
算数 1年 1 時計ぴったりチャレンジ！

算数 1年 2 ルーレット？それとも時計？（１～１２）

算数 1年 3 ルーレット？それとも時計？（１～６０）

算数 1年 4 たしざん9マスパズル

算数 1年 5 たしたしパズル入門 （１～５）

算数 1年 6 たしたしパズル （１～９）　

算数 1年 7 １から１００まで数えましょう！

算数 1年 8 １０わのひよこバスのたび

算数 1年 9 たしひき暗算チャレンジ２０ 説明動画

算数 1年 10 しゃべる！おけいこ時計 説明動画

算数 1年 11 何時何分？ ver.1 説明動画

算数 1年 12 れんしゅうハートのプレゼント　

算数 1年 13 ハートのプレゼント（２つのたしざん） 説明動画

算数 1年 14 (1) 文章題の計算ノート(たしひき・１０まで) 説明動画

算数 1年 15 (２) 文章題の計算ノート(たしひき２ くりあがりあり）

算数 1年 16 １６マスけいチャレ１　レベル１ 説明動画

3年生＋おさらい用　ＷＥＢ教材アプリ　算数セレクト０４０４　ｂｙ　カネッチの学舎

https://scratch.mit.edu/projects/649028616
https://scratch.mit.edu/projects/648972991
https://scratch.mit.edu/projects/649027567
https://scratch.mit.edu/projects/647120722
https://scratch.mit.edu/projects/647113251
https://scratch.mit.edu/projects/647495398
https://scratch.mit.edu/projects/620343822
https://scratch.mit.edu/projects/567370042
https://scratch.mit.edu/projects/384549445
https://kanech21.jp/sc_list/sansu_d/005_tasihikianzan.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/391394336
https://kanech21.jp/sc_list/sansu_d/020_okeikotokei.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/490634117
https://kanech21.jp/sc_list/sansu_d/118_nanjinanpun.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/548412552
https://scratch.mit.edu/projects/548410115
https://kanech21.jp/sc_list/sansu_d/146_haatopurezennt.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/550348095
https://kanech21.jp/sc_list/sansu_d/156_bunnsyo.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/554453404
https://scratch.mit.edu/projects/556654168
https://kanech21.jp/sc_list/sansu_d/184_16masu.mp4


算数 1年 17 １６マスけいチャレ２　レベル２

算数 2年 18 かけたしパズル

算数 2年 19 かけかけパズル

算数 2年 20 九九をつかって数えよう！

算数 2年 21 かけ算九九チャレンジ２０ 説明動画

算数 2年 22 歌って覚えよう！（かけ算九九） 説明動画

算数 2年 23 レッツ　カルタ(九九　２のだん) 説明動画

算数 2年 24 レッツ　カルタ(九九　１のだん）

算数 2年 25 レッツ　カルタ(九九　３のだん)

算数 2年 26 レッツ　カルタ(九九　４のだん)

算数 2年 27 レッツ　カルタ(九九　５のだん)

算数 2年 28 レッツ　カルタ(九九　６のだん)

算数 2年 29 レッツ　カルタ(九九　７のだん)

算数 2年 30 レッツ　カルタ(九九　８のだん)

算数 2年 31 レッツ　カルタ(九九　９のだん)

算数 2年 32 たし筆算練習マシン ver.1 説明動画

算数 2年 33 ひき筆算練習マシン(調整中) 説明動画

https://scratch.mit.edu/projects/556820922
https://scratch.mit.edu/projects/643968681
https://scratch.mit.edu/projects/647078972
https://scratch.mit.edu/projects/601359603
https://scratch.mit.edu/projects/385597312
https://kanech21.jp/sc_list/sansu_d/002_kakezancharenji.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/385428092
https://kanech21.jp/sc_list/sansu_d/003_kukuutatte.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/469975880
https://kanech21.jp/sc_list/sansu_d/047_99karuta2.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/469971556
https://scratch.mit.edu/projects/469980155
https://scratch.mit.edu/projects/469980941
https://scratch.mit.edu/projects/469984626
https://scratch.mit.edu/projects/469981480
https://scratch.mit.edu/projects/469982630
https://scratch.mit.edu/projects/469983110
https://scratch.mit.edu/projects/469983823
https://scratch.mit.edu/projects/495691945
https://kanech21.jp/sc_list/sansu_d/120_tasihissan.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/497639449
https://kanech21.jp/sc_list/sansu_d/121_hikihisssan.mp4


算数 2年 34 ハートのプレゼント（かけ算　１，２，３のだん）

算数 2年 35 ハートのプレゼント（かけ算　４，５，６のだん）

算数 2年 36 ハートのプレゼント（かけ算　7，8，9のだん）

算数 2年 37 ハートのプレゼント（かけ算　すべてのだん）

算数 2年 38 (3) 文章題の計算ノート(かけざん・わりざん）

算数 2年 39 ★ぎゃく九九カルタ★１のだん　

算数 2年 40 ★ぎゃく九九カルタ★２のだん　

算数 2年 41 ★ぎゃく九九カルタ★３のだん　

算数 2年 42 ★ぎゃく九九カルタ★４のだん

算数 2年 43 ★ぎゃく九九カルタ★５のだん

算数 2年 44 ★ぎゃく九九カルタ★６のだん　

算数 2年 45 ★ぎゃく九九カルタ★７のだん

算数 2年 46 ★ぎゃく九九カルタ★８のだん

算数 2年 47  ★ぎゃく九九カルタ★９のだん

算数 3年 48 大きな数をスラスラ読もう ！Ver.01

算数 3年 49 わり算暗算チャレンジ２０

算数 3年 50 かけ筆算練習マシン ver.1 説明動画

https://scratch.mit.edu/projects/548593331
https://scratch.mit.edu/projects/548598388
https://scratch.mit.edu/projects/548599762
https://scratch.mit.edu/projects/548600942
https://scratch.mit.edu/projects/554109069
https://scratch.mit.edu/projects/602068124
https://scratch.mit.edu/projects/602063108
https://scratch.mit.edu/projects/602069565
https://scratch.mit.edu/projects/602070571
https://scratch.mit.edu/projects/602078158
https://scratch.mit.edu/projects/602081892
https://scratch.mit.edu/projects/602105051
https://scratch.mit.edu/projects/602107477
https://scratch.mit.edu/projects/602109060
https://scratch.mit.edu/projects/651209622
https://scratch.mit.edu/projects/384880226
https://scratch.mit.edu/projects/493842156
https://kanech21.jp/sc_list/sansu_d/119_kakehissan.mp4


算数 3年 51 時間筆算チャレンジ！　（調整中）一応動きます 説明動画

算数 3年 52 時刻と時間を表すおけいこ時計 説明動画

算数 3年 53 分度器ミサイル　ver.1 説明動画

算数 全 54 １０を作ってシュートをきめよう！(練習モード)

算数 全 55 １０を作ってシュートをきめよう！(試合モード)　ver.2 説明動画

算数 全 56 ハートのプレゼント　（４つのたしざん）

https://scratch.mit.edu/projects/546416130
https://kanech21.jp/sc_list/sansu_d/142_jikanhissan.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/546385362
https://kanech21.jp/sc_list/sansu_d/143_jikokujikan.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/549828537
https://kanech21.jp/sc_list/sansu_d/155_bundoki.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/471971299
https://scratch.mit.edu/projects/472256230
https://kanech21.jp/sc_list/sansu_d/045_10sakka.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/548239707

