
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

・ひらがなキーボードをクリックすると、一文字ずつ発声して、ことばがつくられます。濁音・促音等も左側もボタンをクリックす

るとキーボードが切り替わるので入力できます。・ことばは、「よむ」ことができます。・つくったことばは、ことば銀行に登録で

きます。・登録された言葉を選んで、読むことできます。

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
・「あ～ん」のカードからランダムに5枚のカルタが並べられます。・カルタをクリックすると、うんこ歌が詠み上げられます。・こ

の時、カルタの位置を覚えてください。・男の子をクリックすると、チャレンジモードになります。

国語 1年 4 脳トレカルタ（しゃべる！１年生の漢字かるた）
・「一年生の漢字８０文字」のカードからランダムに5枚のカルタが並べられます。・カルタをクリックすると、漢字歌が詠み上げら

れます。

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

低学年のお子さんがひらがなに慣れ親しむことを目的に作成しました。

今回は、「いきもの、たべもの」（５文字以下）で問題を作成しましたが、問題は簡単に作ることができます。

　★得点が１００点になるとゴール　花火があがります。

国語 1年 7 ひらがなならべ（2）がっこう
低学年のお子さんがひらがなに慣れ親しむことを目的に作成しました。

今回は、「がっこう」（７文字以下）で問題を作成しましたが、問題は簡単に作ることができます

国語 1年 8 なまえならべ（3）ちゅうぶっこ ちゅうぶっこ限定バージョンです。中のページからリストを書き換えれば、オリジナルバージョンがすくにできます。

国語 1年 9 名前ならべ（４）中部っ子　3年生

国語 1年 10 カタカナならべ
低学年のお子さんがひらがなに慣れ親しむことを目的に作成しました。

今回は、「カタカナ　いきもの」をテーマに問題を作成しましたが、問題は簡単に作ることができます。

国語 1年 11 ひらがな　なぞりがき 説明動画

ひらがなの書き方の練習をするものです。

画数ごとに、ペンの色が変わります。

お手本なしにすると、いろいろな字が自由にかけます。

国語 1年 12 カタカナ　なぞりがき

カタカナをおぼえるためのソフトです。

スクラッチとしてのおもしろみはあるかと思います。

一度ためしてみてください。

全面黒板モードは、書き順を教えるときに使えるかもしれません。

国語 1年 13 1年生　かんじ　なぞりがき

★２０２１年5月に作った「ひらがななぞり書き」をもとに、作りました。

　1年生漢字（80字）の書き方の練習をするものです。

＜追加機能＞

・お手本えらびの矢印

・ハート？　ランダムに漢字を出します

国語 1年 14 ひらがなタッチ（１） 説明動画

緑の旗をクリックすると、いろいろなボールが出てきます。それぞれのボールは、ことばをつぶやきます。モンキーが指定すること

ばのボールをタッチすると、タッチポイントが、＋２、ミスタッチは、ー１、５こタッチすると、ステージクリアでボーナスポイン

ト　＋１０です。１００秒でポイントを競います。

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/546280258
https://scratch.mit.edu/projects/547532561
https://scratch.mit.edu/projects/547759725
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/530919341
https://kanech21.jp/sc_list/kokugo_d/162_hiraganatauch.mp4


国語 1年 15 ★★ひらがなおけいこイイカンジ 　

イイカンジ　シリーズは、基本的は部分は共通です。

・一覧表に、文字が一覧表示されます。

・クリックすると、おけいこモードが開きます。

・読み方を確認することができます。

・読み方は、左右のキャラクターをクリックするとアナウンスされます。右は基本の読み方、使い方

・読み方を確認することができます。１・読み方は、左右のキャラクターをクリックするとアナウンスされます。

・右キャラクターは基本の読み方、使い方、左キャラクターは、五七調の漢字歌（自作）をアナウンスします。（アナウンスは合成

音声を使用）

・アクセントがおかしかったり、読み違えがあります。（楽しんでください）

・お手本をなぞり書きができます。画数ごとにペンの色が自動的に変わります。

・お手本は消したり、再表示したりできます。（お手本の左上の丸をクリックします）

・ペンでかいた文字は、黒板消しをクリックすると、消すことができます。

・お手本は、一覧表に戻って選択したり、数字窓の左右の▼をクリックして変えることができます。

・チャレンジをクリックすると、ランダムに問題を読み上げます。練習枠に書き込みます。

・左上のボタンをおすと、お手本と比べることができます。

・一覧表から、カルタにチャレンジすることもできます。

・ペンギンをクリックすると問題文が読み上げられます。

・声で読み上げた後、時間差をおいて、読み上げ文が表示されます。

・４０枚クリアするまでの時間を計測します。

・時間によって、級レベルがアナウンスされます。

・正解すると、札の色が変わります。間違えると10秒加算ペナルティー

国語 1年 16 ★★カタカナおけいこ　イイカンジ 説明動画

国語 1年 17 ★イイカンジ　１年（１）上 １～４０／８０

国語 1年 18 イイカンジ　１年（２）下 ４１～８０／８０ 

国語 1年 19  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 20 レッツ　カルタ（一年生のかん字）漢字を読む

国語 1年 21 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 22 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 23  スピードペアマッチ(ひらがな・カタカナ）

国語 2年 24 ペアさがし（小２漢字１４１）

国語 2年 25 脳トレカルタ（しゃべる！２年生の漢字かるた）

★二年生が習う漢字１６０文字のカルタです。お手つきなしで、5枚めくることができると、すてき？なプレゼントがもらえます。じ

つは、漢字歌（作ること）に凝っています。カネッチのオリジナルです。２年生にとっては、難しい語句もあるけど言葉のリズムを

楽しんでくれたらうれしいです。

国語 2年 26 2年生　かん字　なぞりがきおけいこ(1)
★２０２１年5月に作った「ひらがななぞり書き」をもとに、作りました。　2年生漢字（160字の半分８０字）の書き方の練習をす

るものです。

国語 2年 27 イイカンジ　２年（１）１～４０／１６０

国語 2年 28 イイカンジ　２年（２）４１～８０／１６０

国語 2年 29 イイカンジ　２年（３）８１～１２０

国語 2年 30 イイカンジ　２年（４）１２１～１６０

国語 3年 31 ペアさがし（小３漢字１７４）

国語 3年 32 部首５０スピードアタック

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


国語 3年 33 ５０の部首をおぼえよう！

国語 3年 34 レッツ　カルタ(ローマ字　きほん) １ 説明動画
小学生が、カルタ遊びやフラッシュカードを使ってローマ字に親しみながら、ローマ字（読み中心）を確実に定着できることを目的

にしています。

国語 3年 35 レッツ　カルタ(ローマ字　だく音) 練習モード（フラッシュカード）とチャレンジモードがあります。

国語 3年 36 レッツ　カルタ(ローマ字　よう音　そく音) 

国語 3年 37 レッツ ローマ字カルタ(３年生)

国語 3年 38 ローマ字ならべ　(初級)
モンキーが言っている言葉を、ローマ字ブロックを並べて表す練習です。ローマ字の読みの練習を一通りした後によいかと思いま

す。　　（初級）は、清音のみ　3文字以内です。

国語 3年 39 ローマ字ならべ　(中級) （中級）は、清音＋濁音です。

国語 3年 40 ３年生　かん字なぞりがきおけいこ　

★２０２１年5月に作った「ひらがななぞり書き」をもとに、作りました。

　３年生漢字（２００字のうち、８０字）の書き方の練習をするものです。後出の、イイカンジに、発展しますので、そちらを使っ

てください。

国語 ３年 41 イイカンジ　３年（１）１～４０／２００ 説明動画

国語 ３年 42 イイカンジ　３年（２）４１～８０／２００

国語 ３年 43 イイカンジ　３年（３）８１～１２０／２００

国語 ３年 44 イイカンジ　３年（４）１２１～１６０／２００

国語 ３年 45 イイカンジ　３年（５）１６１～２００／２００

国語 3年 46 レッツ聞き読みカルタ　(部首５０)

国語 3年 47 レッツ聞き読みカルタ　(ローマ字　基本Ⅲ　拗音)

国語 3年 48 レッツ聞き読みカルタ　(ローマ字　基本Ⅱ　濁音・半濁音)

国語 3年 49 レッツ聞き読みカルタ　(ローマ字　基本Ⅰ　清音)

国語 4年 50 ペアさがし（小４漢字１６８）

国語 4年 51 レッツ　カルタ（ことわざ　青コース） 説明動画
・カルタや、フラッシュカードを使って、ことわざ親しむことを目的にしています。

　ことわざカルタは、青・桃・緑の三コースがあります。

国語 4年 52 レッツ　カルタ(ことわざ　桃コース） 　

国語 4年 53 レッツ　カルタ(ことわざ　緑コース）

国語 4年 54  スピードペアマッチ(ことわざ）青の部

国語 4年 55  スピードペアマッチ(ことわざ　赤の部）

国語 4年 56  スピードペアマッチ(ことわざ　緑の部）

国語 4年 57  スピードペアマッチ(都道府県名漢字）

国語 全 58 漢字・ひらがな・カタカナ　イイカンジ＆なぞり書き シリーズリスト

国語 全 59 詩を楽しもう（谷川俊太郎） 説明動画 ひらがなばかりの詩は、低学年でも楽しめます。

国語 全 60 反対言葉 説明動画
入力し文字列を逆向きに並びかえて、それを音読するソフトです。　上から読んでも、下から読んでも、同じ・・・このような文を

回文といいます。

国語 全 61 じゅげむにチャレンジ！ 説明動画
★寿限無（じゅげむ）、寿限無、ごこうのすりきれれ・・・・早口で、滑舌よく言えるようになると楽しいです。暗唱できるともっ

と面白いです。・・・みんなで、群読したり、早読み競争したり、習字の半紙に、小筆で書いたり、落語劇を演じたり・・・

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/534698038
https://scratch.mit.edu/projects/550980713
https://scratch.mit.edu/projects/550948713
https://scratch.mit.edu/projects/555006525
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/615566083
https://scratch.mit.edu/projects/615562070
https://scratch.mit.edu/projects/615563618
https://scratch.mit.edu/projects/662781450
https://scratch.mit.edu/projects/469703282
https://kanech21.jp/sc_list/kokugo_d/078_kotowaza1.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/469767797
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/629969559
https://kanech21.jp/sc_list/kyouza_list/iikannji.html
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


国語 全 62 百人一首スピードアタック　１ 説明動画

＜使い方の説明＞

（１）　１のボタンは、１０枚ずつの歌グループになっています。（１）　１のボタンは、１０枚ずつの歌グループになっていま

す。

　１・・・歌番号１～１０　　２・・・歌番号１１～２０　　（略）１０・・・歌番号９１～１００

（２）カルタスタート

　札がならべられたら、ネコをクリックします。カルタの上の句が表示され、音声による読み上げが始まります。　なるべく早く，

下の句のカルタをクリックします。

　四捨五入で１秒未満なら２００ポイント

　１秒なら１９０ポイント・・・

　１０枚クリアまでの得点合計によって、レベルが示されます。

　最高位・レベル２０、レベル１９・・・・レベル１、入門者・・

お手つきすると、２０ポイント　マイナス

※小学４年生の国語で、百人一首が紹介されています。授業としての扱いは短時間ですが、日本の誇るべき文化ですので、この機会

に親しんでもらいたいと考えて、今日（2020/11/03）ほぼ、一日がかりで作成しました。

※ちゃんとした本物のカルタを使って楽しませたいのですが、タブレットを使って、どの子も平等に楽しめることを考えて作成しま

国語 全 63 百人一首スピードアタック　２

国語 全 64 百人一首スピードアタック　３

国語 全 65 百人一首スピードアタック　４

国語 全 66 百人一首スピードアタック　５

国語 全 67 百人一首スピードアタック　６

国語 全 68 百人一首スピードアタック　７

国語 全 69 百人一首スピードアタック　８

国語 全 70 百人一首スピードアタック　９

国語 全 71 百人一首スピードアタック　１０

国語 全 72 レッツ　カルタ(春の七草) 説明動画

　１月７日の学校の給食で七草がゆ（七草ふりかけごはん）がでました。ボクは食育に強い関心をもち、自分の受け持つクラスで

は、ずっと大切にしてきました。食には、栄養的にも、文化的にも、学びの宝庫です。・・・今回は、七草を漢字で書くと・・・と

いう視点で、カルタを作成しました。

国語 全 73 日本語で話そう！（試作） 説明動画
★英語で話そう！シリーズの姉妹編として日本語版も作ってみました。

音声入力機能を使うと、いろいろなことができそうですね

国語 全 74 ローマ字おけいこキーボード　 説明動画

★ローマ字学習用ツールとして作成しました。★このソフトのおもしろみは、ローマ字を日本語読みと英語読みを比べることができ

ることです。外国人（英語を話す人）にヘボン式がよいことを実感することができます。

★ローマ字でしりとり遊びするなど、使い方によっては楽しめます。紙メディアでは絶対にできない学習ツールだと自負する次第で

す。

国語 全 75 ２年１組　だじゃれカード

画面をクリックすると次のだじゃれがでます。全部で２５あります。

お気に入りのだじゃれはどれですか？

みなさんも　だじゃれを　つくりましょう！

国語 全 76 アナウンサーへの道（開発中）
早口ことばの練習を通して滑舌トレーニングします。バナナをクリックしてから、キャラクターをクリックするといろいろな声とス

ピードで例文を読み上げます。

国語 全 77 激むず漢字カルタ　（生き物植物・漢字→平仮名） 

国語 全 78 難漢字レッツカルタ（魚へん漢字→平仮名）

国語 全 79 　スピードペアマッチ　(同じ絵）

https://scratch.mit.edu/projects/445300511
https://kanech21.jp/sc_list/kokugo_d/058haykuninn1.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/445326624
https://scratch.mit.edu/projects/445385013
https://scratch.mit.edu/projects/445387404
https://scratch.mit.edu/projects/445390033
https://scratch.mit.edu/projects/445019120
https://scratch.mit.edu/projects/445395514
https://scratch.mit.edu/projects/445397120
https://scratch.mit.edu/projects/445400591
https://scratch.mit.edu/projects/445040753
https://scratch.mit.edu/projects/470861896
https://kanech21.jp/sc_list/kokugo_d/081_letkaruta_haru7.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/493812342
https://kanech21.jp/sc_list/kokugo_d/106_niohnngode.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/552124537
https://kanech21.jp/sc_list/kokugo_d/107_romajikeybord.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/541436159
https://scratch.mit.edu/projects/551985131
https://scratch.mit.edu/projects/604447289
https://scratch.mit.edu/projects/604439939
https://scratch.mit.edu/projects/629061848

