
漢字学習教材のご案内

〜 令和４・５年度 〜

教育機関向け

電子書籍 「漢字 e ブック」 を作りました
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高学年の習得率が飛躍的に向上

漢字が苦手な子も、そうでない子も、
最小限の努力で取り組みやすい
漢字の覚え方をシンプルに示しています。

ミチムラ式の考え方、学習の進め方などを
WEB サイトでご案内しています

・光村図書
・東京書籍
・教育出版

教科書会社３社に
対応しています
教科書新出順で学べます

・ちょっとしたすき間時間に活用できる
・書くのが苦手な子も一緒に学べる
・クラスみんなで楽しく盛り上がれる
・教室に学び合いの好循環が生まれる

・鉛筆を使わないから集中力が持続する
・書いて覚えるより早く、正確に覚えられる
・つまらなかった漢字学習が楽しくなる
・学年が進むにつれて習得スピードがアップ

◎ 学校のメリット

◎ 子どものメリット

インクルーシブ教育に最適な
漢字の覚え方、指導メソッドです

部品カード
おもて うら

原寸大
55mm

66m
m

読み方と書き方を唱えて覚えよう。
最初から書くより混乱しないし、
クラスでいっしょに唱えたら
みんなが楽しく取り組めるよ！

漢字嫌いの最大の要因「繰り返しの書き取り
練習」は必要ありません。カードを見ないで
読み方と書き方をセットで言えるようになれ
ば、多くの子がサッと書けるようになります。

各学年で新しく登場する部品の名前と
書き方を示したカードが付属します。

漢字カードは教科書新出順に並んだシートの状態でお届
けします。１枚ずつ切り離してご利用ください。（ミシ
ン目、穴あけ加工済み）

　ミチムラ式漢字学習法の覚え方は、特別支援
教育が必要な場面で多く活用され、効果をあげ
ています。そして、ミチムラ式漢字学習法の真
価が発揮されるのは、４年生以上の高学年に
なってからです。その理由は、高学年で習う字
の８割が３年生までの漢字に使われていた部品
の組み合わせで書けるからです。
　部品の組み合わせ方を唱えて覚えると、よく
似た形を言葉でハッキリ区別できて、細かい部
分のまちがいが激減します。漢字が苦手だった
子が取り組みやすくなるので、高学年の平均習
得率が 90％を超える学校も珍しくありません。

1年 2年 3年 4年 5年 6年 全校

A校 93 80 86 88 91 92 88

B校 97 96 96 95 94 94 95

C校 95 90 94 94 90 84 90

D校 97 96 88 86 99 95 94

ミチムラ式漢字学習法を導入してから１年後の実績

※ 2011 〜 16 年に調査協力いただた学校のデータより

クラスみんなで学び合える
漢字学習が楽しくなる

特別支援学級での活用◎
通常級でも効果◎
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ミチムラ式漢字カードの特徴
https://kanji.cloud/product/card-features/

ミチムラ式漢字カードの説明と使い方
https://kanji.cloud/product/card-howtouse/

部品の組み合わせで学ぶメリット
https://kanji.cloud/studymethod/buhin-no-imi/

ミチムラ式漢字学習法の考え方
https://kanji.cloud/studymethod/

method-features

何度も使う部品を組み合わせるから

細かい部分や線の数をまちがえない

組み合わせ方を唱えた通りに書いたら

書き順通りに書ける

字の形が頭に浮かぶから

整った字が書けるようになる

部品を通じて漢字がつながるから

漢字がどんどん覚えられる

https://kanji.cloud/studymethod/method-features
https://kanji.cloud/product/card-features/
https://kanji.cloud/studymethod/method-features
https://kanji.cloud/product/card-howtouse/
https://kanji.cloud/studymethod/buhin-no-imi/


仕様および動作環境について

アプリの書庫からオフラインで閲覧可能
ログイン ID、パスワードの入力は必要ありません

漢字 e ブックは電子書籍です。単体のアプリではありません。
GIGA スクール構想に対応する全ての端末でご利用いただけますが
利用端末の OS や種類によって、導入および閲覧方法が異なり、
ネットワーク環境によっては、ご利用いただけない場合もございます。

読み方と書き方の音声に加えて、言葉のイメージ写真がたくさん。
まるで漢字図鑑のような電子書籍タイプの学習教材です。
漢字カードに示した部品の組み合わせを理解して覚えられます。

先生の虎の巻として
活用いただくのも◎

漢字 e ブックの特徴

iPad で操作している様子を
動画でご確認いただけます→

❶ タッチ（マウス）のみで操作可能

❷ 読み方と書き方の音声が流れる

❸ 書き方、組み合わせの意味を解説

❹ 全字の成り立ち（ストーリー）を掲載

❺ イメージ画像といっしょに言葉を紹介

❻ 学校で習う全ての読み方（中高を含む）を
　 よく使う順番（※）に掲載

低学年でも操作可能
自習時間の活用にも◎➡︎

➡︎
漢字を理解できるから
どんどん覚えられる
しかも忘れにくい！

➡︎
言葉と漢字が結びつく
漢字の使い分けを意識
知っている言葉が増える

　ミチムラ式漢字学習法が示す部品の組み合わ
せ方の裏側にある、子どもたちの興味関心を引
く面白い話、楽しい話をたくさん載せました。

「こんな話知ってる？　こんな言葉は聞いたこ
とがある？」子どもたちに投げかけたい要素も
たくさん詰めこんでいるので、先生方の手元に
置いても役立つ資料がたくさんあると思います。
特別支援学級などでは「読めること」「言葉を
増やす」学習に重点を置いて取り組めます。

※ 利用する 1 台ずつにダウンロードおよびインストール作業が必要ですWindows PC の場合
動作環境 Microsoft ストア

Google Play

無料アプリの電子書籍リーダー「Thorium（ト
リウム） Reader」をインストール後、アプリ
に電子書籍ファイルを読み込んで閲覧します。

対応 OS：Windows 10 以降
メモリ：４GB 以上
推奨空き容量：２GB 以上

※ 利用する 1 台ずつにダウンロードおよびインストール作業が必要ですChromebook の場合
無料アプリの電子書籍リーダー「Reasily（リー
ズリー）」をインストール後、アプリに電子書
籍ファイルを読み込んで閲覧します。

対応 OS：Android 5.1 以降
メモリ：４GB 以上
推奨空き容量：２GB 以上

動作環境

対応 OS：iPad OS 10.0 以降
　　　　　iPad 第６世代以上を推奨
推奨空き容量：２GB 以上

※ AirDrop機能で簡単にファイル共有可能。利用が制限されている場合は、各教育員会にご相談ください。

iPad の場合
インストール済み基本アプリの「ブック」を利
用します。提供する電子書籍ファイルを iPad
に読み込み、「ブック」を選択して閲覧します。

動作環境

漢字 e ブックの内容や
ミチムラ式漢字学習法の考え方を
WEB サイトでご案内しています

ミチムラ式漢字 e ブックについて
https://kanji.cloud/kanjiebook/

ミチムラ式漢字 e ブックの説明と使い方
https://kanji.cloud/kanjiebook/howtouse/

４〜６年生の漢字の覚え方・取り組み方
https://kanji.cloud/howtostudy/4-6_oshiekata/

オンラインショップから
サンプルファイル（無料）を
ダウンロードしてお試しいただけます

iPad の場合は、apple ブックストア
にてサンプルをご覧いただけます

※ NTT データベースの
単語親密度が高い順番

インストールおよび
読み込み作業完了後は…

※ 端末からファイルを削除しない限り、教科書改訂まで利用いただけます

ミチムラ式漢字 e ブック
オンラインショップ
https://kanji-cloud.stores.jp

android, chromebook, Windows PC 用
学年ごとに一冊ずつ、教科書
と同じ並び順で単元ごとに
ページが並びます。

https://kanji.cloud/kanjiebook/
https://kanji.cloud/kanjiebook/howtouse/
https://kanji.cloud/howtostudy/4-6_oshiekata/
https://youtu.be/5K7mAr4UehY
https://apps.microsoft.com/store/detail/thorium-reader/9NFZP1G7M2SC?hl=ja-jp&gl=jp
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gmail.jxlab.app.reasily&hl=ja&gl=JP
https://kanji-cloud.stores.jp
https://www.g-mark.org/award/describe/51571


価格について

　ご注文をいただいたあと、２営業日以内に請求
書と納品書を同封して郵送いたします。
　漢字カードは、教科書新出順に並んだシートの
状態でお届けするので、ミシン目に沿ってカード
を切り離してご利用ください。

　ご注文後、漢字 e ブックの電子書籍ファイル
（epub）をダウンロードする URL をメールで送
信します。ダウンロードしたファイルを学校の
サーバ、または管理用の端末に保存後、利用する
端末の電子書籍リーダーアプリにファイルを読み
込んで（インポート）、ご利用ください。

　学級単位以上の取り組みで、
児童生徒が漢字カードを個人で
所有して活用する場合に限り、
特別価格で提供いたします。教
職員用または学校の備品として、
複数人で共有される場合は特別
価格が適用されません。

漢字カード 一般販売価格 教育機関特別価格
１年生 495 円／組 350円／組
２年生 935 円／組 660円／組
３年生 990 円／組 700円／組
４年生 990 円／組 700円／組
５年生 990 円／組 700円／組
６年生 990 円／組 700円／組

基本使用料：22,000円／年（６学年セット）
令和４年度内にご注文いただいた学校は、令和５年度分を無料で提供します。

学習者用端末へインストールする場合の料金表
基本使用料に加えて、インストールする台数ごとに下記料金でご利用いただけます。

　　　　　　　　　　  （光村図書・東京書籍・教育出版 教科書準拠）

　　　　　　　　　   （光村図書・東京書籍・教育出版 教科書準拠）

教材のご注文・お問い合わせについて

お問い合わせ先
漢字 e ブック 一般販売価格 教育機関特別価格

漢字 e ブックのみ 漢字カードと併用
１年生（約120MB) 1,200 円／冊 300円／台 150円／台
２年生（約224MB) 1,800 円／冊 450円／台 240円／台
３年生（約256MB) 2,000 円／冊 500円／台 300円／台
４年生（約286MB) 2,000 円／冊 500円／台 300円／台
５年生（約278MB) 2,000 円／冊 500円／台 300円／台
６年生（約275MB) 2,000 円／冊 500円／台 300円／台

※ 教育委員会所有および学校が管理する端末での利用に限ります（個人所有の端末にはインストールいただけません）。
※ 学習者の端末にインストールする場合は、特定の学年のみを購入してご利用いただくことが可能です。
※ インストールした漢字 e ブックは、端末からファイルを削除しない限り教科書が改定されるまでご利用いただけます。

※ 合計 3,000 円（税込）以上のご注文に限り、送料と振り込み手数料を弊社が負担します。
※ 各学年５組以上のご注文から、教職員用の見本を差し上げます。 2023 年度

提供開始予定

学校が管理する教職員用端末にインストールしてご利用いただけます（台数制限なし）。
電子黒板やモニターなどに拡大表示して一斉授業でご利用いただけます。
特別支援教育（特別支援学級や通級指導教室など）目的での利用に限り、在籍児童が使う端末にインストールして
利用することを許可します。→ 複数学年可 !  下学年の復習など、自由にご活用ください。
※ 特定の学年のみを注文いただくことはできません。
※ 全校全学年で漢字カードを活用される学校は、基本使用料無料で漢字 e ブックを提供いたします。
※ 学校単位でのお申し込みになります。教育委員会がまとめて申し込む場合は、導入する学校数分をご注文ください。

教材のご注文・お問い合わせ
担当：道村友晴（みちむらともはる）

メール：order@kanji.cloud
電話／ FAX：045-431-7685

導入に向けたご相談
担当：道村静江（みちむらしずえ）

WEB サイト内の学校専用注文フォーム 
または、メール・FAX でご注文ください
学校専用 FAX 注文用紙もダウンロードいただけます →
見積書・請求書・納品書など、学校の要望に応じて必要書類をご用意いたします。

特別支援教育や漢字学習をテーマに学校職員向
け研修会も承っております。オンラインで実施する
場合は交通費不要です。お気軽にご相談ください。

ご注文について WEB でご案内しています

ご質問等、ご不明点等がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

https://kanji.cloud/school-order/

利用期間は原則最長 1 年間（年度末まで）です。
複数年分をまとめて購入いただくことも可能です。

下記金額は日本国内の教育機関に限定した特別価格です。
（全て税込価格表示）

教育機関特別価格で購入されたい場合は、かんじクラウド（株）までご注文ください。
書店および学校納品業者を通じてご注文いただく場合は、一般販売価格での提供となります。

・一般的なデジタル教科書とは仕様が異なります。

・クラウド配信や DVD 版はご用意しておりません。

・ 利用する端末 1 台ずつに電子書籍リーダーアプ
   リのインストールおよび電子書籍ファイルを読み
   込むインポート作業を学校に行っていただく必要
   があるため（ICT 支援員に協力をお願いしてください）、
   特別価格で提供しています。

漢字カードを留めるためのカードリングを別途ご用意く
ださい。１学年につき、２〜３個のリングに分けてまと
めておくと便利に活用いただけます。（内径 30mm 推奨）
例：① 既習漢字　② 未習漢字　③ 部品カード　など

https://kanji.cloud/school-order/


〒 221-0005
神奈川県横浜市神奈川区松見町
2-388-9
TEL/FAX 045-431-7685
 メール：info@kanji.cloud

令和４・5 年度　教育機関向け漢字学習教材のご案内

https://kanji.cloud
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縦縮熟純処署諸除承将傷障蒸針仁推寸盛聖誠舌宣専泉洗染銭善奏窓創装層操蔵臓存
尊退宅担探誕段暖値宙忠著庁頂腸潮賃痛敵展討党糖届難乳認納脳派拝背肺俳班晩否
批秘俵腹奮陛閉片暮宝訪亡忘棒枚幕密盟模訳郵優預幼欲翌乱卵覧裏律臨朗論

1 年

2 年

3 年

4 年

5 年

6 年

黄野歌紙
週妹何売
記室科市
近船組店

友
原
広
道

一二三五七八九十月
火水木土日山川田上
下大中小目耳手女子
人入年文正王立竹虫

央曲
祭皿
重申
身世
皮平

以衣
果司
臣井
単飛
必不

８０字
↓
５０字

１６０字
↓

７4（７2）字

２００字
↓

６3（６1）字

202字
↓
２4字

１９３字
↓
１７字

１９１字
↓
１2字

1 年

2 年

3 年

4 年

5 年

6 年

書けるように練習するのは

書いて覚える字は

23.5%
中学はたったの
2.5％

たったこれだけ！

小学校で習う全1026字

基本漢字 +部品 の形と名前を覚えれば

あとは全て組み合わせで書ける、覚えられる！

学年が進むにつれて
学習の速度がスピードアップ

多くの子どもがつまずく
高学年の漢字も楽々クリア


