
牛久市教育委員会 情報教育サポーターSH 

小学校 年 組 名前  

レベル１ 
あか かさ はだ さか 
    
がっか はは ちち あじゃぁぁ 
    

レベル２ 
きかい かえる だいや らっぱ 
    
わたし えり がっこう おっとせい 
    
ぱぱ ゆき あっ じこく 
    
しゃかい しょくぎょう あさって おかしいかい 
    

レベル３ 
ごま ざぶとん だいこん じゅんばん 
    
みき えのぐ ちゃんぴおん まっと 
    
さわがしい ひょうし なみ みかん 
    
ぱっと わんわん にゃんにゃん かなぶん 
    
みょうじ わなげ きしゃぽっぽ ざんざんぶり 
    

レベル４ 
きーぼーど わーど さっかー ぱーてぃ 
    
すぴーかー しょーうぃんどう  
   
でぃなーしょー とれーなー ふぁっくす こんぴゅーたー 
    
あっぷるてぃー じゃーじ いんたーねっと  
    
しゃーべっとを、すーぱーで、かってたべました。 
 



 
文字にゅうりょくの練習もんだい 

 

１ あお あい いえ うえ うお えい  母音のみ 

２ あか あさ さか いか かお かさ かき さお たな たに なし 

きく くに くし しお  

あ・か・さ・た・な

３ あかい あおい あした かいこ たかい たいこ けいこ  

さとう さかな 

 

４ はま はら まゆ まり りす やり ふろ ふみ わら わし  は・ま・や・ら・わ

５ うし うま くり くも やま あめ こま  

６ はる なつ あき ふゆ  四季 

７ あか あお きいろ みどり くろ しろ むらさき   色 

８ まりも はなし わたし なかよし かたつむり   

９ りんご ひばり すずめ うぐいす がいこく ともだち  

おにぎり いしだん あまがえる おおくわがた 

濁音 

１０ にし ひがし きた みなみ 方位 

１１ おとうさん おかあさん おにいさん おねえさん  

おじいさん おばあさん 

家族 

１２ おとうちゃん おかあちゃん おにいちゃん おねえちゃん  

おばあちゃん おじいちゃん 

拗音 

１３ がっこう サッカー パソコン らっこ らっぱ ビーズ ヨット  

オートバイ アイスクリーム シャーベット キャンディ 

促音 カナ 長音 

半濁音 

１４ しょうがっこう きょうしつ しゃしん しゃかい えんぴつ  

けしごむ じょうぎ はなみずき にゅうがく そつぎょう  

おおさんしょううお 

 

１５ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ ０ （  ） 全角 数字 記号 

１６ おはよう いただきます ごちそうさまでした いってきます 

ありがとう おかえりなさい おやすみなさい 

あいさつ 

１７ ○月○日（○曜）  

月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜 日曜  

漢字 月日・曜日 

１８ ○○小学校 ○年○組 姓○○ 名○○ 学校名  

学年組 姓名 

１９ 右 左 上 下 空 川 山 本 町 村 森 林 春 夏 秋 冬  

２０   

 



 
キーボードにゅうりょく練習 

 
練 習 １ 

 
あか  かさ  はだ  さか  がっか  はは  あじゃぁぁ 

 
練 習 ２ 

 
ちち  きかい  かえる  だいや  らっぱ  わたし 

えり  がっこう  おっとせい  ぱぱ  ゆき  あっ  じこく 
しゃかい  しょくぎょう  あさって  おかしいかい 

 
練 習 ３ 

 
ごま  ざぶとん  だいこん  じゅんばん  みき  えのぐ 

ちゃんぴおん  まっと  さわがしい  ひょうし  なみ  みかん 
ぱっと  わんわん  にゃんにゃん  かなぶん  みょうじ  わなげ 

きしゃぽっぽ  ざんざんぶり 
 

練 習 ４ 
 

きーぼーど  わーど  さっかー  ぱーてぃ  すぴーかー 
しょーうぃんどう  でぃなーしょー  とれーなー 
ふぁっくす  こんぴゅーたー  あっぷるてぃー 

じゃーじ  いんたーねっと 
 

しゃーべっとを、すーぱーで、かってたべました。 
 

 
 
 



文字入力練習問題 
おはよう 
いただきます 
ごちそうさまでした 
おとうさん、いってらっしゃい。 
おかあさん、学校にいってきます。 
校長先生、おはようございます。 

 
きょうのきゅうしょくは、なんだろう？ 

 
せんせい、さようなら。 
ただいま、きょうの音楽、楽しかった。 
ありがとう。 
やまださんは、公園であそんでいるよ。 
５時になった、みんな家に帰ろう。 
きょうは、たのしかったよ 
これから、しゅくだい をします 
おじいちゃん、おばあちゃんおやすみなさい 
 


