
「幼少教材ネット」会員専用サイト 教育デザイン研究所

２０１９年８月15日

　当ネットに対するご要望、ご相談は事務局宛メールにて⇒📩

教材名をクリックすると、教材紹介のページに移動します。

ファイル名をクリックすると、画面上でファイルが開かれます。

開かれた画面の右上　　または のアイコンをクリックで、ダウンロード

▼チェックテスト

ダウンロード 対象学年

最年少 dekiruss.pdf 最年少（２歳児）

年少 dekirusyo.pdf 年少（３歳児）

年中 dekirucyu.pdf 年中（４歳児）

年長 dekirucyo.pdf 年長（５歳児）

年少テスト１回  test31.pdf 年少（３歳児）

年少テスト２回　  test32.pdf 年少（３歳児）

年中テスト１回  test41.pdf 年中（４歳児）

年中テスト２回　  test42.pdf 年中（４歳児）

年長テスト１回  test51.pdf 年長（５歳児）

年長テスト２回　  test52.pdf 年長（５歳児）

１回評価表（3年齢）　  test1h.pdf 保護者、教室関係者

２回評価表（3年齢）　  test2h.pdf 保護者、教室関係者

テスト実施マニュアル tmanu.pdf 保護者、教室関係者

▼総合／分野別教材

ダウンロード 対象学年

nakayoship.pdf 全年齢

アルファベット練習帳大文字
全年齢

アルファベット練習帳小文字
全年齢

平かな５０音表
全年齢

プレ編１ pure1-min.pdf

プレ編２ pure2-mini.pdf

無料教材コーナーへ無料教材コーナー

できるかな？

チェックテスト

（家庭兼用テスト）

教材名

教材名

すくすくどんどん

プレ編

教室用テスト

なかよしカード

最年少（２歳児）



プレ編３ pure3-min.pdf

プレ編B１ donb1.pdf

プレ編B２ donb2.pdf

プレ編B３ donb3.pdf

最年少 2all.pdf 最年少（２歳児）

年少 3all.pdf 年少（３歳児）

年中 4all.pdf 年中（４歳児）

年長 5all.pdf 年長（５歳児）

年少 nensyouB.pdf 年少（３歳児）

年中 nencyuuB.pdf 年中（４歳児）

年長   nencyouB.pdf 年長（５歳児）

年少   dondo333.pdf 年少（３歳児）

年中  dondo444.pdf 年中（４歳児）

年長  　前編 doril51by2.pdf 年長（５歳児）

年長  　後編 doril52by2c.pdf 年長（５歳児）

ぐんぐんA   GUNA.pdf 年中（４歳児）ぐらいから

ぐんぐんB GUNB.pdf 年中（４歳児）ぐらいから

ぐんぐんC GUNC.pdf 年中（４歳児）ぐらいから

ぐんぐんD GUND.pdf 年中（４歳児）ぐらいから

お話の記憶1 ohanashinokioku1.pdf年中（４歳児）ぐらいから

お話の記憶2 ohanashinokioku2.pdf年少（３歳児）ぐらいから

お話作り１ ohanashi1.pdf 全年齢

お話作り２ ohanashi2.pdf 全年齢

お話づくり3 ohanashi3.pdf 全年齢

図形の力UP！ドリル zukeiup.pdf 年少（３歳児）ぐらいから

教デ研のタングラム tand.pdf 全年齢

かたちパズル katachi.pdf 全年齢

巧緻性UP!ドリル kouchiup.pdf 年中（４歳児）から

かく・きる・はるドリル kkhd.pdf 全年齢

記憶力UP!ドリル kioku_up.pdf 全年齢

記憶力アップワーク① mpower1.pdf 年少（３歳児）ぐらいから

記憶力アップワーク③ mpower3.pdf 年少（３歳児）ぐらいから

数の力UP!ドリル kazuupmini.pdf 年少（３歳児）ぐらいから

分野別教材

数量

お話の記憶

お話づくり

分野別教材

図形

分野別教材

巧緻性

すくすくどんどん

新作電子版

ぐんぐん

どんどんドリル

すくすくどんどん

Bシリーズ

すくすくどんどん

プレ編Ｂシリーズ

すくすくどんどん

プレ編
最年少（２歳児）

最年少（２歳児）

分野別教材

記憶



量の力UP!ドリル ryoup.pdf 年少（３歳児）ぐらいから

数をかぞえる kazoeru.pdf

数の多少 tasyou.pdf

数の分割 bunkatsu.pdf

積み木の数 tsumiki.pdf

足し算50問 tashizan50.pdf

知識の力UP！ドリル chisikiup.pdf 年少（３歳児）ぐらいから

頭がよくなる１０００語 New1000go.pdf 全年齢

絵の記憶 enokioku.pdf

植物編 plant.pdf 年長（５歳児）から

動物編 animal.pdf 年長（５歳児）から

きおくドリル１ kiokud1.pdf 全年齢

きおくドリル２ kiokud2.pdf 全年齢

きおくドリル３ kiokud3.pdf 全年齢

どれかな？動物１ doubutsu1.pdf 全年齢

どれかな？動物２ doubutsu２.pdf 全年齢

Which animal 1 which1.pdf 全年齢

Which animal 2 which2.pdf 全年齢

幼児が賢くなる絵本 youjigakashikoku.pdf保護者、教室関係者

ぬりえブック nurie1.pdf 全年齢

５０音ぬりえ 50onnurie.pdf 全年齢

なぜなに幼児 naze1.pdf 年長（５歳児）

なぜなに小1 naze2.pdf 小学生

なぜなに小2 naze3.pdf 小学生

なぜなに小3 naze4.pdf 小学生

算数ワーク１ sanwork1-1.pdf 小学生

算数ワーク２ sanwork1-2.pdf 小学生

算数ワーク３ sanwork1-3.pdf 小学生

算数ワーク４ sanwork1-4.pdf 小学生

算数ワーク５ sanwork1-5.pdf 小学生

漢字マスタ－１ km1new.pdf 小学生

漢字マスタ－２ km2new.pdf 小学生

漢字マスタ－３ km3new.pdf 小学生

漢字マスタ－４ km4new.pdf 小学生

漢字マスタ－５ km5new.pdf 小学生

漢字マスタ－６ km6new.pdf 小学生

ぬりえ教材

なぜなに

シリーズ

画面で学習する教材

分野別教材

数量

分野別教材

知識

いきものカルタ

算数ワーク

漢字マスター



▼幼小プリント教材（約１０００ページ）
ダウンロード 対象学年

ことば don2kotoba.pdf 最年少（２歳児）

かず・りょう don2kazu.pdf 最年少（２歳児）

ずけい don2zukei.pdf 最年少（２歳児）

ぬる・かく don2nurukaku.pdf最年少（２歳児）

ことば 3kotoba.pdf 年少（３歳児）

かず 3kazu.pdf 年少（３歳児）

ずけい 3zukei.pdf 年少（３歳児）

さぎょう 3sagyou.pdf 年少（３歳児）

ちしき 3chisiki.pdf 年少（３歳児）

きおく 3kioku.pdf 年少（３歳児）

ことば 4kotoba.pdf 年中（４歳児）

かず 4kazu.pdf 年中（４歳児）

ずけい 4zukei.pdf 年中（４歳児）

さぎょう 4sagyou.pdf 年中（４歳児）

ちしき 4chisiki.pdf 年中（４歳児）

きおく 4kioku.pdf 年中（４歳児）

ことば 5kotobanew.pdf 年長（５歳児）

かず 5kazunew.pdf 年長（５歳児）

ずけい 5zukeinew.pdf 年長（５歳児）

さぎょう 5sagyounew.pdf 年長（５歳児）

ちしき 5chisiki.pdf 年長（５歳児）

きおく 5kiokunew.pdf 年長（５歳児）

▼さぎょうのワーク
ダウンロード 対象学年

かず・レベル１  sagyo-kazu1.pdf 全年齢

かず・レベル２　  sagyo-kazu2.pdf 全年齢

ことば・レベル１  sagyo-kotoba1.pdf全年齢

ことば・レベル２　  sagyo-kotoba2.pdf全年齢

さぎょう・レベル１  sagyo-sagyo1.pdf全年齢

さぎょう・レベル２　  sagyo-sagyo2.pdf全年齢

▼イラスト集
ダウンロード 対象学年

「動物」（哺乳類）  yomamals.pdf 保護者、教室関係者

教材名

教材名

年長用

ワークブック

年中用

ワークブック

年少用

ワークブック

最年少用

ワークブック

教材名

さぎょうのワーク

イラスト集



「くだものとやさい」  yofru&veg.pdf 保護者、教室関係者

「動物（魚、鳥、その他）」yoani2.pdf 保護者、教室関係者

「昆虫など」  yoinse.pdf 保護者、教室関係者

「食物など」 yofoods.pdf 保護者、教室関係者

「乗り物など」 yonorimono.pdf 保護者、教室関係者

「花、木など」 yoplant.pdf 保護者、教室関係者

「日用品、文房具など」 yonichibun.pdf 保護者、教室関係者

「同頭語（あいうえお順）」yodoutou.pdf 保護者、教室関係者

「動作」 yodousa.pdf 保護者、教室関係者

▼指導マニュアル、運営用資料

ダウンロード 対象学年

「旧文化放送学習教室用教材」（4分の1がマニュアル）bunka.zip 保護者、教室関係者

２歳児マニュアル 2manu.pdf 保護者、教室関係者

付録 2manu-furoku.pdf保護者、教室関係者

ことば kotobari.doc 保護者、教室関係者

かず・りょう kazuri.doc 保護者、教室関係者

きおく kiokuri.doc 保護者、教室関係者

ずけい zukeiri.doc 保護者、教室関係者

巧緻性 zukeiri.doc 保護者、教室関係者

ちしき chishikiri.doc 保護者、教室関係者

分野別指導マニュアル

２歳児クラス設置・

運営マニュアル

教材名

イラスト集


