSMARTの紹介ホームページ。

についてのFAQ があったり、
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ディズニー

The Homework Page
http://www.tpoint.net/Users/jewels//homework.html

Doug and Lisa's Disney Home Page
http://www.lido.com/disney/

Web上の３つの主要なサーチエンジンで集めた、宿題をするときに役に立つサイ
トのリスト。

ディズニーランドやアニメなど、ディズニーに関する情報が紹介されているホーム
ページ。
INTERNET

Carla's Disney Home Page
http://www.mit.edu:8001/afs/athena.mit.edu/user/c/a/carla/www/
disney.html
YELLOW

ここでは、ディズニー関連のリンクが張られている。

Children's Music Listing
http://www.cowboy.net/~mharper/Chmusiclist.html/
音楽関連の情報ページ。メーリングリストや音楽家などのリンクが張られている。

EIGOGAKUSHU
http://www.alc.co.jp/eigogakushu.html#kids
インターネット上でのこども向け英語講座。

The disney Homepage
http://www-personal.umich.edu/~mingchen/disney.html

★★★
遊び

ディズニーについての幅広い話題やリソースなどが網羅されている。

SEA WORLD/BUSCH GARDENS
http://www.bev.net/education/SeaWorld/homepage.html

PAGES

DISNEY: Insight on Florida
http://thoth.stetson.edu/users/Bill_Sawyer/Disney.html
KIDS

動物に関する情報がデータベース化されているページ。

テレビシリーズや映画などのFAQ や画像データなど、ディズニーに関する情報が
満載されているページ。

Shmo's Disney Picture Archive
http://www.pitt.edu/~jmpst33/dispic.html

Marine World Africa USA
http://www.freerun.com/napavalley/outdoor/marinewo/
marinewo.html
サメをはじめ、イルカなど海の動物に関する情報が満載のホームページ。

ディズニーワールドでの人気キャラクターの画像を多数集めているサイト。

Aladdin and the Wonderful Lamp
gopher://spinaltap.micro.umn.edu/11/Ebooks/By%20Title/aladdin
アラジンと魔法のランプ が掲載されている。

Disney FAQ
http://www.cis.ohio-state.edu/hypertext/faq/usenet/
disney-faq/top.html

Northpole.Net - Santa's Home
http://ottawa.net/santa.html
サンタクローズが住んでいるとされている北極の紹介ページ。サンタからのメッセ
ージを見たり、こちらからサンタにメールを出すこともできる。

Fun and Games
http://www.nova.edu/Inter-Links/fun_games.html
占いやまんがなど、風変わりなサイトやゲームなどの情報を提供している。

ディズニーに関するさまざまなFAQが収録されている。

Ken's Go Page
http://ltiwww.epfl.ch/~warkent/go/

教育

将棋やチェスなど、ボードゲームに関するさまざまな情報やリンク集がある。

Web66: International WWW School Registry ★★★
http://web66.coled.umn.edu/schools.html
全世界における小学校から高校までのデータが収録されている。

Origami
http://www.cs.ubc.ca/spider/jwu/origami.html
日本の伝統手芸である折り紙の紹介ページ。F-14やティラノザウルスの折り紙ま
で紹介されている。

Helping Your Child Learn Science
http://www.ed.gov/pubs/parents/Science/index.html
こどもがインターネット上で科学の勉強ができるサイト。アメリカ文部省による
もの。

Quiz for Kids and Parents
http://www.mtn.org/MIA/germ00_quiz_intro.html
ミネアポリス美術大学が所蔵する美術品に関するクイズのページ。美術史の勉強
ができる。

Welcome to SchoolsNET
http://www.schnet.edu.au/Welcome.html
オーストラリアにある学校機関へのインターネット接続サービスなどを提供してい
る。

Music - Children's; Instructional Videos & CDs
http://www.schoolroom.com/gift/m_c.htm
こどもの音楽ビデオとCDを販売している。オンラインライブラリが用意され、CD
などの検索も可能。

The Cyberspace Middle School
http://www.scri.fsu.edu/~dennisl/CMS.html
こどもたちがWebを使って楽しく勉強をしてくれるように作られたページ。

家族

MayaQuest Learning Adventure
http://mayaquest.mecc.com/

Family World
http://family.com/

マヤ文明に関する情報や探検するときに必要な情報を入手できる。

ファミリー関連イベントのカレンダーや保護者によるフォーラムなどで、子育てに
役立つ情報を提供している。

Classroom Connect on the Net!
http://www.wentworth.com/
インターネットを教育上で利用するためにはなどの情報から、教育者向けの製品
やサービスまで提供している。

Westcoast Families Home Page
http://www.vannet.com/WCF/
家族や育児についてのさまざまな話題やエピソードが集められている。

About and For Kids and Teens
http://www.slip.net/~scmetro/forabout.htm

Johnny and The Kids Home Page... I am my kids Dad
http://www.hooked.net/users/ezdoesit/

アメリカ National Children Coalition（国家こども連合会）による提供されて
いるページ。

サンフランシスコに住んでいるJohnny 氏による自分の2 人のこどもたちのために
作ったファミリーホームページ。
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PARENTS PLACE.COM, Parenting, Parents, Baby
-- the parenting resource center on the web
http://www.parentsplace.com/
妊娠や育児、こどもの教育などの情報を交換することができるサイト。

Children Software Reviews
http://qv3pluto.LeidenUniv.nl/steve/reviews/welcome.htm
misc.kids.computerというニュースグループによって、現在アメリカでよく使わ
れている教育用のゲームソフトを詳しく紹介している。

オンラインゲーム

Web Sites for Parents
http://www.kqed.org/fromKQED/Cell/parsites.html

INTERNET

こどもを持った親にお勧めのサイトのリスト。

TIC TAC TOE
http://www.bu.edu/Games/tictactoe

The Ford Family Homepage
http://basix.com/~sford/

三目ならべで遊べるページ。誰でも遊べるお手軽ゲーム。

Ford家の紹介ページ。家族の写真や、家族それぞれのホームページもある。

InfoRamp's Stuff for Kids
http://kato.theramp.net/kids.html

FACTS FOR FAMILIES
http://www.psych.med.umich.edu/web/aacap/factsFam/

ゲームを中心にデモ版をダウンロードできるサイトなどを紹介している。

さまざまな家庭の問題が、こどもたちにどんな精神的ダメージを与えたかという
こと関する研究資料や参考文献などが豊富に収録されている。

The Chess Server
http://www.willamette.edu/~tjones/chessmain.html

YELLOW

PAGES

チェスのサーバー。まだ実験中ではあるが、Web 上で2 人のプレーヤーが同時に
対決することができる。

こどもたちのホームページ

Homepages for kids
http://huizen.dds.nl/~ink/kids.html

Puzzle 4x4
http://arachnid.cm.cf.ac.uk/htbin/AndrewW/Puzzle/puzzle4x4.p

こどもたちが個人で作っているホームページのリスト。

15パズルで遊べるページ。ルールは単純なので、こどもでも簡単にプレーできる。

Kids Around the World
http://execpc.com/~owl/kids.html

Games Related FTP Sites
http://wcl-rs.bham.ac.uk/GamesDomain/ftpgames.html

アメリカ国内のこどものホームページのリスト。クリッカブルマップで検索できる。

フリーとシェアのゲームソフトのあるFTP サイトなどがわかる。Windows 用や
Mac用など、機種別に分類されている。

Creative Kids in Kamchatka
http://www.informns.k12.mn.us/kamkids/
ロシアのカムチャツカ半島の学校に設置されているホームページ。世界の児童と
さまざまな情報を交換しようとしている。

Totware
http://www.het.brown.edu/people/mende/totware.html
DOS/VとMac用のフリーとシェアのゲームが直接ダウンロードできる。

Ryan's Kids' Pages
http://seamonkey.ed.asu.edu/~gail/ryanpage.htm

Games Kids Play
http://www.corpcomm.net/~gnieboer/gamehome.htm

将来、古生物学者を目指しているRyan Hackettちゃんのページ。

小さい頃、庭や公園で友達とよくやったなつかしの遊び方が紹介されている。

Julia's Home Page
http://www.iii.net/users/juliafb/

Clever Games for Clever People
http://www.cs.uidaho.edu/~casey931/conway/games.html

ダンズが大好きなJuliaちゃんのホームページ。Juliaちゃんの描いた絵なども見る
ことができる。

テーブルゲームにうまく勝つために必要なテクニックを教えるページ。

Tabitha's Toybox
http://wavefront.wavefront.com/~kanderson/tabitha1.html
おじいちゃんとおばあちゃんまで、コンピュータが大好きな一家のホームページ。

Children's Pages
http://www.comlab.ox.ac.uk/oucl/users/jonathan.bowen/
children.html
こどもの個人ホームページのリストの紹介。

Oasis * Here & There * Kids' Corner
http://www.ot.com/kids/
パズルやハングマン、インタラクティブ絵本など、こどもが楽しめるゲームのある
ページ。

こども向けのページ

Kids Space
http://plaza.interport.net/kids_space/
このホームページは（財）マルチメディアソフト振興協会が主催した「マルチメ
ディアグランプリ」の「ネットワーク部門」で最優秀賞を受賞している。

ゲームソフト

Welcome to Sega Online
http://www.segaoa.com/

CyberKids Home
http://www.mtlake.com/cyberkids/

大手ゲームソフト会社SEGA のホームページ。最新の製品についての情報を入手
したり、意見を交換したりすることができる。

こどものためのオンラインマガジン。こどもによって創られたさまざまな物語やイ
ラストなどを提供している。

The Children's Software Company
http://www.childsoft.com/childsoft

Kid's Window
http://kiku.stanford.edu:80/KIDS/kids_home.html

教育用のソフトウェアやCD-ROMなどの製品情報が集まっている。

こどもたちが日本についての知識をいろいろと得ることができるページ。日本食ガ
イドや、日本語を勉強するコーナーなどがある。

Brandon's Megabyte - Kids Software Rated By
Kids
http://www.alaska.net/~angelwrk/brandon.htm

Internet for Kids
http://www.internet-for-kids.com/

さまざまなメーカーのゲームソフトに対する評価のリストをまとめたもの。評価は
4歳のこどもが行っているのが特徴。

クリスマスに関連した情報のほか、オンラインでのフリーマーケットなどもある。
また、こどもに関するサーバーにリンクを張っている。
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KIDS

Children's Sites
http://www.cochran.com/theosite/KSites.html

TRACY'S PARENTING HOME PAGE
http://www.healthtrek.com/tracyhm.htm

Berit氏が選んだこども関連のサイトが幅広くそろっている。

二児の母であるTracy さんの選んだこども向けの本や、教育に関連したサイトを
紹介しているページ。

Children's Pages at WombatNet
http://www.batnet.com/wombat/children.html
INTERNET

YELLOW

WombatNet によるこども関連リソースインデックス。インデックスは、分野別
にサイトが並んでいる。

Uncle Bob's Kids' Page
http://gagme.wwa.com/~boba/kids.html
有名なUncle Bob が作ったこども向けのページのリンク集。さまざまなジャンル
をカバーしている。

PAGES

アルファベットの学習やこども向けの本に関するサイトなどにたくさんのリンクを
張っている。

kid`s Page
http://www.nucleus.com/kids.html
こどもが楽しめるさまざまなカテゴリーのサイトを紹介しているページ。テレビ番
組へのリンク集がおもしろい。

★★★

Child's play
http://www.hooked.net/users/pjdutra/childs.html

Kids.Com: Kids, Fun, Games, Children, Toys,
Friends
★★★
http://kids.com/

いろいろなこども向けサイトの紹介を行っている。

KIDS

Kids
http://www.gov.nb.ca/hotlist/kids.htm

CyberKids/CyberTeens Launchpad
★★★
http://www.woodwind.com/mtlake/CyberKids/Launchpad.html

教育用のオモチャや本をはじめ、ニュースグループなどが数多く紹介されている。

さまざまなトピックに分類され、数多くのサイトが紹介されている。

Kids Web
http://www.garlic.com/~agabrial/kidsweb.htm

cute things they say
http://www.ece.ucdavis.edu/~darsie/kid_stories.html

6歳から12歳のこどもを対象としたページ。キッズ・ギャラリーではこどもたちの
描いた絵画なども紹介されている。

ちょっと笑えるこどもの話がたくさんあげられている。しかし、読むのはちょっと
大変。

Rachel's Fun Places
http://www.mcs.net/~kathyw/fun.html

The Kids on the Web
http://www.zen.org/~brendan/kids.html

こどもに関連したサイトからゲームに関するサイトまで幅広く集めてあるページ。

こども向けのサイトや親向けのサイト、
教育関連のサイトが数多く紹介されている。

Kids and the Internet
http://www2.capital.net/kids/

Kids List
http://www.clark.net/pub/journalism/kid.html

サメなどの海の生き物のページをはじめ、ゲームなどおもしろいサイトを紹介して
いるページ。

こどもに関連する74のリンクサイトが張ってあり、親子で楽しめるページ。

OSC Young Person's Guide to the Internet
http://www.osc.on.ca/kids.html
カナダのオンタリオ・サイエンス・センターのページ。こども向けのサイエンスペ
ージを中心に数多くのリンクが張ってある。

The Canadian Kids Home Page
http://www.onramp.ca/~lowens/107arch.htm
動物からスポーツにいたるまで、さまざまなカテゴリーにおいての数多くのリンク
サイトを紹介している。

Kids Universe
http://www.kidsuniverse.com:82/kids/

Kids on Campus
http://www.tc.cornell.edu:80/Kids.on.Campus/KOC94/
koc94home.html

★★★

ゲームから算数、英語の学習などのこども向けソフトのカタログページ。

このページでは、太陽系や恐竜に関するさまざな情報、科学に関するムービーデ
ータなど、こども心をくすぐる情報が紹介されている。

WWW for children
http://ech.educ.hiroshima-u.ac.jp/jap/children.html
ウェブ上でのこどもたちに関する情報を、日本語で紹介しているページ。

The Canadian Kids Page
http://www.onramp.ca/~lowens/107kids.htm

組織、団体

カナダの親子が、一緒にネットサーフィンを楽しむためのさまざまな情報が掲載
されている。

See and Say
http://www.pencom.com/~ph/sas.html

KIDLINK: Global Networking for Youth 10-15
http://www.kidlink.org/

いろいろな動物の声を聞くことができる。

世界74 か国の42,000 以上の10 歳から15 歳の青少年が参加する組織のページ。
世界のこどもがお互いにコミュニケーションできるネットワークを構築しようとし
ている。

The Children Page
http://www.pd.astro.it/local-cgi-bin/kids.cgi/forms

Boy Scounts of America
http://www.scouting.org/scouting/

地球の大自然をこどもたちに紹介するページ。

アメリカ国内のボーイスカウトに関するさまざまな情報が収められている。

出版

Hotlist: Kids Did This!
http://sln.fi.edu/tfi/hotlists/kids.html
サイエンス、アート、歴史など７つのトピックを集めたページ。クイズ形式をと
ったり、画像を使ったりしてこどもたちの興味を引くように作られている。

MidLink Magazine
http://longwood.cs.ucf.edu/~MidLink/
10歳〜15歳のこども向けの電子雑誌。

Dave's Fun Page
http://www.tpoint.net/Users/jewels//davesfun.html
Dave氏によるこどもに関連したサイトが紹介されているページ。
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Confused? A Kid's Guide to the Internet's World
Wide Web
http://www.tcm.com/trdev/confused/
こども向けのインターネットガイドブックを紹介している。オンラインで注文でき
る。

ISN KidNews Menu
http://www.umassd.edu/SpecialPrograms/ISN/Kidnews3.html
こどもたちは自由にこのサイトに投稿することができる。自作のストーリー、詩な
んでもOK。

The Kids' Place
http://www2.islandnet.com/~bedford/kids.html
ペンパルを選べる文通ページなどが紹介されている。もちろんインターネットメー
ルでも文通（？）ができる。

Internet For Kids
http://www.mca.com/putnam/Internet_For_Kids/
こども向けのインターネット参考書を紹介しているページ。本の作者、内容、注
文法などが分かる。

旅行

Gateway to Antarctica
http://icair.iac.org.nz/
南極に興味のあるこどもがこのサイトに来れば、ここから南極を探険することが
できる。
INTERNET

A Challenge to All Students: Where Are We?
http://wacky.ccit.arizona.edu/~susd/chall1.html
世界地理に関するクイズにチャレンジすることができるサイト。ヒントから指定さ
れた場所を言い当てる。

Kids Camps
http://www.kidscamps.com/
キッズ・キャンプスのページでは、さまざまなキャンプコースや夏期体験学校のサ
ービスについての解説と事例紹介が用意されている。

World of Westinのリゾート案内、旅行情報などの紹介ページ。もちろん、こど
もたちのためのプランも提供されている。

教育（国内）

LEGO Information
http://legowww.homepages.com/

岡崎市立井田小学校ホームページ
WWW on CD

★★★

http://www.tcp-ip.or.jp/~ida/

岡崎市立井田小学校の児童たちの環境問題への取り組みのレポートが写
真付きででていたりする必見のページ。

Crayola * Crayola * Crayola * Crayola
http://www.crayola.com/crayola/
Crayolaのクレヨンの紹介。こども向けの絵画コンテストも開かれている。

Little Toy Store on the Net
http://www.suba.com/~chicago/lts.html
オモチャだけでなく、両親と学校教師のページも用意されている。

Center for Educational Computing
http://www.cec-jf.or.jp/CEC/100p.html
「100校プロジェクト」の紹介ホームページ。日本で、ホームページを提供してい
る小・中・高等学校のリスト。このプロジェクトは、通産省や文部省の協力のも
とに、全国100 か所の学校などでインターネットを教育や学習に活用しようとし
ている。

スポーツ
インターネット版「理科の部屋」

Jarsdon's Kite Site
http://www.latrobe.edu.au/Glenn/KiteSite/Kites.html
凧に関する画像が収められている。さまざな凧の形やそれらの特徴について知る
ことができる。

http://www.katsurao-jhs.katsurao.fukushima.jp/RIKA/index.html
理科に関する200種類以上のリソースへのリンクを提供しているサイト。

輪之内町立大藪小学校のホームページ

http://www.ohyabu-es.wanouchi.gifu.jp/
Soccer For Kids ★
http://www.cts.com/browse/jsent/kidsoccer.html

このページは、小学校低学年のこどもたちにも読めるように、すべてひらがなで
表示するモードがある。

サッカーが好きなこどもは、このページに用意されたペンパルネットワークを通し
て外国のこどもたちとコミュニケーションがとれる。

大津市立平野小学校のホームページ

http://www.hirano-es.otsu.shiga.jp
Kids Sports Network
http://www.texas.net/users/kidsport/

このホームページは、学校や学級の紹介、学校のコンピュータシステムの紹介な
どかわいいアイコンによって表示されている。琵琶湖の環境情報などもある。

さまざまなこどものスポーツに関する情報、ドキュメントなどが提供されている。

ねむの木学園のホームページ

Moodys Karate for Kids and Taekwondo USA
http://www.indirect.com/www/atatkd/schoolpage.html
こども向けに空手やテコンドーを教えている道場の情報を提供している。

こどもに関する社会福祉や社会問題など

PAGES

World of Westin: Resort Travel Destinations
http://www.westin.com/world/resorts.html

おもちゃ

有名な玩具会社legoのホームページ。意外に文字ばかりの情報が多かった。

YELLOW

http://www.dhouse.toppan.com/tak/nemunoki.html
このページでは、こどもの絵を中心に紹介している。幻想的な絵画がたくさん収
められている。

日本の学校

http://kids.glocom.ac.jp/schools/schools.html
National Center for Missing and Exploited
Children
http://www.missingkids.org/

日本の幼稚園から高校まで、ホームページを公開している学校を紹介ている。

アメリカの誘拐されたこどもたちのために作られたホームページ。

http://www.csj.co.jp/R/vu/jpnunij.html#E

日本の全学校リスト
幼稚園から大学、専門学校まで日本の教育機関をすべて網羅しようとしている。

Welcome to Kids' Home at NCI!
http://wwwicic.nci.nih.gov/occdocs/KidsHome.html
ガンなどの病気をもったこどもたちのためのページ。詩や物語、絵画などが掲載
されている。
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