
番号 課題テーマ 内容

A-1 せんの　れんしゅう（1） 直線

A-2 せんの　れんしゅう（2） 直線

A-3 せんの　れんしゅう（3） 直線（折れ線）

A-4 せんの　れんしゅう（4） 直線（折れ線）

A-5 せんの　れんしゅう（5） 直線（折れ線）

A-6 せんの　れんしゅう（6） 直線（三角形）

A-7 せんの　れんしゅう（7） 直線（蛇行）

A-8 せんの　れんしゅう（8） 直線（蛇行）

A-9 せんの　れんしゅう（9） 直線（蛇行）

A-10 せんの　れんしゅう（10） 波線

A-11 せんの　れんしゅう（11） S 字線

A-12 せんの　れんしゅう（12） 曲線

A-13 せんの　れんしゅう（13） 丸

A-14 せんの　れんしゅう（14） 丸（の字）

A-15 せんの　れんしゅう（15） 曲線（ねじれの練習）

A-16 せんの　れんしゅう（16） 曲線（ねじれの練習）

A-17 せんの　れんしゅう（17） 図形　ぐるぐるしかく

A-18 せんの　れんしゅう（18） 図形　かざぐるま

A-19 せんの　れんしゅう（19） 図形　おどろいた

A-20 せんの　れんしゅう（20） 図形　はながさいた

A-21 ひらがなの　れんしゅう（1） あ / あめ

A-22 ひらがなの　れんしゅう（2） い / いぬ

A-23 ひらがなの　れんしゅう（3） う / うさぎ

A-24 ひらがなの　れんしゅう（4） え / えのぐ

A-25 ひらがなの　れんしゅう（5） お / おに

A-26 ひらがなの　れんしゅう（6） か / かめ

A-27 ひらがなの　れんしゅう（7） き / きりん

A-28 ひらがなの　れんしゅう（8） く/ くり

A-29 ひらがなの　れんしゅう（9） け / けむし

A-30 ひらがなの　れんしゅう（10） こ / こま

A-31 ひらがなの　れんしゅう（11） さ / さくら

A-32 ひらがなの　れんしゅう（12） し / しお

A-33 ひらがなの　れんしゅう（13） す / すいか

A-34 ひらがなの　れんしゅう（14） せ / せみ

A-35 ひらがなの　れんしゅう（15） そ / そら

A-36 ひらがなの　れんしゅう（16） た / たいこ

A-37 ひらがなの　れんしゅう（17） ち / ちょう

A-38 ひらがなの　れんしゅう（18） つ / つくえ

A-39 ひらがなの　れんしゅう（19） て / てがみ

A-40 ひらがなの　れんしゅう（20） と / とけい

A-41 ひらがなの　れんしゅう（21） な / なす

A-42 ひらがなの　れんしゅう（22） に / にじ

A-43 ひらがなの　れんしゅう（23） ぬ / ぬりえ

A-44 ひらがなの　れんしゅう（24） ね / ねこ

A-45 ひらがなの　れんしゅう（25） の / のり

A-46 ひらがなの　れんしゅう（26） は / はな　

A-47 ひらがなの　れんしゅう（27） ひ / ひこうき

A-48 ひらがなの　れんしゅう（28） ふ / ふね

A-49 ひらがなの　れんしゅう（29） へ / へび

A-50 ひらがなの　れんしゅう（30） ほ / ほん

番号 課題テーマ 内容

A-51 ひらがなの　れんしゅう（31） ま/まめ

A-52 ひらがなの　れんしゅう（32） み/みかん

A-53 ひらがなの　れんしゅう（33） む/むし

A-54 ひらがなの　れんしゅう（34） め/めだか

A-55 ひらがなの　れんしゅう（35） も/もり

A-56 ひらがなの　れんしゅう（36） や/やかん

A-57 ひらがなの　れんしゅう（37） ゆ/ゆき

A-58 ひらがなの　れんしゅう（38） よ/よる

A-59 ひらがなの　れんしゅう（39） ら/らくだ

A-60 ひらがなの　れんしゅう（40） り/りんご

A-61 ひらがなの　れんしゅう（41） る/あひる

A-62 ひらがなの　れんしゅう（42） れ/れんこん

A-63 ひらがなの　れんしゅう（43） ろ/ろうそく

A-64 ひらがなの　れんしゅう（44） わ/わなげ

A-65 ひらがなの　れんしゅう（45） を/きをつけ

A-66 ひらがなの　れんしゅう（46） ん/しんぶん

A-67 ひらがなの　れんしゅう（47） がぎぐげご/がっこう

A-68 ひらがなの　れんしゅう（48） うさぎ/どんぐり

A-69 ひらがなの　れんしゅう（49） げた/だんご

A-70 ひらがなの　れんしゅう（50） ざじずぜぞ/ざる

A-71 ひらがなの　れんしゅう（51） じかん/すず

A-72 ひらがなの　れんしゅう（52） かぜ/ぞう

A-73 ひらがなの　れんしゅう（53） だぢづでど/だいこん

A-74 ひらがなの　れんしゅう（54） はなぢ/かんづめ

A-75 ひらがなの　れんしゅう（55） でんわ/まど

A-76 ひらがなの　れんしゅう（56） ばびぶべぼ/こくばん

A-77 ひらがなの　れんしゅう（57） かびん/ぶどう

A-78 ひらがなの　れんしゅう（58） なべ/ぼうし

A-79 ひらがなの　れんしゅう（59） ぱぴぷぺぽ/かっぱ

A-80 ひらがなの　れんしゅう（60） はっぴ/てんぷら

A-81 ひらがなの　れんしゅう（61） ほっぺた/たんぽぽ

A-82 ひらがなの　れんしゅう（62） にっき/きって

A-83 ひらがなの　れんしゅう（63） ゃ ゅ ょ/でんしゃ

A-84 ひらがなの　れんしゅう（64） きゅうり/ちょう

A-85 ひらがなの　れんしゅう（65） おかあさん/おねえさん　　

A-86 ひらがなの　れんしゅう（66） えいが/くうき/こおり　

A-87 かたかなの　れんしゅう（1） ア/アイロン

A-88 かたかなの　れんしゅう（2） イ/インク

A-89 かたかなの　れんしゅう（3） ウ/ウインナー

A-90 かたかなの　れんしゅう（4） エ/エプロン

A-91 かたかなの　れんしゅう（5） オ/オルガン

A-92 かたかなの　れんしゅう（6） カ/カメラ

A-93 かたかなの　れんしゅう（7） キ/キｰパー

A-94 かたかなの　れんしゅう（8） ク/クッキー

A-95 かたかなの　れんしゅう（9） ケ/ケーキ

A-96 かたかなの　れんしゅう（10） コ/ココア

A-97 かたかなの　れんしゅう（11） サ/サッカー

A-98 かたかなの　れんしゅう（12） シ/シーソー

A-99 かたかなの　れんしゅう（13） ス/スケート

A-100 かたかなの　れんしゅう（14） セ/セーター
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全200枚一覧表



番号 課題テーマ 内容

A-101 かたかなの　れんしゅう（15） ソ / ソース

A-102 かたかなの　れんしゅう（16） タ / タオル

A-103 かたかなの　れんしゅう（17） チ / チーズ

A-104 かたかなの　れんしゅう（18） ツ / バケツ

A-105 かたかなの　れんしゅう（19） テ / テント

A-106 かたかなの　れんしゅう（20） ト/トマト

A-107 かたかなの　れんしゅう（21） ナ / バナナ

A-108 かたかなの　れんしゅう（22） ニ / ニュース

A-109 かたかなの　れんしゅう（23） ヌ / カヌー

A-110 かたかなの　れんしゅう（24） ネ / ネクタイ

A-111 かたかなの　れんしゅう（25） ノ/ノート

A-112 かたかなの　れんしゅう（26） ハ / ハンガー

A-113 かたかなの　れんしゅう（27） ヒ / コーヒー

A-114 かたかなの　れんしゅう（28） フ / マフラー

A-115 かたかなの　れんしゅう（29） ヘ / ヘルメット

A-116 かたかなの　れんしゅう（30） ホ / ホース

A-117 かたかなの　れんしゅう（31） マ / マッチ

A-118 かたかなの　れんしゅう（32） ミ/ミシン

A-119 かたかなの　れんしゅう（33） ム / ハムスター

A-120 かたかなの　れんしゅう（34） メ /メロン

A-121 かたかなの　れんしゅう（35） モ / モノレール

A-122 かたかなの　れんしゅう（36） ヤ / タイヤ

A-123 かたかなの　れんしゅう（37） ユ / ユニホーム

A-124 かたかなの　れんしゅう（38） ヨ / ヨット

A-125 かたかなの　れんしゅう（39） ラ / ライオン

A-126 かたかなの　れんしゅう（40） リ / リボン

A-127 かたかなの　れんしゅう（41） ル / ボール

A-128 かたかなの　れんしゅう（42） レ / レモン

A-129 かたかなの　れんしゅう（43） ロ / ロケット

A-130 かたかなの　れんしゅう（44） ワ / ワゴン

A-131 かたかなの　れんしゅう（45） ヲ / ン

A-132 かたかなの　れんしゅう（46） ガギグゲゴ / ガラス

A-133 かたかなの　れんしゅう（47） ギター / グローブ

A-134 かたかなの　れんしゅう（48） ゲーム / ゴリラ

A-135 かたかなの　れんしゅう（49） ザジズゼゾ / ピザ

A-136 かたかなの　れんしゅう（50） ジャム / ズボン

A-137 かたかなの　れんしゅう（51） ゼリー / リゾート

A-138 かたかなの　れんしゅう（52） ダヂヅデド / ダンス

A-139 かたかなの　れんしゅう（53） ドッヂボール / ヅ

A-140 かたかなの　れんしゅう（54） デザート/ドア

A-141 かたかなの　れんしゅう（55） バビブベボ / バラ

A-142 かたかなの　れんしゅう（56） ビル / ブラシ

A-143 かたかなの　れんしゅう（57） ベル / ボール

A-144 かたかなの　れんしゅう（58） パピプペポ / パン

A-145 かたかなの　れんしゅう（59） ピアノ/ スプーン

A-146 かたかなの　れんしゅう（60） ペンギン / ポケット

A-147 かたかなの　れんしゅう（61） コップ /トラック

A-148 かたかなの　れんしゅう（62） ャ ュ ョ / キャンプ

A-149 かたかなの　れんしゅう（63） ジュース / チョキ

A-150 かたかなの　れんしゅう（64） 縦書 / スキー　プール　

番号 課題テーマ 内容

A-151 かたかなの　れんしゅう（65） 横書/ハート/コーヒー

A-152 みじかい　文しょうの　れんしゅう（1） すいかはあまい。

A-153 みじかい　文しょうの　れんしゅう（2） あめがふる。

A-154 みじかい　文しょうの　れんしゅう（3） めだかがおよぐ。

A-155 みじかい　文しょうの　れんしゅう（4） ふくをきる。

A-156 みじかい　文しょうの　れんしゅう（5） つくえにいれる。

A-157 みじかい　文しょうの　れんしゅう（6） ケーキとココア。

A-158 みじかい　文しょうの　れんしゅう（7） ノートにかく。

A-159 みじかい　文しょうの　れんしゅう（8） わたしのほん。

A-160 みじかい　文しょうの　れんしゅう（9） へやでよむ。

A-161 かん字の　れんしゅう（1） 一日/二年

A-162 かん字の　れんしゅう（2） 三人/四本

A-163 かん字の　れんしゅう（3） 五百円/六さい

A-164 かん字の　れんしゅう（4） 七ひき/八かい

A-165 かん字の　れんしゅう（5） 九だい/十円玉

A-166 かん字の　れんしゅう（6） 赤ちゃん/男の子

A-167 かん字の　れんしゅう（7） 女の子/耳と口

A-168 かん字の　れんしゅう（8） 右手/左足

A-169 かん字の　れんしゅう（9） 森の中/すぎ林

A-170 かん字の　れんしゅう（10） 竹やぶ/天気

A-171 かん字の　れんしゅう（11） 月を見る/花火

A-172 かん字の　れんしゅう（12） 学校/大きな木

A-173 かん字の　れんしゅう（13） 先生/文字

A-174 かん字の　れんしゅう（14） やねの上/いすの下　

A-175 かん字の　れんしゅう（15） お正月/ふゆ休み

A-176 かん字の　れんしゅう（16） 雨ふり/水たまり

A-177 かん字の　れんしゅう（17） 白い犬/名まえ

A-178 かん字の　れんしゅう（18） 山の村/田んぼ/小川

A-179 かん字の　れんしゅう（19） 王さま/つえの玉

A-180 かん字の　れんしゅう（20） 夕がた/出かける

A-181 かん字の　れんしゅう（21） お金/千円さつ

A-182 かん字の　れんしゅう（22） 青い空/小さな貝

A-183 かん字の　れんしゅう（23） 草むら/すず虫/土の中

A-184 かん字の　れんしゅう（24） 町へいく/はりと糸

A-185 かん字の　れんしゅう（25） 目ぐすり/石が入る

A-186 かん字の　れんしゅう（26） あさ早い/車の音

A-187 かん字の　れんしゅう（27） 力もち/立つ/上げる

A-188 かん字の　れんしゅう（28） 似ている漢字　貝/見

A-189 かん字の　れんしゅう（29） 似ている漢字　人/入

A-190 かん字の　れんしゅう（30） 似ている漢字　草/早

A-191 かん字の　れんしゅう（31） 似ている漢字　学/字

A-192 かん字の　れんしゅう（32） 似ている漢字　王/玉

A-193 かん字の　れんしゅう（33） 似ている漢字　土/上

A-194 かん字の　れんしゅう（34） 似ている漢字　目/日

A-195 かん字の　れんしゅう（35） 似ている漢字　大/犬

A-196 かん字の　れんしゅう（36） 似ている漢字　木/本

A-197 かん字の　れんしゅう（37） 似ている漢字　右/石

A-198 練習用　無地マス目 2マス×2行

A-199 練習用　無地マス目 4マス×2行

A-200 練習用　無地マス目 5マス×2行
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