
国語 1年 1 ペアさがし（小１漢字８０）

国語 1年 2 ことばのぎんこう　ver.1 説明動画

国語 1年 3 脳トレカルタ　（しゃべる！うんこかるた） 説明動画

国語 1年 4 脳トレカルタ（しゃべる！１年生の漢字かるた）

国語 1年 5 レッツ　カルタ（一年生のかん字） 説明動画

国語 1年 6 ひらがなならべ（１）　いきもの・やさい・たべもの 説明動画

国語 1年 7 カタカナならべ

国語 1年 8 ひらがな　なぞりがき 説明動画

国語 1年 9 カタカナ　なぞりがき

国語 1年 10 1年生　かんじ　なぞりがき

国語 1年 11 ★★ひらがなおけいこイイカンジ 　

国語 1年 12 ★★カタカナおけいこ　イイカンジ 説明動画

国語 1年 13 ★イイカンジ　１年（１）上 １～４０／８０

国語 1年 14 イイカンジ　１年（２）下 ４１～８０／８０ 

国語 1年 15  ぎゃくレッツ カルタ（一年生のかん字）読み→かん字

国語 1年 16 レッツ　カルタ（一年生のかん字）漢字を読む

国語 1年 17 レッツ聞き読みカルタ　(カタカナおけいこ1年生）

国語 1年 18 レッツ聞き読みカルタ　(ひらがなおけいこ1年生）

国語 1年 19  スピードペアマッチ(ひらがな・カタカナ）

国語 2年 20 ペアさがし（小２漢字１４１）

国語 2年 21 脳トレカルタ（しゃべる！２年生の漢字かるた）

国語 2年 22 2年生　かん字　なぞりがきおけいこ(1)

国語 2年 23 イイカンジ　２年（１）１～４０／１６０

国語 2年 24 イイカンジ　２年（２）４１～８０／１６０

国語 2年 25 イイカンジ　２年（３）８１～１２０

国語 2年 26 イイカンジ　２年（４）１２１～１６０

国語 3年 27 ペアさがし（小３漢字１７４）

国語 3年 28 部首５０スピードアタック

国語 3年 29 ５０の部首をおぼえよう！

国語 3年 30 レッツ　カルタ(ローマ字　きほん) １ 説明動画

国語 3年 31 レッツ　カルタ(ローマ字　だく音) 

国語 3年 32 レッツ　カルタ(ローマ字　よう音　そく音) 

国語 3年 33 ローマ字ならべ　(初級)

国語 3年 34 ローマ字ならべ　(中級)

国語 ３年 35 イイカンジ　３年（１）１～４０／２００ 説明動画

国語 ３年 36 イイカンジ　３年（２）４１～８０／２００

国語 ３年 37 イイカンジ　３年（３）８１～１２０／２００

国語 ３年 38 イイカンジ　３年（４）１２１～１６０／２００

国語 ３年 39 イイカンジ　３年（５）１６１～２００／２００

国語 3年 40 レッツ聞き読みカルタ　(部首５０)

国語 4年 41 レッツ　カルタ（ことわざ　青コース） 説明動画

国語 4年 42 レッツ　カルタ(ことわざ　桃コース） 　

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

https://scratch.mit.edu/projects/662451172
https://scratch.mit.edu/projects/388364692
https://kanech21.jp/sc_list/kokugo_d/027_kotobanoginkou.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/388575550
https://kanech21.jp/sc_list/kokugo_d/028_notorekaruta.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/389073158
https://scratch.mit.edu/projects/479395676
https://kanech21.jp/sc_list/kokugo_d/057_letkaruta1nen.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/545567461
https://kanech21.jp/sc_list/kokugo_d/135_hiragananarabe.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/550983058
https://scratch.mit.edu/projects/491401760
https://kanech21.jp/sc_list/kokugo_d/157_hiragananazori.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/552333440
https://scratch.mit.edu/projects/552575810
https://scratch.mit.edu/projects/555845122
https://scratch.mit.edu/projects/555866841
https://kanech21.jp/sc_list/kokugo_d/172_katakanaiikannji.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/555370709
https://scratch.mit.edu/projects/555499027
https://scratch.mit.edu/projects/602692676
https://scratch.mit.edu/projects/479395676
https://scratch.mit.edu/projects/615583830
https://scratch.mit.edu/projects/615575453
https://scratch.mit.edu/projects/629897791
https://scratch.mit.edu/projects/662772782
https://scratch.mit.edu/projects/389348028
https://scratch.mit.edu/projects/552989373
https://scratch.mit.edu/projects/555650489
https://scratch.mit.edu/projects/555657996
https://scratch.mit.edu/projects/555669864
https://scratch.mit.edu/projects/555677913
https://scratch.mit.edu/projects/662775929
https://scratch.mit.edu/projects/565143095
https://scratch.mit.edu/projects/564876224
https://scratch.mit.edu/projects/470505484
https://kanech21.jp/sc_list/kokugo_d/083_letkaru_rou1.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/470525696
https://scratch.mit.edu/projects/470549756
https://scratch.mit.edu/projects/550980713
https://scratch.mit.edu/projects/550948713
https://scratch.mit.edu/projects/555740927
https://kanech21.jp/sc_list/kokugo_d/179_iikannji3.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/555744807
https://scratch.mit.edu/projects/555745003
https://scratch.mit.edu/projects/555745298
https://scratch.mit.edu/projects/555745455
https://scratch.mit.edu/projects/615552848
https://scratch.mit.edu/projects/469703282
https://kanech21.jp/sc_list/kokugo_d/078_kotowaza1.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/469767797


国語 4年 43 レッツ　カルタ(ことわざ　緑コース）

国語 4年 44  スピードペアマッチ(ことわざ）青の部

国語 4年 45  スピードペアマッチ(ことわざ　赤の部）

国語 4年 46  スピードペアマッチ(ことわざ　緑の部）

国語 全 47 詩を楽しもう（谷川俊太郎） 説明動画

国語 全 48 反対言葉 説明動画

国語 全 49 じゅげむにチャレンジ！ 説明動画

国語 全 50 百人一首スピードアタック　１ 説明動画

国語 全 51 ローマ字おけいこキーボード　 説明動画

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

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

算数 2年 34 ハートのプレゼント（かけ算　１，２，３のだん）

https://scratch.mit.edu/projects/469990874
https://scratch.mit.edu/projects/629948135
https://scratch.mit.edu/projects/629956650
https://scratch.mit.edu/projects/629963759
https://scratch.mit.edu/projects/385963169
https://kanech21.jp/sc_list/kokugo_d/001_swoyomou.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/372497860
https://kanech21.jp/sc_list/kokugo_d/012_hantaikotoba.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/389006855
https://kanech21.jp/sc_list/kokugo_d/043_jugemu.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/445300511
https://kanech21.jp/sc_list/kokugo_d/058haykuninn1.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/552124537
https://kanech21.jp/sc_list/kokugo_d/107_romajikeybord.mp4
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
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
https://scratch.mit.edu/projects/548593331


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

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）

社会 3年 1 レッツ地図記号カルタ

社会 3年 2  スピードペアマッチ(社会：地図記号）

社会 4年 3 ☆都道府県ハート大作戦 ２ 説明動画

音楽 1年 1 ドレミファくん 説明動画

音楽 3年 2 ようこそ！リズムランドへ（３年生用） 説明動画

音楽 全 3 02_メロディパズル（春の小川）

音楽 全 4 歌おう！おどろう！　　蚊のカノン 説明動画

音楽 全 5 コードで　ひきがたろう　ver.1 説明動画

音楽 全 6 レッツ！ウクレレ！　Ver.1 説明動画

音楽 全 7 レッツ！ウクレレ！(プラス) ver.1 

音楽 全 8 ウクレレ　コードベーシック　ver.1 説明動画

音楽 全 9 カナデル 　キーボード　ver.2 説明動画

英語 3年 1 レッツ聞き読みカルタ　（アルファベット大文字・小文字）

英語 3年 2  スピードペアマッチ(ABC大・小文字）

英語 全 3 レッツ聞き読みカルタ　(英単語　色）

英語 全 4 レッツ聞き読みカルタ　(英単語　体の部分）

英語 全 5 レッツ聞き読みカルタ　(英単語　１から１０）

英語 全 6 レッツ聞き読みカルタ　(英単語　たべもの２）

英語 全 7 レッツ聞き読みカルタ　(英単語　たべもの）

英語 全 8 レッツ聞き読みカルタ　(英単語　数字１～２０）

英語 全 9 レッツ聞き読みカルタ　(英単語　何月）

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
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
https://scratch.mit.edu/projects/606333265
https://scratch.mit.edu/projects/630588884
https://scratch.mit.edu/projects/534374511
https://kanech21.jp/sc_list/syakai_d/109_todoufuken1.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/379402665
https://kanech21.jp/sc_list/ongaku_d/006_doremikunn.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/379772209
https://kanech21.jp/sc_list/ongaku_d/031_youkosorizumu.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/569126840
https://scratch.mit.edu/projects/391090171
https://kanech21.jp/sc_list/ongaku_d/033_kanokanon.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/393493785
https://kanech21.jp/sc_list/ongaku_d/037_codehikiga.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/396027261
https://kanech21.jp/sc_list/ongaku_d/040_letuurere.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/396182194
https://scratch.mit.edu/projects/484406601
https://kanech21.jp/sc_list/ongaku_d/114_ukurrcodeb.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/536636373
https://kanech21.jp/sc_list/ongaku_d/129_kanadelkeyb.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/615303938
https://scratch.mit.edu/projects/629491926
https://scratch.mit.edu/projects/612816625
https://scratch.mit.edu/projects/615280123
https://scratch.mit.edu/projects/615250273
https://scratch.mit.edu/projects/615290218
https://scratch.mit.edu/projects/615300109
https://scratch.mit.edu/projects/615313744
https://scratch.mit.edu/projects/615285656


英語 全 10 レッツ聞き読みカルタ　(英単語　何曜日）

英語 全 11 レッツ聞き読みカルタ　(英単語　動物） 

英語 全 12 レッツ聞き読みカルタ　(英単語　くだもの・野菜)

英語 全 13  スピードペアマッチ(英語：色）

英語 全 14  スピードペアマッチ(英語：動物１７）

英語 全 15  スピードペアマッチ(英語：果物野菜１５）

英語 全 16  スピードペアマッチ(英語：食べ物１５）

英語 全 17 スピードペアマッチ(何曜日)

英語 全 18 しゃべるキーボード

英語 全 19 英語なんて言ってるかな？

英語 全 20 聞いて覚える英語カード（果物・野菜）　ver.1 

英語 全 21 聞いて覚える英語カード　（動物）　ver.1

英語 全 22 英語タッチ（１～１０）

英語 全 23 英語タッチ（動物）

英語 全 24 ローマ字キーボード（１）　タイピング練習ソフト（きほん）

英語 全 25 入門！ローマ字キーボード（あいうえお）

英語 全 26 入門　シューティングABCキーボード

英語 全 27 シューティングABCキーボード

他 全 1 数字選びトラベル

他 全 2 レッツ　カルタ (秋の虫)　

他 1年 3 しゃべる時計 説明動画

他 全 4 運命の出会いくじ

他 全 5 写真パズル美術館（富士山）

他 全 6 写真パズル美術館（竹林）

他 全 7 写真パズル美術館（桜と和傘）

他 全 8 写真パズル美術館（こもれび）

他 全 9 ちがいを見つけよう！（0）

他 全 10 ちがいを見つけよう！（2）

他 全 11 数字ジグソーパズル８ピース 

他 全 12 数字ジグソーパズル１５ピース

他 全 13 マイ　クラスタイマー(45分) 説明動画

他 全 14 １００連打タイムバトル 説明動画

他 全 15 かくれたもじあて(５マス) 説明動画

他 全 16 かくれた文字あて（16マス） 説明動画

他 全 17 めくって　あてよう！ 説明動画

他 全 18 ぴったり１０びょうバトル 説明動画

他 全 19 カラフル色レンガ大集合！ 説明動画

他 全 20 絵パズルチャレンジ（1） 富士山 説明動画

他 全 21 ★バラバラ絵パズル美術館（R1　１年生図工の絵） 説明動画

他 全 22 教室時計タイマー　（６０分まで） 説明動画

他 全 23 歌おう！ヒロユキくん 説明動画
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