
1 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）

2 英語 3年 2  スピードペアマッチ(ABC大・小文字）

3 英語 5年 3 ★★聞き読みカルタ１　(英５年）

4 英語 5年 4 ★★聞き読みカルタ２　(英５年）

5 英語 5年 5 ★★聞き読みカルタ３　(英５年）

6 英語 5年 6 ★★聞き読みカルタ４　(英５年)

7 英語 5年 7 ★★聞き読みカルタ５　(英５年）

8 英語 5年 8 ★★聞き読みカルタ６　(英５年）

9 英語 5年 9 ★★聞き読みカルタ７　(英５年)

10 英語 5年 10 ★★聞き読みカルタ８　(英５年）

11 英語 5年 11 ★英語聞き取り３択(小５A）

12 英語 5年 12 ★英語聞き取り３択(小５B）

13 英語 5年 13 ★英語聞き取り３択(小５C）

14 英語 5年 14 ★英語聞き取り３択(小５D）

15 英語 6年 15 英単語聞き取り３択クイズ(９００）

16 英語 6年 16 英文聞き取り３択クイズ(３０）

17 英語 全 17 レッツ聞き読みカルタ　(英単語　色）

18 英語 全 18 レッツ聞き読みカルタ　(英単語　体の部分）

19 英語 全 19 レッツ聞き読みカルタ　(英単語　１から１０）

20 英語 全 20 レッツ聞き読みカルタ　(英語ほめことば）

21 英語 全 21 レッツ聞き読みカルタ　(英単語　形）

22 英語 全 22 レッツ聞き読みカルタ　(英単語　たべもの２）

23 英語 全 23 レッツ聞き読みカルタ　(英単語　たべもの）

24 英語 全 24 レッツ聞き読みカルタ　(英単語　数字１～２０）

25 英語 全 25 レッツ聞き読みカルタ　(英単語　何月）

26 英語 全 26 レッツ聞き読みカルタ　(英単語　数字１～１００）

27 英語 全 27 レッツ聞き読みカルタ　(英単語　何曜日）

https://scratch.mit.edu/projects/615303938
https://scratch.mit.edu/projects/629491926
https://scratch.mit.edu/projects/625841279
https://scratch.mit.edu/projects/625845758
https://scratch.mit.edu/projects/625848485
https://scratch.mit.edu/projects/625850211
https://scratch.mit.edu/projects/625851871
https://scratch.mit.edu/projects/625853803
https://scratch.mit.edu/projects/625843144
https://scratch.mit.edu/projects/625856791
https://scratch.mit.edu/projects/626425536
https://scratch.mit.edu/projects/626427487
https://scratch.mit.edu/projects/626430569
https://scratch.mit.edu/projects/626431828
https://scratch.mit.edu/projects/626455568
https://scratch.mit.edu/projects/626469323
https://scratch.mit.edu/projects/612816625
https://scratch.mit.edu/projects/615280123
https://scratch.mit.edu/projects/615250273
https://scratch.mit.edu/projects/615317063
https://scratch.mit.edu/projects/615290218
https://scratch.mit.edu/projects/615290218
https://scratch.mit.edu/projects/615300109
https://scratch.mit.edu/projects/615313744
https://scratch.mit.edu/projects/615285656
https://scratch.mit.edu/projects/615298361
https://scratch.mit.edu/projects/645336846


28 英語 全 28 レッツ聞き読みカルタ　(英単語　動物） 

29 英語 全 29 レッツ聞き読みカルタ　(英単語　くだもの・野菜)

30 英語 全 30 レッツ聞き読みカルタ　(英単語　スポーツ）

31 英語 全 31  スピードペアマッチ(英語：色）

32 英語 全 32  スピードペアマッチ(何月）

33 英語 全 33  スピードペアマッチ(英語：動物１７）

34 英語 全 34  スピードペアマッチ(英語：形の名前９）

35 英語 全 35  スピードペアマッチ(英語：果物野菜１５）

36 英語 全 36  スピードペアマッチ(英語：スポーツ）

37 英語 全 37  スピードペアマッチ(体の部分８）

38 英語 全 38  スピードペアマッチ(英語：食べ物１５）

39 英語 全 39 スピードペアマッチ(何曜日)

40 英語 全 40 ペアさがし（小英単９００）

41 英語 全 41 ペアさがし（小英文３０）

42 英語 全 42 英文聞き取り３択クイズ（ぽかぽかほめことば）

43 英語 全 43 しゃべるキーボード
画面上のABC・・・または、直接キーボードを打つと、アルファベットの発音をしながら、文字が入ります。大文字・小文字を切り替

えることもできます。打ち込んだ単語・文を　英語で読んだり、日本語に訳したりもできます。

44 英語 全 44 日英韓国語翻訳ソフト 　日本語で文を入力すると、英語や韓国語になります！スクラッチの音声合成・翻訳の機能を使います。

45 英語 全 45 英語なんて言ってるかな？
ネコをクリックすると英語発音、ペンギンをクリックすると、英語のつづり、さるをクリックすると日本語が出てきます。※自分でオ

リジナルの問題を作ることができます。

46 英語 全 46 聞いて覚える英語カード（いろいろな職業）　ver.1 「聞くこと」（＋読むこと）を中心に、きちんと覚えるための英語カードです。　チャレンジモードでは、力だめしもできます。

47 英語 全 47 聞いて覚える英語カード（果物・野菜）　ver.1 

48 英語 全 48 聞いて覚える英語カード　（動物）　ver.1

49 英語 全 49 聞いて覚える英語カード　（月）　ver.1 

50
英語 全 50 おしゃべり単語帳 Ver.2

　これは、子どもたちが自分の力で英単語帳や英語のフレーズ帳を作ることができるという画期的なソフトになります。スクラッチが

ネット上で連携した音声合成技術、翻訳ツールを駆使すれば、こんなこともできます。英語だけでなく、世界中の言語にも対応できま

す。子どもたちにとって受け身ではなく、自分から進んで外国語を獲得する姿勢を身につけることはとても大切だと思います。

51 英語 全 51 おしゃべり単語帳 Ver.2(サンプルデータ付）

52 英語 全 52 対話ツール（日本語・英語） 日本語・英語で対話場面を作ります。子どもたちが対話場面を創作する学習活動に使うことができます。

53 英語 全 53 日本語＆英語でおしゃべり（対話ツールをベースにした進化版）
★人物をクリックすると、英語に翻訳・発声します。　多機能です！　これを使いこなせば、新しいタイプの外国語教育ができる！

（かな？）

https://scratch.mit.edu/projects/615296249
https://scratch.mit.edu/projects/615288429
https://scratch.mit.edu/projects/615285971
https://scratch.mit.edu/projects/629087701
https://scratch.mit.edu/projects/629940886
https://scratch.mit.edu/projects/630571571
https://scratch.mit.edu/projects/630581076
https://scratch.mit.edu/projects/630583515
https://scratch.mit.edu/projects/630586054
https://scratch.mit.edu/projects/630578939
https://scratch.mit.edu/projects/630564112
https://scratch.mit.edu/projects/645318378
https://scratch.mit.edu/projects/666546881
https://scratch.mit.edu/projects/666609941
https://scratch.mit.edu/projects/631234384
https://scratch.mit.edu/projects/372549800
https://scratch.mit.edu/projects/372498827
https://scratch.mit.edu/projects/372366997
https://scratch.mit.edu/projects/387280991
https://scratch.mit.edu/projects/387351178
https://scratch.mit.edu/projects/387377823
https://scratch.mit.edu/projects/388156837
https://scratch.mit.edu/projects/554048547
https://scratch.mit.edu/projects/420301057
https://scratch.mit.edu/projects/469253884
https://scratch.mit.edu/projects/481976764


54
英語 全 54 英語でなんていうの？

調べたい言葉を入力すると、すぐに英語になります。調べた言葉は、登録して、あとで聞くこともできます。日本から英語、さらに

は、その英語を日本語に再翻訳することもできます。　前出の「おしゃべり英語辞典」と同様な機能を持っています。デザイン、機能

性はこちらのほうがすっきりしているかも・・・

55
英語 全 55 英語タッチ（１～１０）

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。

56 英語 全 56 英語タッチ（動物）
１００秒でポイントを競います。単純なゲームですが、目のトレーニング（ビジョントレーニング）を意識して制作しました。（意識

しただけで、効果があるかどうかはわかりません。むしろ目が疲れたり、ストレスがたまったりしてマイナスかもしれません）

57 英語 全 57 英語で話そう！（曜日）
・示される英語をまねして発音する練習です。入力枠に音声入力（英語モード）して、正しく英語として認識されると、ハートマーク

が階段を１段のぼります。ゴールまでタイムをはかります。

58

英語 全 58 英語で話そう！（野菜／果物）

・人物をクリックすると正しい発音を繰り返し確認することができます。

＊問題リストを変更したり、言語を変えることも自在にできます。（プログラミングが必要）

＊音声入力ができるパソコン・タブレットが必要です。

＊タイピングの練習としても使えます。

★パスするとき（問題をとばすときは）、そのまま、エンターまたはチェックマークをクリックするとつぎの問題がでます。

★同じ問題が連続で出てくることがあります。

　一応何とか動くようですが、音声入力や音声出力の具合が悪くなることがあります。（特に、わざとたくさんクリックしたり、パス

を繰り返したりすると）

　ブラウザ上で、スクラッチが複数同時に起動している場合や、他のアプリが裏で起動していることの影響があるかもしれません。

59 英語 全 59 英語で話そう！（何月）

60 英語 全 60 英語で話そう！ 　＊＊ほめまくり＊＊

61 英語 全 61 英語・ローマ字キーボードレッスンシリーズリスト

62

英語 全 62 ローマ字キーボード（１）　タイピング練習ソフト（きほん）

★ローマ字タイピングになじんでもらいたいと思って作りました。入力枠や問題表示枠の文字表示が小さいの

で使いにくいかな？（スクラッチの文字表示サイズと表示位置・形式はプログラム上で変更できないことが残

念）

　問題リストは、中のページから簡単（？）に変更ができます。メンバーにあったオリジナル問題にすると楽

しいですね。

　タイピングの練習のアプリが多数ある中で、スクラッチで作ったアプリがはたして使われるでしょうか？

63 英語 全 63 ローマ字キーボード（２）　タイピング練習ソフト（ぽかぽかことば）

64

英語 全 64 入門！ローマ字キーボード（あいうえお）

はじめてキーボードを練習するお子様用に、いきなりローマ字で入力ってハードルが高すぎますね。

まずは、あいうえお　（ＡＩＵＥＯ：ａｉｕｅｏ）の５つのキーのみに限定して練習するのはいかがでしょ

う。

　★まずは、１００秒以内クリアが目安です。

　慣れれば、６０秒を切れます。

　そのぐらいになれば、子音＋母音への発展もスムーズにいくかな？　あくまでも予想ですが・・

65

英語 全 65 入門　シューティングABCキーボード

★ホームポジション　ＦＪに左右人差し指を置いて練習します。

はじめてキーボードを練習するお子様用に、いきなりローマ字で入力ってハードルが高すぎますね。

ここでは、指定されたアルファベットをクリックして、スペースで発射します。

おまけの機能として、ＡＢＣ・・・の発声もします。

66 英語 全 66 シューティングABCキーボード

https://scratch.mit.edu/projects/490388973
https://scratch.mit.edu/projects/531394672
https://scratch.mit.edu/projects/531390650
https://scratch.mit.edu/projects/493796705
https://scratch.mit.edu/projects/493770387
https://scratch.mit.edu/projects/493803331
https://scratch.mit.edu/projects/493807712
https://kanech21.jp/sc_list/kyouza_list/keyboardlesson.html
https://scratch.mit.edu/projects/564097621
https://scratch.mit.edu/projects/564866347
https://scratch.mit.edu/projects/566589738
https://scratch.mit.edu/projects/566662000
https://scratch.mit.edu/projects/566604278


67 英語 全 67 ★英単キーボード（１） ３文字英単語★

68 英語 全 68 ★英単キーボード（２） Ａ～Ｅ★

69 英語 全 69 ★英単キーボード（３） Ｆ～Ｌ★

70 英語 全 70 ★英単キーボード（４） M～S★

71 英語 全 71 ★英単キーボード（５）S～Z★

72 英語 全 72
【NEW】ローマ字キーボード タイピング練習ソフト（ぽかぽかことば） ver.2 

73 音楽 1年 1 小原中部小の校歌を歌おう！ 説明動画 休校中に校歌に親しんでもらいたいと思って作りました。音楽に合わせて、リズムあそびもできます。

74 音楽 1年 2 ドレミファくん 説明動画
★を押すと、鍵盤のドレミ表示が変わる。小学校の低学年の子が鍵盤ハーモニカでドレミを覚えたり、楽譜のドレミを覚える目的で覚

える作成しました。

75

音楽 3年 3 ようこそ！リズムランドへ（３年生用） 説明動画

★リズムであそぼう！（３年・４年音楽）

・ア～カのボタンを押すと、お手本のリズムが４回くり返されます。リズムを聴いて、今度は、自分もドラムをたたいてください。

・ダンサーをクリックすると、声を出します。

・ダンサーはオン・オフできます。

・背景を変えることができます。

・裏のページをいじると、お手本のリズムを自由に作ることができます。

・テンポを変えることができます。

・真ん中の　♩＝　をクリックすると初期値の１２０になります。

（反応が少しもたつくので、楽器としてのレベルはひくいですが・・・」）

76 音楽 4年 4 ようこそ！リズムランドへ　（４年生用）

77

音楽 5年 5 メトロノーム　オン　ステージ Ver.1  説明動画

　５年生の音楽の教科書に、メトロノームが出てきます。こんなメトロノームがあったらおもしろいなあと思って作りました。（反応

が少しもたつくので、メトロノーム・楽器としてのレベルはひくいですが・・・」）

・ダンサーをクリックすると、声を出します。

・ダンサーはオン・オフできます。

・背景を変えることができます。

・裏のページをいじると、お手本のリズムを自由に作ることができます。

・テンポを変えることができます。

78 音楽 全 6  03_メロディパズル（中部小校歌）

79 音楽 全 7 02_メロディパズル（春の小川）

80 音楽 全 8 01_メロディパズル（どんぐりころころ）

81 音楽 全 9 MUSIC　SPACE　ver.1 説明動画
音楽の授業で子どもたち一人一人がタブレットを楽し使って、短いメロディを作って、音作りを楽しむことをイメージして作成しまし

た。

82

音楽 全 10 歌おう！おどろう！　　蚊のカノン 説明動画

・キャラクターをクリックすると、歌とダンス？

・タイミングよくクリックすると？

・下に並んだ３つのアイコンをクリックすると？

・音を途中で止めたくなったら左上の赤〇ボタン

・・・実は、このソフト、音楽の授業で「輪唱」を教えることをイメージして作りました。

https://scratch.mit.edu/projects/597960201
https://scratch.mit.edu/projects/600574275
https://scratch.mit.edu/projects/600893886
https://scratch.mit.edu/projects/600965440
https://scratch.mit.edu/projects/600993939
https://scratch.mit.edu/projects/611738835
https://scratch.mit.edu/projects/385144985
https://kanech21.jp/sc_list/ongaku_d/004_kouka.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/390038127
https://scratch.mit.edu/projects/391944880
https://kanech21.jp/sc_list/ongaku_d/039_metorono.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/569299647
https://scratch.mit.edu/projects/569126840
https://scratch.mit.edu/projects/563838938
https://scratch.mit.edu/projects/381092431
https://kanech21.jp/sc_list/ongaku_d/016_musicspace.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/391090171
https://kanech21.jp/sc_list/ongaku_d/033_kanokanon.mp4


83
音楽 全 11 コードで　ひきがたろう　ver.1 説明動画

　　コード（和音）を使って、伴奏をしながら、歌う楽しさを子どもたちに体験させたいという思いで作成しました。

　ハ長調（C key）の　主要メジャー３和音（C F G7）とマイナー３和音（Am　Em　Dm]）＋手拍子で伴奏します。唱歌　4曲の

コード譜があります。コード譜をクリックすると変わります。　なお、GはG7、Dm7はDmとにたものに置きかえてひきます。

(注)ゆっくりテンポでひいてくださいね。音量あげすぎないように・・・

84
音楽 全 12 レッツ！ウクレレ！　Ver.1  説明動画

　コード（和音）を使って、伴奏をしながら、歌う楽しさを子どもたちに体験させたいという思いで作成しました。

　ハ長調（C key）の　主要メジャー３和音（C F G7）とマイナー３和音（Am　Em　Dm]）＋ウクレレドラム（ウクレレをたたき

ます！）で伴奏します。

85
音楽 全 13 レッツ！ウクレレ！(プラス) ver.1 

前出のレッツ！ウクレレ！の５つのコードに、コードを１０個付け加え、全部で、１５のコードになりました。

ハ長調（Key=C）の主要三和音（スリーコード）のボタンを青色、よく使うマイナーコードのボタンに赤色ラインを入れました。そ

の他の、コードのサイズは、少し小さめにしました。よりたくさんの曲が弾けると思います。

86

音楽 全 14 スケールくん　ver.0 説明動画

・ギターでアドリブを弾く人にとっては、スケールはおなじみだと思います。キーボードでも、スケールを使うと、それらしく演奏で

きるかな？と思って作りました。

・使っていい音を限定することで、それらしい曲ができるってふしぎです。

・こういう類のソフトを作る人も少ないと思います。使う人も少ないと思います。僕は、音楽の授業で使ってみる予定です。音遊び程

度いいので、使ってくださるとありがたいです。

87

音楽 全 15 ★クリスマスオルゴール　（中部っこバージョン） 説明動画

　クリスマスオルゴールです！ラジカセをクリックするとおなじみのクリスマスソングがなります。

中のページからターボモードにしてから動かしてください。通常モードでは、リズムがみだれます。

オクターブ上げたり、下げたりもできます。コスチュームをかえることも可能ですし、背景をかえることもできます。

　※クリスマスの時期に作ったものです。

音楽アプリはガレージバンドのような高機能のものがたくさんあります。それには遠く及びませんが、スクラッチならではの遊び心で

挑みます！

88 音楽 全 16 演奏チャレンジ　（きよしこの夜）

89 音楽 全 17 ★演奏&ダンス　チャレンジ　（かえるの歌） 　

90 音楽 全 18 ★演奏&ダンス　チャレンジ　（よろこびの歌）

91 音楽 全 19 バンド演奏チャレンジ！（冬の星座） 説明動画

92 音楽 全 20 ドレミのこつぶ　Ver.1.01 　（ハッピーバースデー） 説明動画 ・ドレミのこつぶ（各こつぶクローン２０個）を、ドラッグしてならべる。（置く場所は自由）

93
音楽 全 21 ドレミのこつぶ　Ver.1.01　（今日の日にさようなら）

・こつぶを、クリックすると音がなる。（音を出すと座標がリストに記録にのこる）

・クリックモードとタッチモードで演奏できる。

・こつぶを重ねると、和音もできる。（タッチモード）　他　　多機能です

94 音楽 全 22 ドレミのこつぶ　Ver.1.01　（春の小川）

95

音楽 全 23 ウクレレ　コードベーシック　ver.1 説明動画

・ウクレレで弾き語りをするための最初の一歩をサポートするためのソフトです。

・実際のウクレレがなくても、ウクレレ伴奏の雰囲気を味わえます。

・実際のウクレレを手にできる人は、最初にきちんとチューニングしてください。

・つぎに　C、Am、F、G7の４つのコードを押さえられるように練習します。指づかいは正しく！

・ハ長調（Cで始まる曲）のコード付きの譜面があるといいですね。

96

音楽 全 24 カナデル　ベーシック　（陽音階） 説明動画

☆赤いボールを上下にドラッグすると、音階も上下します。

☆陽音階　ドレミソラ（４７抜き）の設定してあります。

☆中心は、ドの音です。黄色ボールをタップすると、中心のドに戻ります。

後出の「カナデルスケール」「カナデルキーボード」の原案になったものです。陽音階一つだけですので、そのシンプルさがよい場合

もあると思います。

　ドレミソラの5音ですが、ここから無限の音楽が生まれる？

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/415886953
https://kanech21.jp/sc_list/ongaku_d/042_sukerukun.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/465107636
https://kanech21.jp/sc_list/ongaku_d/068_crisuorugo.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/466176883
https://scratch.mit.edu/projects/466425326
https://scratch.mit.edu/projects/466431534
https://scratch.mit.edu/projects/468999387
https://kanech21.jp/sc_list/ongaku_d/072_bandhuyu.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/468959193
https://kanech21.jp/sc_list/ongaku_d/073_doremmikotubu.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/468987566
https://scratch.mit.edu/projects/469244923
https://scratch.mit.edu/projects/484406601
https://kanech21.jp/sc_list/ongaku_d/114_ukurrcodeb.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/534701880
https://kanech21.jp/sc_list/ongaku_d/127_kanadedb.mp4


97

音楽 全 25 カナデル　スケール　Ver.1 説明動画

☆赤いボールを左右にドラッグすると、音階も上下します。

☆陽音階　ドレミソラ（４７抜き）の他、陰音階、琉球、ブルース、アラビア、ジプシー、歌謡曲のスケールを選べます。

（注意）　音階を切り替える時は、スケールリセットをクリックするか、赤丸でストップしてから、緑の旗をクリックしてから、音階

スケールを選択してください。

98

音楽 全 26 カナデル 　キーボード　ver.2 説明動画

タブレットがミュージックキーボードになります。

PRポイントは、

１．　演奏モードが切り替わります。

２．　キーを上下できます。（ハ長調の弾き方のまま）

３．　楽器はスクラッチの内蔵音２１音色

４・　一般的な音階スケールごとに、音を取り出すことができます。　これが最大の売りです。　これを使うことで”それっぽい音楽”

が作れます。

　鍵盤楽器が苦手なお子さんでも、それっぽい音楽を奏でる（カナデル）ことができます。コロナ禍で、リコーダーや鍵盤ハーモニカ

が弾けない子どもたちに使ってもらいたくて作りました。

99

音楽 全 27 おけいこキーボード （１） 説明動画

音符を見て、階名で歌ったり、歌詞を歌ったり、キーボードで練習したり・・・さまざまな音楽活動に対応します。

　曲は、シンプルな唱歌に限定します。

おけいこキーボード （１）は

ふじの山、春の小川、たなばたさま、うさぎとかめ、どんぐりころころ　の５曲が練習曲です。タブレットがミュージックキーボード

になります。

PRポイントは、

１．　演奏モードが切り替わります。

２．　キーを上下できます。（ハ長調の弾き方のまま）

３．　楽器はスクラッチの内蔵音２１音色

４．　音符の読み方を覚えながら、歌ったり、演奏したりする練習ができます。

100 国語 1年 1 ペアさがし（小１漢字８０）

101
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。

102 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。

103 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。

104 国語 1年 5 レッツ　カルタ（一年生のかん字） 説明動画

105
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。

106 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

107 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。

108 国語 1年 9 名前ならべ（４）中部っ子　3年生

109 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。

110
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。

https://scratch.mit.edu/projects/535689741
https://kanech21.jp/sc_list/ongaku_d/128_kanadelsukal.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/536636373
https://kanech21.jp/sc_list/ongaku_d/129_kanadelkeyb.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/543415670
https://kanech21.jp/sc_list/ongaku_d/130_okeikokeyboad.mp4
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


111
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。

112

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

113
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。

114

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

115 国語 1年 16 ★★カタカナおけいこ　イイカンジ  説明動画

116 国語 1年 17 ★イイカンジ　１年（１）上 １～４０／８０

117 国語 1年 18 イイカンジ　１年（２）下 ４１～８０／８０ 

118 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

119 国語 1年 20 レッツ　カルタ（一年生のかん字）漢字を読む

120 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）

121 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）

122 国語 1年 23  スピードペアマッチ(ひらがな・カタカナ）

123 国語 2年 24 ペアさがし（小２漢字１４１）

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
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


124
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。

125 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。

126 国語 2年 27 イイカンジ　２年（１）１～４０／１６０

127 国語 2年 28 イイカンジ　２年（２）４１～８０／１６０

128 国語 2年 29 イイカンジ　２年（３）８１～１２０

129 国語 2年 30 イイカンジ　２年（４）１２１～１６０

130 国語 3年 31 ペアさがし（小３漢字１７４）

131 国語 3年 32 部首５０スピードアタック

132 国語 3年 33 ５０の部首をおぼえよう！

133 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。

134 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。

135 国語 3年 36 レッツ　カルタ(ローマ字　よう音　そく音) 

136 国語 3年 37 レッツ ローマ字カルタ(３年生)

137 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。

138 国語 3年 39 ローマ字ならべ　(中級) （中級）は、清音＋濁音です。

139
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。

140 国語 ３年 41 イイカンジ　３年（１）１～４０／２００ 説明動画

141 国語 ３年 42 イイカンジ　３年（２）４１～８０／２００

142 国語 ３年 43 イイカンジ　３年（３）８１～１２０／２００

143 国語 ３年 44 イイカンジ　３年（４）１２１～１６０／２００

144 国語 ３年 45 イイカンジ　３年（５）１６１～２００／２００

145 国語 3年 46 レッツ聞き読みカルタ　(部首５０)

146 国語 3年 47 レッツ聞き読みカルタ　(ローマ字　基本Ⅲ　拗音)

147 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)

148 国語 3年 49 レッツ聞き読みカルタ　(ローマ字　基本Ⅰ　清音)

149 国語 4年 50 ペアさがし（小４漢字１６８）

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/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


150 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。

151 国語 4年 52 レッツ　カルタ(ことわざ　桃コース） 　

152 国語 4年 53 レッツ　カルタ(ことわざ　緑コース）

153 国語 4年 54  スピードペアマッチ(ことわざ）青の部

154 国語 4年 55  スピードペアマッチ(ことわざ　赤の部）

155 国語 4年 56  スピードペアマッチ(ことわざ　緑の部）

156 国語 4年 57  スピードペアマッチ(都道府県名漢字）

157 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

158 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。

159 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。

160 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・・・

161

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し

た。

162 国語 全 63 百人一首スピードアタック　２

163 国語 全 64 百人一首スピードアタック　３

164 国語 全 百人一首スピードアタック　４

165 国語 全 百人一首スピードアタック　５

166 国語 全 百人一首スピードアタック　６

167 国語 全 百人一首スピードアタック　７

168 国語 全 百人一首スピードアタック　８

169 国語 全 百人一首スピードアタック　９

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
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


170 国語 全 百人一首スピードアタック　１０

171
国語 全 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。

172 国語 全 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

173
国語 全 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。

174
国語 全 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！

175 国語 全 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。

176 国語 全 激むず漢字カルタ　（生き物植物・漢字→平仮名） 

177 国語 全 難漢字レッツカルタ（魚へん漢字→平仮名）

178 国語 全 　スピードペアマッチ　(同じ絵）

179 算数 1年 時計ぴったりチャレンジ！

180 算数 1年 ルーレット？それとも時計？（１～１２）

181 算数 1年 ルーレット？それとも時計？（１～６０）

182 算数 1年 たしざん9マスパズル

183 算数 1年 たしたしパズル入門 （１～５）

184 算数 1年 たしたしパズル （１～９）　

185 算数 1年 １から１００まで数えましょう！

186 算数 1年 ２０わのひよこバスのたび 

187 算数 1年 １０わのひよこバスのたび

188 算数 1年 (１０まで)　たたいたかずは いくつ？

189 算数 1年 (２０まで)　たたいたかずは いくつ？

190 算数 1年 たしひき暗算チャレンジ２０ 説明動画
４つのコースから一つを選びます。キャラクターをクリックしてスタートボタンをクリック！数字入力は、画面上でも、キーボードで

もＯＫです。数字キーを押したら、スペースキー！

191 算数 1年 しゃべる！おけいこ時計 説明動画
時計の読み方練習に使います。「文字ばんチェンジ」切り替えたり、針を消したり表示したり、時刻を読み上げたり・・・多機能で

す！

192 算数 1年 なんばんめ (前・後)　１年算数 説明動画 １年算数「なんばんめ」より　　学習の定着に使ってください。

193 算数 1年 なんばんめ (右・左)　１年算数 ＜使い方＞はじめに上にある　みどりのはたを　おします。ねこちゃんをクリックすると、問題を出します。

194 算数 1年 なんばんめ (上・下)　１年算数  当てはまる車を、クリックすると色がつきます。正解すると、正解マークがつき、正解ポイントがはいります。

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
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/567815771
https://scratch.mit.edu/projects/567370042
https://scratch.mit.edu/projects/567325084
https://scratch.mit.edu/projects/567350394
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/391354685
https://kanech21.jp/sc_list/sansu_d/034_nannbanme.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/391361062


195
算数 1年 タッチで１０！（ブロック図版） 説明動画

　このソフトは、幼少～低学年の子たちを想定しています。

（１）緑のはたをクリックすると、空から数字が降ってきます。

（２）もし、６が落ちてきたら、数字を４つタップします。（５秒以内）

（３）ぴったり１０になると、ブロックはハートになってポイントが１点入ります。

196
算数 1年 タッチで１０！（数字版）

１０の補数をブロック図を見て、すばやく答えることを目的にしています。（この学習は、通常おはじきや数字カードを使って学習し

たり、問題プリントで練習したりすることが普通で、それで十分といえば，十分ですが・・・タブレットならではのアプローチにチャ

レンジしました。

197
算数 1年 ぴったり時計あわせ（1）入門レベル 説明動画

時計をぴったりの時間に合わせる練習をします。緑の赤丸ボタンをクリックすると、文字盤表示が切り替わります。時計が苦手な子の

サポートになります。

　なお、同じ系列で３レベルあります。

　　★入門レベルは、分は常に０分　（何時ちょうど）

198 算数 1年 ぴったり時計あわせ（２）初級レベル
★★ぴったり時計あわせ（２）初級レベル

　　分は、５分刻みで出題

199 算数 1年 ぴったり時計あわせ（３）プロレベル
★★★ぴったり時計あわせ（３）プロレベル

　　分は０～５９まで、１分刻みで出題

200 算数 1年 何時何分？ ver.1 説明動画
現在時刻を読み取る練習ができます。問題レベルは3段階あります。　時刻を入力するスライダーが動かしにくいまま、放置していま

した。そのうちに改善対処します。

201

算数 1年 クリック　カウンター　ver.1 説明動画

＜対象＞　小学校低学年

＜使用場面＞　算数「数える～９９９」「位取り」

＜メモ＞

クリックするとカウントアップするだけのソフトですが、数字やマスを隠せることにより、正しく数える練習にもなります。

　（たとえば）

　数字やマスを隠して、先生の指定した数字を数を数えながら正しくクリックする練習に使えます。数を数えることと、数字が結びつ

きにくいお子さんのために役立てることをイメージして作りました。

202 算数 1年 ハートをゲット！　（６から２０までのかず） 説明動画
２０までの数を体感するためのソフトです。

　★１から１０までの数の学習用にもすぐに改造できます。

203
算数 1年 ハートをゲット！　（１から１０までのかず）

　１から１０までの数を体感するためのソフトです。

　ゲーム性を加味しようとしましたが、センスがなくて・・・子どもがのめりこむような魅力はないのでご心配なく。　入学期の１年

生を想定して制作しました。

204 算数 1年 れんしゅうハートのプレゼント　
４つの数字（１～９）の合計で、指示された数字（２～１０）を作るたしざん練習をします。

205 算数 1年 ハートのプレゼント（２つのたしざん） 説明動画
　４つの数字（１～９）の合計で、指示された数字（５～２０）を作るたしざん練習をします。

206
算数 1年 (1) 文章題の計算ノート(たしひき・１０まで) 説明動画

★開発途上ですが、公開します。

１年生算数入門レベルです。

AIが問題文を読み上げますが、発音がたどたどしいです。ところどころ、問題文にまちがいがあります。へんな日本語、へんなアクセ

ントが多数あります。

207 算数 1年 (２) 文章題の計算ノート(たしひき２ くりあがりあり）
たしざん、ひきざんの文章題を読んで（聞いて）式をつくります。式があっている、答えだけあっている、両方と合っている・・・な

どを判定します。

208

算数 1年 １６マスけいチャレ１　レベル１ 説明動画

＜メモ＞

・計算力のアップをめざします。

＜使い方＞

・緑の旗をクリックすると、メニュー画面がでます。

・計算タイプを選びます。

・答えるマスをクリックしたら、右にある数字キーで答えを打ち込みます。

・正しく答えると、マスが消えます。

・マスの裏には、キャラクターがかくれています。

　何がでてくるかは、やるたびにちがいます。

・１６マスをすべて消すと、クリアです。

･・タイムがアナウンスされます。

https://scratch.mit.edu/projects/534518864
https://kanech21.jp/sc_list/sansu_d/111_tachi10.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/490387614
https://kanech21.jp/sc_list/sansu_d/115_pittaritokei.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/490354067
https://scratch.mit.edu/projects/490634117
https://kanech21.jp/sc_list/sansu_d/118_nanjinanpun.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/524274750
https://kanech21.jp/sc_list/sansu_d/122_clickaunnta.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/543820515
https://kanech21.jp/sc_list/sansu_d/133_hartget.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/544205605
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


209
算数 1年 １６マスけいチャレ２　レベル２

・１００マス計算は、とても有名な計算練習方法ですが、タブレットでやるとすればこんな感じかな？

・紙でやるのもいいとは思いますが、スクラッチ版もなかなかいいと思いませんか？

・中のページを書き換えると、問題レベルを変えたり、デザインを変えることができます。

210

算数 1年 スピードペアマッチ(１～１０の数字と数）

（１）スタートフラッグ

（２）モンキーをクリックすると、１６枚のカードが裏向きに並べられる。

（３）カードは２枚ずつ、同じ数字のカードがあるので、それを見つける。：：：トランプの神経衰弱のイメージ

（４）同じ数字のカードを選ぶと、カードが消える。

（５）全てのペアを見つけるとクリア

＊クリックするとクリックパワーがマイナス２になり0以下になるとゲームオーバー

211 算数 1年 レッツ聞き読みカルタ　(数のおけいこ　１０まで）
読み上げられる数字を聞いて、数字と数カードを選ぶ学習活動に取り組みます。

212 算数 1年 レッツ聞き読みカルタ　(数のおけいこ　１０まで）

213 算数 2年 かけたしパズル

214 算数 2年 かけかけパズル

215 算数 2年 九九をつかって数えよう！

216 算数 2年 かけ算九九チャレンジ２０ 説明動画 九九の練習を１０のコースから一つを選びます。キャラクターをクリックすると、背景が変わります。

217 算数 2年 歌って覚えよう！（かけ算九九） 説明動画 九九ソングを歌いながら、九九に親しむソフトです。

218
算数 2年 レッツ　カルタ(九九　２のだん) 説明動画

・カルタや、フラッシュカードを使って、九九を確実に定着できることを目的にしています。

　九九カルタは、１～９のだんがあります。

・九九の練習ソフトは、そのほかにも、「歌っておぼえるかけ算九九」　「かけ算九九チャレンジ２０」があります。

219 算数 2年 レッツ　カルタ(九九　１のだん）

220 算数 2年 レッツ　カルタ(九九　３のだん)

221 算数 2年 レッツ　カルタ(九九　４のだん)

222 算数 2年 レッツ　カルタ(九九　５のだん)

223 算数 2年 レッツ　カルタ(九九　６のだん)

224 算数 2年 レッツ　カルタ(九九　７のだん)

225 算数 2年 レッツ　カルタ(九九　８のだん)

226 算数 2年 レッツ　カルタ(九九　９のだん)

227 算数 2年 レッツ　カルタ（おはじきいくつかな？） 説明動画

228
算数 2年 たし筆算練習マシン ver.1 説明動画

・かけ算・足し算・引き算の筆算をノートに書いて解く手順で練習するためのソフトです。

・自動的に問題を出すことも、自分で問題作ることもできます。・答え合わせは、個々の数字ごとに確認できます。

・その他、細かい工夫がありますが、その分、いろいろなところで不具合は出ると思います。

229
算数 2年 ひき筆算練習マシン(調整中) 説明動画

・かけ算・足し算・引き算の筆算をノートに書いて解く手順で練習するためのソフトです。

・自動的に問題を出すことも、自分で問題作ることもできます。・答え合わせは、個々の数字ごとに確認できます。

・その他、細かい工夫がありますが、その分、いろいろなところで不具合は出ると思います。

230 算数 2年 ハートのプレゼント（かけ算　１，２，３のだん）
２つの数字（１～９）をかけ合わせてで、指示された数字（任意の段の乗数）を作るかけざん練習をします。

231 算数 2年 ハートのプレゼント（かけ算　４，５，６のだん）
２つの数字（１～９）をかけ合わせてで、指示された数字（任意の段の乗数）を作るかけざん練習をします。

https://scratch.mit.edu/projects/556820922
https://scratch.mit.edu/projects/630544261
https://scratch.mit.edu/projects/615568653
https://scratch.mit.edu/projects/615568653
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://kanech21.jp/sc_list/sansu_d/047_99karuta2.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/469971556
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/469983823
https://kanech21.jp/sc_list/sansu_d/056_karutaohajiki.mp4
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
https://scratch.mit.edu/projects/548598388


232 算数 2年 ハートのプレゼント（かけ算　7，8，9のだん）
２つの数字（１～９）をかけ合わせてで、指示された数字（任意の段の乗数）を作るかけざん練習をします。

233 算数 2年 (3) 文章題の計算ノート(かけざん・わりざん）
問題は、順番に出すことも、バラバラに出すこともできます。　かけざん、わりざんも、同様です。

234

算数 2年 スマイルハート銀行 説明動画

＜メモ＞

授業の中で、先生の指示のもとで使う”ツール”として考えて作成しました。

＜授業イメージ1＞

T「今から先生がいった数字のお金を貯金してね」

T「では、６８円」

T「さあ、ぴったりかな？　確かめてみよう！」

235 算数 2年 ★ぎゃく九九カルタ★１のだん　 九九の答えを式に結びつける練習をします。

236 算数 2年 ★ぎゃく九九カルタ★２のだん　

237 算数 2年 ★ぎゃく九九カルタ★３のだん　

238 算数 2年 ★ぎゃく九九カルタ★４のだん

239 算数 2年 ★ぎゃく九九カルタ★５のだん

240 算数 2年 ★ぎゃく九九カルタ★６のだん　

241 算数 2年 ★ぎゃく九九カルタ★７のだん

242 算数 2年 ★ぎゃく九九カルタ★８のだん

243 算数 2年  ★ぎゃく九九カルタ★９のだん

244 算数 3年 大きな数をスラスラ読もう ！Ver.01

245 算数 3年 わり算暗算チャレンジ２０
旗をクリックすると、メニュー画面が出てきます。４つもコースから一つを選びます。キャラクターをクリックすると、背景が変わり

ます。スタートボタンをクリックすると、出題されます。数字の入力は、画面上でも、キーボード上でもＯＫです。

246
算数 3年 かけ筆算練習マシン ver.1 説明動画

・かけ算・足し算・引き算の筆算をノートに書いて解く手順で練習するためのソフトです。

・自動的に問題を出すことも、自分で問題作ることもできます。・答え合わせは、個々の数字ごとに確認できます。

・その他、細かい工夫がありますが、その分、いろいろなところで不具合は出ると思います。

247
算数 3年 時間筆算チャレンジ！　（調整中）一応動きます 説明動画

　低学年の子どもたちにとって時計の時刻と時間の関係を理解するのはなかなか難しいです。 時計（スクラッチ版もあります）を

使って、時間の考え方を一通り学習してから、筆算という便利な方法があることを教えます。　特に、分の繰り上がり、時の繰り下が

りは丁寧に教えたいものです、それでも、ちんぷんかんな子はけっこういると思います。

　このソフトを使って、少し多めに練習すると自信がつく（かな？）と思います。

248
算数 3年 時刻と時間を表すおけいこ時計 説明動画

　大型の練習用時計を使ったり、数直線を使ったりと、あれこれ苦心させている先生も多いかと思います。今わからなくても、そのう

ちわかるよ・・・確かに生活経験を積む中で自然に理解できることも多いです。（先生ががんばりすぎて、子どもを追い込むよりはい

いのかもしれません）でも、教師たるもの何とか工夫して理解させたいとは思いませんか。

　本ソフトが役に立ったという先生が一人でもいれば幸いです。

249
算数 3年 分度器ミサイル　ver.1 説明動画

角度のイメージがもてることを目指しています。分度器の使い方を一通り覚えた後、これを使います。

（１）　動き回る敵をクラゲをタップすると、動きが１５秒間とまります。

（２）　角度をセットしてミサイルを撃ち込みます。※角度は５度間隔です。

https://scratch.mit.edu/projects/548599762
https://scratch.mit.edu/projects/554109069
https://scratch.mit.edu/projects/527528454
https://kanech21.jp/sc_list/sansu_d/163_sumailginko.mp4
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://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


250

算数 3年 そろばんモンキー　ver.1 説明動画

・３けたまでの数字の位取り

・そろばん学習の導入

＜使い方＞

・緑の旗クリックで、初期画面（全ソフト共通）

・途中でやめるときは赤ボタン（〃）

・モンキーをクリックすると、１～９９９までの数字をランダムに出題。

・そろばんの玉を動かして数字をつくる。

　（玉は、タッチ＆ドラッグ：コツがある）

　※コツ：＊動かしたい玉を正確いタッチしそのまま、すばやく、上下に動かす。このとき、上に動かしたいときは、玉の上半分、下

に動かしたいときは、玉の下半分を最初にタッチするとよい・・・すぐになれるのでご心配なく）

・そろばんで数字が出来たら、モンキークリックで答え合わせ

・正解、不正解のアナウンスがあり、正解すると１０点ゲット

・１００点になるとゴールメッセージ

251 算数 全 Make 10!(メイクテン：１０をつくろう！） 説明動画 自機をコントロールし、１０を作るとポイントゲット！　けっこうむずかしいです！

252 算数 全 １０を作ってシュートをきめよう！(練習モード)
自分のボールをドラッグして、数字ボールと合体すると、自分のボールの数字が合計数に変わります。もし、１０を超えると、下１け

たになります。（例）１５なら５、１２なら２・・・・１０点になると、ゴールできます。

253 算数 全 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
ゲームという形はとっていますが、１０の分解、一けた同士のたしざんの練習としてのねらいもあります。

マウスの操作（ドラッグ・クリック・ドロップ）の練習にもなります。

254
算数 全 ハートのプレゼント　（４つのたしざん）

４つの数字（１～９）の合計で、指示された数字（５～２０）を作るたしざん練習をします。　合計の数の範囲を変えたり、４つの数

字を減らしたりすることで、問題レベルを調整して、低学年の子どもたちにも対応できる。

　頭の中で”たしざんのあらし”になるかも？

255 算数 全  マッチ(１からスピードペア１０の数と数字）

256 算数 ハートのプレゼント（かけ算　すべてのだん）
２つの数字（１～９）をかけ合わせてで、指示された数字（任意の段の乗数）を作るかけざん練習をします。

257

社会 3年 ★音読シリーズ（小学校社会科　地理分野）【愛知県・豊田市】  ※説明動画

＜学習の仕方＞

　１　全文を音読する。　（画面を、タッチまたはクリックすると、付せんが外せる）

　　　※黄色マーカーは、重要語句であることを意識する。　（読める・書けるをめざす）

　２　付せんつきのまま読む。　（画面を、タッチまたはクリックすると、付せんつきになる）

　　　※１，２を繰り返す。

　３　ドリルにチャレンジする。　回答はノートに書き込む。

　　　※正解は、本文中にある。（黄色マーカーがあるところのどれか）

　４　ふりかえりノート（自分で用意する）に、今日の日付、テーマ、重要語句を一つ以上使って、感想を書く

258 社会 3年 ★音読シリーズ（小学校社会科　地理分野）【 方角・東西南北】

259 社会 3年 ★音読シリーズ（小学校社会科　地理分野）【地図記号】

260 社会 3年 レッツ地図記号カルタ

261 社会 3年  スピードペアマッチ(社会：地図記号）

262 社会 4年 愛知県の市町村チャレンジ！

263 社会 4年 ☆都道府県ハート大作戦 ２ 説明動画
☆画面を連打したり、アナウンスを最後まできかないで次に進もうとすると、エラーが起きて、全部がクリアできないことがありま

す。（そうなったらごめんなさい）

264 社会 4年 ☆☆上級者用　　都道府県ハート大作戦 ３　（ご当地じまん編） 説明動画 都道府県の情報を聞いて（読んで）都道府県を当てます。

265 社会 4年 レッツ カルタ（都道府県漢字　平仮名→漢字）

266 社会 4年  レッツ カルタ（都道府県漢字　漢字→平仮名

https://scratch.mit.edu/projects/556885709
https://kanech21.jp/sc_list/sansu_d/186_soroban.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/378493192
https://kanech21.jp/sc_list/sansu_d/007_make10.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/471971299
https://kanech21.jp/sc_list/sansu_d/045_10sakka.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/548239707
https://scratch.mit.edu/projects/630544261
https://scratch.mit.edu/projects/548600942
https://kanech21.jp/ondoku/ondoku_chiri/chi_01.html
https://kanech21.jp/ondoku/210829ondokupr.mp4
https://kanech21.jp/ondoku/ondoku_chiri/chi_02.html
https://kanech21.jp/ondoku/ondoku_chiri/chi_03.html
https://scratch.mit.edu/projects/606333265
https://scratch.mit.edu/projects/630588884
https://kanech21.jp/sc_list/syakai_d/aichi_2022_list.html
https://scratch.mit.edu/projects/534374511
https://kanech21.jp/sc_list/syakai_d/109_todoufuken1.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/534403392
https://kanech21.jp/sc_list/syakai_d/110_todouhukenn2.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/604434290
https://scratch.mit.edu/projects/604426364


267 社会 4年 レッツ聞き読みカルタ　(都道府県）

268 社会 5年 ★音読シリーズ（小学校社会科　地理分野）【低い土地・高い土地】 

269 社会 5年 ★音読シリーズ（小学校社会科　地理分野）【国土の気候】 

270 社会 5年 ★音読シリーズ（小学校社会科　地理分野）【暖かい土地･寒い土地】 

271 社会 5年 ★音読シリーズ（小学校社会科　地理分野）【仕事と産業】

272 社会 5年 ★音読シリーズ（小学校社会科　地理分野）【食料生産･米作り 】

273 社会 5年 ★音読シリーズ（小学校社会科　地理分野）【水産業と食料自給率】 

274 社会 5年 ★音読シリーズ（小学校社会科　地理分野） 【工業生産・貿易】

275 社会 5年 ★音読シリーズ（小学校社会科　地理分野）【情報産業】

276 社会 5年 ★音読シリーズ（小学校社会科　地理分野）【環境】

277 社会 5年 ★音読シリーズ（小学校社会科　地理分野）【日本地図を書こう】

278 社会 5年 ★音読シリーズ（小学校社会科　地理分野）【４つの島 / ８つの地方】 

279 社会 5年 ★音読シリーズ（小学校社会科　地理分野）【日本の領土 / 工業地帯 】

280

社会 6年 日本の歴史入門　「年表マスター」ver.1 説明動画

＜ねらい＞

歴史年表を手書きでさっと書けるようになりませんか？

・時代区分と９つの年号を覚えてしまうと、歴史学習が楽しく（わかりやすく）なりますよ。

＜使い方＞

（１）緑の旗をクリックすると、スクラッチが年表をかきあげていきます。１５のブロックがポイントです。

（２）年表の下のボールが時代区分を表す９つの年号です。このボールをクリックすると、モンキーがアナウンスします。（これを覚

えられることが目標です。）

（３）右の矢印をクリックすると、年表の覚え方の説明が出てきます。先生をクリックすると声を出します。（スクラッチの音声言語

です）

281

社会 6年 音読！日本の歴史（１）「縄文時代」 説明動画

＜ねらい＞

・付箋にかくれた文字を予想しながら、音読できたり、書いたりすることができる。

・繰り返し、読んだりすることで、その時代をイメージする。

・もっと知りたくなって、教科書や資料集を見たくなったらいいなあ！

＜使い方＞

（１）緑の旗をクリック

（２）本文を読む。

（３）スピーカーをクリックすると、合成音声が読み上げる。

（４）付箋は、個別にオンオフできる。まとめてオンオフすることもできる。

282 社会 6年 音読！日本の歴史（２）「弥生時代」

283 社会 6年 音読！日本の歴史（３）「古墳時代」

284 社会 6年 音読！日本の歴史（４）「飛鳥時代」1

285 社会 6年 音読！日本の歴史（５）「飛鳥時代」２

https://scratch.mit.edu/projects/615322993
https://kanech21.jp/ondoku/ondoku_chiri/chi_04.html
https://kanech21.jp/ondoku/ondoku_chiri/chi_05.html
https://kanech21.jp/ondoku/ondoku_chiri/chi_06.html
https://kanech21.jp/ondoku/ondoku_chiri/chi_07.html
https://kanech21.jp/ondoku/ondoku_chiri/chi_08.html
https://kanech21.jp/ondoku/ondoku_chiri/chi_09.html
https://kanech21.jp/ondoku/ondoku_chiri/chi_10.html
https://kanech21.jp/ondoku/ondoku_chiri/chi_11.html
https://kanech21.jp/ondoku/ondoku_chiri/chi_12.html
https://kanech21.jp/ondoku/ondoku_chiri/chi_13.html
https://kanech21.jp/ondoku/ondoku_chiri/chi_14.html
https://kanech21.jp/ondoku/ondoku_chiri/chi_15.html
https://scratch.mit.edu/projects/557445835
https://kanech21.jp/sc_list/syakai_d/187_rekisinepyou.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/557321068
https://kanech21.jp/sc_list/syakai_d/188_ondoku_rekisi.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/557359875
https://scratch.mit.edu/projects/557362744
https://scratch.mit.edu/projects/557366988
https://scratch.mit.edu/projects/557369755


286 社会 6年 音読！日本の歴史（6）奈良時代

287 社会 6年 音読！日本の歴史（7）平安時代

288 社会 6年 音読！日本の歴史（8）鎌倉時代

289 社会 6年 音読！日本の歴史（9）室町時代

290 社会 6年 音読！日本の歴史（１０）安土桃山時代１

291 社会 6年 音読！日本の歴史（１１）安土桃山時代２

292 社会 6年 音読！日本の歴史（１２）江戸時代１

293 社会 6年 音読！日本の歴史（１３）江戸時代２

294 社会 6年 音読！日本の歴史（１４）江戸時代3

295 社会 6年 音読！日本の歴史（１５）明治維新

296 社会 6年 音読！日本の歴史（１６）大日本帝国憲法

297 社会 6年 音読！日本の歴史（１７）戦争の５０年

298 社会 6年 音読！日本の歴史（１８）高度経済成長

299

社会 6年 日本歴史３択クイズ 説明動画

前作「音読！日本の歴史」に完全対応した３択クイズです。基本的な歴史用語に限定しています。

縄文～戦後まで、１８カテゴリーで、問題は７９です。

＜使い方＞

▲▲　で　時代（全１８）を選択

▲　で問題（全７９　各カテゴリ４～６題）を選択

300

社会 6年 ★音読シリーズ（小学校社会科　公民分野）【子育て支援の願いを実現する政治】 ※説明動画

＜学習の仕方＞

　１　全文を音読する。

　　　※黄色マーカーは、重要語句であることを意識する。　（読める・書けるをめざす）

　２　付せんつきのまま読む。　（画面を、タッチまたはクリックすると、付せんつきになる）

　　　※１，２を繰り返す。

　３　ドリルにチャレンジする。　回答はノートに書き込む。

　　　※正解は、本文中にある。（黄色マーカーがあるところのどれか）

　４　ふりかえりノート（自分で用意する）に、今日の日付、テーマ、重要語句を一つ以上使って、感想を書く。

301 社会 6年 ★音読シリーズ（小学校社会科　公民分野）【震災復興の願いを実現する政治】

302 社会 6年 ★音読シリーズ（小学校社会科　公民分野）【国の政治のしくみ】

303 社会 6年 ★音読シリーズ（小学校社会科　公民分野）【私たちのくらしと日本国憲法（１）】

304 社会 6年 ★音読シリーズ（小学校社会科　公民分野）【私たちのくらしと日本国憲法（２）】

305 社会 6年 ★音読シリーズ（小学校社会科　公民分野）【私たちのくらしと日本国憲法（３）】

306 社会 6年 ★音読シリーズ（小学校社会科　公民分野）【国際機関と復興支援】

https://scratch.mit.edu/projects/557475116
https://scratch.mit.edu/projects/557476577
https://scratch.mit.edu/projects/557477085
https://scratch.mit.edu/projects/557477788
https://scratch.mit.edu/projects/557478282
https://scratch.mit.edu/projects/557551473
https://scratch.mit.edu/projects/557555234
https://scratch.mit.edu/projects/557558544
https://scratch.mit.edu/projects/557564112
https://scratch.mit.edu/projects/557570792
https://scratch.mit.edu/projects/557574490
https://scratch.mit.edu/projects/557583591
https://scratch.mit.edu/projects/557589591
https://scratch.mit.edu/projects/557698585
https://kanech21.jp/sc_list/syakai_d/206_rekisi3taku.mp4
https://kanech21.jp/ondoku/ondoku_koumin/kou_01.html
https://kanech21.jp/ondoku/210829ondokupr.mp4
https://kanech21.jp/ondoku/ondoku_koumin/kou_02.html
https://kanech21.jp/ondoku/ondoku_koumin/kou_03.html
https://kanech21.jp/ondoku/ondoku_koumin/kou_04.html
https://kanech21.jp/ondoku/ondoku_koumin/kou_05.html
https://kanech21.jp/ondoku/ondoku_koumin/kou_06.html
https://kanech21.jp/ondoku/ondoku_koumin/kou_07.html


307 社会 6年 ★音読シリーズ（小学校社会科　公民分野）【国際協力】

308 社会 6年 ★音読シリーズ（小学校社会科　公民分野）【国旗と国歌】

309 社会 6年 レッツ歴史人物カルタ　Ⅰ（～　原始・飛鳥・奈良・平安　）

310 社会 6年 レッツ歴史人物カルタ　Ⅱ（鎌倉・室町・戦国　）

311 社会 6年 レッツ歴史人物カルタ　Ⅲ（江戸時代））

312 社会 6年 レッツ歴史人物カルタ　Ⅳ（明治～）

313 他 全 スピードペアマッチ シリーズリスト

314 他 全 レッツ聞き読みカルタ シリーズリスト

315 他 全 レッツカルタ シリーズリスト

316 他 3年 「地球にやさしい暮らし方」学び発表会のＰＲプレゼン

317 他 全 数字選びトラベル

318 他 全 （年賀状１）

319 他 全 （年賀状２）

320 他 全 （年賀状３）

321 他 全 明日の始まりまであと何分何秒？

322 他 全 ふゆやすみクイズ１（中部小バージョン）

323 他 全 レッツ　カルタ (秋の虫)　

324 他 全 レッツ カルタ（ポジティブ変換）

325 他 全 60 ハングル文字チャレンジ！

326 他 全 レッツ　カルタ（ハングル単語２５）

327 他 全 レッツ　カルタ（働く犬）

328 他 全 レッツ　カルタ（ハングルフレーズ２５）

329 他 全 レッツ　点字カルタ（あ～ん）

330 他 全 レッツ食育カルタ 

https://kanech21.jp/ondoku/ondoku_koumin/kou_08.html
https://kanech21.jp/ondoku/ondoku_koumin/kou_09.html
https://scratch.mit.edu/projects/611419601
https://scratch.mit.edu/projects/611166909
https://scratch.mit.edu/projects/611470268
https://scratch.mit.edu/projects/611477062
https://kanech21.jp/sc_list/speed_pear_mach/speed_pear_mach_list.html
https://kanech21.jp/sc_list/kyouza_list/kikiyomikaruta_list.html
https://kanech21.jp/sc_list/kyouza_list/let_karuta_list.html
https://scratch.mit.edu/projects/616623338
https://scratch.mit.edu/projects/649112941
https://scratch.mit.edu/projects/622405146
https://scratch.mit.edu/projects/622421730
https://scratch.mit.edu/projects/622428301
https://scratch.mit.edu/projects/622558329
https://scratch.mit.edu/projects/619926231
https://scratch.mit.edu/projects/569735300
https://scratch.mit.edu/projects/604655780
https://scratch.mit.edu/projects/602721454
https://scratch.mit.edu/projects/608082946
https://scratch.mit.edu/projects/606873003
https://scratch.mit.edu/projects/608424478
https://scratch.mit.edu/projects/596395558
https://scratch.mit.edu/projects/608940262


331

プログラミング 全 ００　 スクラッチキャット登場 解説動画(６:２２)

緑の旗をクリックすると、赤色のスクラッチキャットが登場します。ながめているだけでは、何もしません。実は、この

キャットくん、いろいろなわざを仕組まれています。キャットくんをクリックすると、９つのボタンが出てきます。ボタ

ンをクリックすると、キャットくんが、おぼえたわざを見せてくれます。

　すごいなあ・・・おもしろそう・・・ワタシも自分だけのキャットくん（キャットとはかぎらないけど）を育ててみた

いなあ・・・と思ったら、カネッチの「レッツ！スクラッチ」を始めましょう！

　そうそう、カネッチがつくったお勉強用のアプリ・・・あれはぜんぶスクラッチで作ったんだよ。カネッチは大人だけ

ど、子どもたちでもスゴイ作品を作ってる子はたくさんいます。

楽しく、奥深いスクラッチプログラミングの世界へようこそ！スクラッチキャットは、あなたの知恵と工夫で・動きま

す！　・変身します！　・踊ります！

・しゃべります！　・日本語も、英語も・・・世界中のことばもOK　・計算だってバッチリ　・音楽演奏もバッチリ！

・・・ロボットをつないでコントロールもできます！　なんでもできる　スーパーキャットを、あなた自身で育ててくだ

さい。

　スクラッチキャットを育てること・・・これがプログラミングです。むずかしそう？　そうです。むずかしいし、たい

へんです。うまくいかないこと、わからないことがいっぱいです。でもそれは少しずつ乗り越えていくことが、すごく楽

しいのです。　さあ、子どもたち（おとなたちも）、スクラッチを楽しみましょう！

332

プログラミング 全 ０１　 ネコをうごかそう！ 解説動画(５:３０)

おてほんボタンをクリックすると・・・・

おてほんキャットが出てきます。これをクリックすると

ここでは、「うごき」の命令（めいれい）を使っています。

333

プログラミング 全 ０２　さかなをうごかそう　 解説動画(４:００)

おてほんボタンをクリックすると・・・・

おてほんキャット（青いおさかな）が出てきます。これをクリックすると

ここでは、「うごき」と「くりかえし」の命令（めいれい）を使っています。

334

プログラミング 全 ０３　モンキーくん　へんしん！ 解説動画(４:５４)

おてほんボタンをクリックすると・・・・

おてほんキャット（モンキー）が出てきます。これをクリックすると

ここでは、「見た目」の命令（めいれい）を使っています。

335

プログラミング 全 ０４　にぎやかなペンギンさん　 解説動画(５:１５)

おてほんボタンをクリックすると・・・・

おてほんキャット（ペンギンさん）が出てきます。これをクリックすると

ここでは、「音」の命令（めいれい）を使っています。

336

プログラミング 全 ０５　ラジコンコントローラー 解説動画(５:１５)

おてほんボタンをクリックすると・・・・

おてほんキャットが出てきます。これをクリックすると

ここでは、「制御（せいぎょ）」「うごき」の命令（めいれい）を使っています。

https://scratch.mit.edu/projects/560566521
https://kanech21.jp/let_sc/let_sc_j00_s.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/560515375
https://kanech21.jp/let_sc/let_sc_j01.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/560528520
https://kanech21.jp/let_sc/let_sc_j02.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/560532348
https://kanech21.jp/let_sc/let_sc_j03.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/560542463
https://kanech21.jp/let_sc/let_sc_j04.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/560552498
https://kanech21.jp/let_sc/let_sc_j05.mp4


337

プログラミング 全 ０６　ぶつかり調べ 解説動画(９:１７) 

おてほんボタンをクリックすると・・・・

おてほんキャットが出てきます。これをクリックすると

ここでは、「調べる」（～に触れた）の命令（めいれい）を使っています。

338

プログラミング 全 ０７　サイコロ　ランナー 解説動画(８:３５)

　大人のスクラッチキャットをクリックすると、サイコロがぐるぐる回って、0～９までの数字をだします。

ミニキャットが、その数の歩数分進みます。

★乱数・変数を使ったプログラムです。

ちょっとむずかしいけど、プログラムの意味を考えてみよう！！

一人で走るのは、つまらないから、もう一人、ふやします。

でも、下のネコは、プログラムがたりないので、動けません。なんとかならないかなあ？

339

プログラミング 全 ０８　合わせて１０をつくりたい！ 解説動画(７:１０)

最初に緑の旗クリック

左ネコをクリックすると１～９のどれかの数字をつぶやきます。

次に右ネコをクリックすると１～９のどれかの数字をつぶやきます。

合計が１０になると、空のかなたから、ハートが近づいて音楽がなります。

ここで使うコマンド

乱数　変数

＊＊まで待つ

340
プログラミング 全 ０９　へんてこ作文　きほん 解説動画(６:１０)

キャラクターをクリックすると、それぞれが、「いつ」「どこで」「だれが」「何した」といいます。

ここでは、リストの使い方をマスターしましょう！

341
プログラミング 全 １０　しゃべる！へんてこ作文 解説動画(５:１０)

０９　へんてこ作文に、音声合成を付け加えました。

拡張機能「音声合成」をプログラムにつけたす方法をマスターしよう！

342
プログラミング 全 １１　英語でしゃべる！へんてこ作文 解説動画(６:２３)

０９　へんてこ作文に、音声合成を付け加えました。

拡張機能「音声合成」＋「翻訳」をプログラムにつけたす方法をマスターしよう！

343
プログラミング 全 １２　お絵かき　タートルくん 解説動画(８:５５)

ここにいるのは、何もできない１ぴきの亀、タートルくんです。

このタートルくんをクリックすると、何かがおこる！

そんなプログラムを作りましょう！

344

プログラミング 全 １３　カラフルらくがきボード 解説動画(５:２６)

スクラッチっぽい、お絵かきボートかも？

プログラミングの工夫を見つけてくださいね。コピーして改造してもいいですよ。

スプライトのコスチューム、背景を描くツールは、スクラッチの中にもともと入っています

が、画面全体に絵をかきたいときは、このツールであそべます。

ハートボタンで、背景を切り替えます。

藍色のカバーをクリックすると絵をかくしたり、出したりできます！

レッツスクラッチ！の教材として作ったものですが、ちょっとしたお絵かきツールとしても使

えます。

https://scratch.mit.edu/projects/560897304
https://kanech21.jp/let_sc/let_sc_j06.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/560969754
https://kanech21.jp/let_sc/let_sc_j07.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/561505624
https://kanech21.jp/let_sc/let_sc_j08.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/561516534
https://kanech21.jp/let_sc/let_sc_j09.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/561525989
https://kanech21.jp/let_sc/let_sc_j10.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/561521302
https://kanech21.jp/let_sc/let_sc_j11.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/481713501
https://kanech21.jp/let_sc/let_sc_j12.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/561822646
https://kanech21.jp/let_sc/let_sc_j13.mp4


345

プログラミング 全 １４　たのしい演奏会 解説動画(７:１１)

１４　たのしい演奏会

スクラッチの拡張機能の中にある「音楽」の使い方を紹介します。

　スクラッチには、もともと「音」のコマンドがありますが、拡張機能「音楽」は、スクラッ

チを楽器にするすることができます。

　「音楽」に興味をもった人は、Kanech21 の、音楽スタジオにあるいくつかのコンテンツを

ごらんください。キーボード、ウクレレ、メロディ作り、リズム練習、演奏・・・等、豊富で

す。

　iPadの「Garage　Band」初め、初心者からプロまで使えるアプリはたくさんあります。で

も、プログラミングと音楽を結びつけることができるのはスクラッチならではです。

346

プログラミング 全 １５　ビデオで動かそう！ 解説動画(６:１５)

１５　ビデオで動かそう！

拡張機能「ビデオモーションセンサー」を使ってみました。

カメラ付きのパソコン、タブレットで動作します。

立ち上げると、カメラを使ってよいか聞かれるので、「はい」（許可する）をえらんでくださ

い。

カメラが、背面（リア）になっていたら、自分側（フロント）に切り替えてください。

この切替方法は、機種によって異なります。

画面のどこかにビデオマーク（たぶん小さい）があるので、そこをクリックして自分が写るよ

うにします。

かなりおもしろい機能です。

いろいろ応用してください。

ただし、機種や環境によってはうまく動かないこともあると思います。

347

プログラミング 全 １６　ねこたたきゲーム 解説動画(４:１１)

１６　ねこたたきゲーム

クローンを使うとこんなゲームもすぐにできます。

このゲームの仕組みが分かるといろいろ応用できることまちがいなしです。

このコンテンツは、スクラッチのクローンを学ぶための教材です。いろいろ工夫してもっとお

もしろいゲームを開発してください。

https://scratch.mit.edu/projects/562054423
https://kanech21.jp/let_sc/let_sc_j14.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/562068504
https://kanech21.jp/let_sc/let_sc_j15.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/562091306
https://kanech21.jp/let_sc/let_sc_j16.mp4


348

プログラミング 全 １７　わくわくハートゲーム 解説動画(６:０７)

１７　わくわくハートゲーム

　３０のハートが動き回っています。

　そのうち、一つだけがあたりです。

　一つずつクリックして、あたりだと、メッセージがでます。　くじのかわりに使うこともで

ますよ。

１６　ねこたたきゲームをもとに、作り替えたゲームです。

以下、少し難しいですよ。ゲームを作りたい人はのりこえてね！　ここで、学んでもらいたい

ことは、それぞれのクローンごとに、割り当てられた変数「ローカル変数」です。通常の変数

は、グローバル変数といって、どのスクリプト、どのクローンからも読むことができる変数で

す。ローカル変数は、名前が同じでも、そのクローン（またはそのスクリプト）ごとに、こと

なる値を割り振ることができます。

このコンテンツは、スクラッチのクローンとローカル変数を学ぶための教材です。いろいろ工

夫してもっとおもしろいゲームを開発してください

349

プログラミング 全 １８　２カ国語紙しばい 解説動画(７:１４)

１８　スクラッチ紙芝居

スクラッチで紙芝居を作るとしたら、こんな感じです。

矢印をクリックす　変数「紙芝居番号」が１～４に変わります。

その番号と連動して、背景ば変わったり、セリフが変わったります。

音声合成・翻訳機能をつけたして、バイリンガルです。

自分でつくった紙芝居が２カ国語（英語以外もOK）になります。英語の勉強にもなりますよ！

スクラッチのプログラミング学習のためにつくったサンプルです。改造して自分の紙芝居をつ

くってください。

パワーポイントでもできない紙芝居ですよ。

スクラッチプログラミングのパワーはすごしでしょ。

350

プログラミング 全 １９　３択クイズクリエーター 解説動画(１０:０５)

１９　３択クイズクリエーター

　リストを使って、簡単に３択クイズを出すソフトです。

　リストからランダムに問題を選んで、正解者を３名のだれかにします。

　＜こんな問題点もあります！＞

連続して、同じ問題を出してしまうこともあります。

　クリックすれば、ちがう問題を出します。

回答者の答えは、一人が正解で、ほかの二人は、答えリストからランダムに答えます。正解者

が二人、三人になる場合があります。

スクラッチプログラミングの学習用です。

改造することで、オリジナルの３択クイズアプリをつくってください。

https://scratch.mit.edu/projects/562109466
https://kanech21.jp/let_sc/let_sc_j17.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/562119309
https://kanech21.jp/let_sc/let_sc_j18.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/562129472
https://kanech21.jp/let_sc/let_sc_j19.mp4


351

プログラミング 全 ２０　とばそう！フリスビー 解説動画(８:０２)

２０　とばそう！フリスビー

マウスカーソルを追いかけて、回転しながら飛ぶフリスビー・・・プログラムは意外とシンプ

ルです。

同じスプライトの中で、同時進行するプログラミングをマスターしましょう。

フリスビーを飛ばすだけでは飽き足らず、ランダムに動き回る果物のクローンも用意しまし

た。

　フリスビーが当たると、果物が消えます。

　全部、消えると、クリアです。

スクラッチプログラミングの学習用に作ったものです。

改造してもっとおもしろくわくわくするものにしてくださいね。

352

プログラミング 全 ２１　とばそう！フリスビー （タイマー付き） 解説動画(８:５４)

　２０　とばそう・・・に、タイマーをつけました。

タイマーの時刻は、小数点第３位まで計測されてすごいのですが、それを、小数点第１位にし

ています。その部分が難しいかも知れません。

　所要時間計測、制限時間設定の仕方をマスターすると特にゲームを作るときに役立ちます。

353

プログラミング 全 ２２　おしゃべりボタン（３カ国語） 解説動画(１０:４４) 

２２　おしゃべりボタン

スクラッチでは、「このスプライトを押したとき」というコマンドがよく使われます。

このスプライトは、見た目「幽霊」（透明化）を使うと、透明のまま、命令ボタンとして使う

ことができます。「隠す」を使うと、命令ボタンとして使うことができなくなります。「透

明」にするか、「隠す」にするかは、目的によって使い分けましょう。

下の緑のボタンで、半透明か透明か、言語の種類（二歩日本語・英語・韓国語）を切り替える

ことができます。

★スクラッチプログラミングの学習用に作った教材ですが、プレゼンをスクラッチで作るな

ど、工夫しだいで応用範囲が広がります。日本語だけで、いろいろな国の言葉が表せるなんて

すごいと思いませんか。

354 他 1年 レッツ聞き読みカルタ　(のりものカルタ）

355 他 1年 レッツ聞き読みカルタ　(くだもの絵カルタ）

356 他 1年 しゃべる時計 説明動画
パソコンの時計と連動しています。背景、まわりのキャラクター、時計の針をクリックすると声が聞こえてきます。ただ

の時計ではつまらないので・・・

357 他 全 運命の出会いくじ

358 他 全 大晦日の夜に除夜の鐘をならそう！

359 他 全 はるやすみクイズ（中部小バージョン）

360 他 全 ふゆやすみクイズ２（中部小クイズ）

361 他 全 写真パズル美術館（富士山）

https://scratch.mit.edu/projects/562161528
https://kanech21.jp/let_sc/let_sc_j20.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/562207901
https://kanech21.jp/let_sc/let_sc_j21.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/562521155
https://kanech21.jp/let_sc/let_sc_j22.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/615615497
https://scratch.mit.edu/projects/615623833
https://scratch.mit.edu/projects/374835469
https://kanech21.jp/sc_list/sonota_d/010_osyaberitokei.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/613464463
https://scratch.mit.edu/projects/622340066
https://scratch.mit.edu/projects/666175024
https://scratch.mit.edu/projects/621537741
https://scratch.mit.edu/projects/569370395


362 他 全 写真パズル美術館（竹林）

363 他 全 写真パズル美術館（桜と和傘）

364 他 全 写真パズル美術館（こもれび）

365 他 全 「見る」コグトレ１（同じものさがし）　　　

366 他 全 ちがいを見つけよう！（0）

367 他 全 ちがいを見つけよう！（2）

368 他 全 めいろチャレンジ　レベル１

369 他 全 めいろチャレンジ　レベル２（敵・おやつアイテムつき）

370 他 全 数字ジグソーパズル８ピース 

371 他 全 数字ジグソーパズル１５ピース

372 他 全 マイ　クラスタイマー(45分) 説明動画
　タイマーは、１００均でも手に入るし、学校の授業用パソコンにも、使いやすいものが入っていますが・・・スクラッ

チをつかって、こんなのをつくりました。ちょうど、半分になると「のこり半分です」と言います。

373 他 全 ３択クイズ 説明動画
３択クイズを自分で作って友達にやってもらうことができます。スクリプトの中の問題作成ブロックに、問題文を書き込

めば、オリジナルの３択クイズを作ることができます。

374 他 全 スクラッチでプレゼン ★スクラッチでプレゼンすることや、そのあと、三択クイズに挑戦することをイメージして作りました。

375 他 全 提案！地球にやさしいくらし方発表会PRポスター
平成15年度の4年生発表会のPRポスターです。当時のパソコンで作ったポスターがスクラッチで復活します。スクラッチ

でプレゼンもおもしろいかも！ 声は合成音声ですが歌声伴奏は、本物です。

376 他 全 １００連打タイムバトル 説明動画
　自分のチームのネコをひたすら速く１００回連打するまでの時間を競います。（やさしく、正確に、タップしてくださ

い。画面をこわさないように！やりすぎて指の筋肉をいためないように・・・）

377

他 全 かくれたもじあて(５マス) 説明動画

　３～５もじのことばをきめて、マスにていねいにかきます。かきなおすときは、こくばんけしで、なぞります。

　もじをかくします。

★　ともだちに、かくしたもじをあててもらいます。

（ちゅうい）　マスのあけしめは、必ず、上の黄色のバーをクリックしましょう。

じぶんでかんがえたもんだいを、ともだちどうしでときあいっこします。

つかいかた・あそびかたをいろいろくふうしましょう。

378 他 全 かくれた文字あて（16マス） 説明動画

379 他 全 めくって　あてよう！ 説明動画

380
他 全 ぴったり１０びょうバトル 説明動画

たわいもないゲームです。一人でやってもおもしろくもなんともありませんが、二人でやったり、チームに分かれて、勝

ち抜きバトルにしたり・・・教室で手拍子したり・・・１０秒間にスクワットをしたり・・・ようは運用の仕方しだい

で、盛り上がると思います。

381 他 全 カラフル色レンガ大集合！ 説明動画
★色について興味をもつきっかけになるとうれしいです！　ゲームではありませんが、スクラッチならではの遊び要素も

ほんの少しだけ入っています。

382 他 全 栄養バランス
まだ未完成ですが、協働開発のため、一時的に公開します。　基本な仕様としては、食材を少年の口に運ぶと、６つの栄

養素を表す玉にかわり、栄養ボードに運ばれます。

https://scratch.mit.edu/projects/569372016
https://scratch.mit.edu/projects/569373749
https://scratch.mit.edu/projects/569350389
https://scratch.mit.edu/projects/570617206
https://scratch.mit.edu/projects/569284802
https://scratch.mit.edu/projects/569273472
https://scratch.mit.edu/projects/566854625
https://scratch.mit.edu/projects/566897956
https://scratch.mit.edu/projects/563835656
https://scratch.mit.edu/projects/563798184
https://scratch.mit.edu/projects/376214136
https://kanech21.jp/sc_list/sonota_d/008_myclasstimer.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/372352149
https://kanech21.jp/sc_list/sonota_d/014_3takukuizu.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/386745421
https://scratch.mit.edu/projects/541445196
https://scratch.mit.edu/projects/534670881
https://kanech21.jp/sc_list/sonota_d/113_taimebator.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/524488209
https://kanech21.jp/sc_list/sonota_d/123_kakuretamoji5.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/536819112
https://kanech21.jp/sc_list/sonota_d/124_kakaureoji16.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/525142679
https://kanech21.jp/sc_list/sonota_d/125_mekutte.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/525283005
https://kanech21.jp/sc_list/sonota_d/126_pittari10.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/539466226
https://kanech21.jp/sc_list/sonota_d/131_karahururennga.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/548638608


383

他 全 絵パズルチャレンジ（1） 富士山 説明動画

　　絵、写真が、9分割、１６分割、２５分割されて、バラバラに散らばります。ドラッグしてもとの絵、写真に直しま

す。

完成したら（自分で判断）、ハートマークをクリックすると、所要時間がアナウンスされます。

　※絵を分割するために、フリーソフトの画像分割エンジンImgSplit.exeを利用しました。とても使いやすいです。（ウ

インドウズ対応）

★データサイズが大きいので、環境によって、開けない可能性があります。

前出の絵パズルチャレンジをもとにして作成しました。絵は、R1年度の1年生図工の作品です。

　絵パズルチャレンジをやったR3年度3年生の子たちが「自分の絵をパズルにしてほしい」と言ってきたので作ってみま

した。（ボクは、子どもたちの作品はデータとして蓄積しています）

384 他 全 絵パズルチャレンジ（2）中部小のにじ

385 他 全 絵パズルチャレンジ（３）中部小の景色３種類

386 他 全 ★バラバラ絵パズル美術館（R1　１年生図工の絵）  説明動画

387

他 全 ちがいを見つけよう！（１） 説明動画

<メモ>

・二つの絵をくらべて、ちがいを見つけます。

・左と右をくらべると、ちがうところが見つかります。

・見つかったら、その部分をクリック（タップ）します。　クリックできる数は、ちがいの数＋２回です。

（めくらめっぽうタッチしてクリアしてしまうとつまらないから）

＜使い方＞

・緑の旗をクリック

・問題を選ぶ（１～３）　※増やすことも可能です

・先生をタップします。

・２つの絵が表れたら、開始。

・全部見つけると、軽快な音楽がなります。

・違う問題を選ぶときは、緑の旗を押して　リスタート

388 他 全 ハートパクパクチャレンジ！ 説明動画
★ビデオカメラがついているタブレットorスマホで動作します。（環境によっては動作が不安定です）

★60秒間に、スクラッチくんがハートをいくつゲットできるかチャレンジします。

389
他 全 教室時計タイマー　（６０分まで） 説明動画

　教室で使うタイマーというと、デジタル式のものが思いますが、低学年の子供たちにとっては、現在時刻と連動できる

と時間感覚がつかみやすいと思います。　スクラッチを教室でツールとして使うこと自体にハードルはあると思います

が、ご参考までに・・・

390
他 全 歌おう！ヒロユキくん 説明動画

「ヒロユキくん」は、先輩のヨシロウ先生が初めて中学の先生になったとき、出会った子です。そのときの出会いを歌に

しました。とってもすてきな歌ですので、受け持った子たちといつも歌ってきました。　聞こえてくるのは、平成13年度

の加納小4年生です。

391

理科 3年 やまびこモンキー

小学３年生で「音の伝わり方」を勉強します。そこでは、「振動」という概念で音をとらえていきます。「音」の速さについてはまだ

言及していませんが、音の性質を考えていくなかで、「速さ」に目を向ける子もいます。　雷、花火、飛行機・・・、糸を伝わる速さ

は・・・水中を、金属を・・・音の高さを震え方は・・・真空の中では・・・ハテナが次から次へわき上がります。　もちろん、その

全てを授業の中で扱うことはしません。でもこんなソフトにふれることで、子どもたちの興味・関心を高めることにつながればうれし

いです。

392 理科 6年 燃焼時の原子の動き
鉄が燃えるとき・木が燃えるときの分子の動きのシミュレーションです。仮説実験授業「燃焼」の副教材にと思って作成しましたが、

いまひとつの出来栄えです。　だれも使いそうもないので、操作性も今一つです。

393 理科 6年 人体模型　(制作中)
人の体の内臓の形、およその位置、その機能についての学習で使います。　現在、詰めの段階です。プログラミング教材ならではの工

夫・面白味をどのように加味するのかが今後の課題です。

https://scratch.mit.edu/projects/554139957
https://kanech21.jp/sc_list/sonota_d/166_epazuru.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/554273068
https://scratch.mit.edu/projects/554338196
https://scratch.mit.edu/projects/554567574
https://kanech21.jp/sc_list/sonota_d/169_barabarawjijutu.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/557804206
https://kanech21.jp/sc_list/sonota_d/207_matigaisagasi.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/387379631
https://kanech21.jp/sc_list/sonota_d/019_hatopakupaku.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/548095351
https://kanech21.jp/sc_list/sonota_d/144_kyostutimaer.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/388048618
https://kanech21.jp/sc_list/sonota_d/026_hiroyukikun.mp4
https://scratch.mit.edu/projects/548061625
https://scratch.mit.edu/projects/532631630
https://scratch.mit.edu/projects/549571903

