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Windows10：Microsoft Internet Explorer11，Microsoft Edge，Google Chrome

ご利用いただく際のご注意

MacOSX：Safari，Google Chrome
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『 あかねこ漢字スキル デジタルサポーター』 使い方
使 い 方 1. ホーム画面
『あかねこ漢字スキル デジタルサポーター』のページ（edusup.jp/kd）に移動すると，ホーム画面が表示されます。

『エデュサプリ』
『エデュサプリ』のトップページが表示されます。

あかねこ漢字スキル学年選択【→ 3 ページ 】
『あかねこ漢字スキル』各学年の学期・上下巻の選択画面が表
示されます。ご使用になるには，コードの入力が必要です。ご
採用された『あかねこ漢字スキル 光村図書版』をお手元にご用
意ください。

漢字一覧表【→ 7 ページ】
小学校で学習する漢字の一覧が，学年別・五十音順で表示さ
れます。

あかねこタイムカウンター【→ 8 ページ 】
タイムカウンターおよびストップウォッチの画面が表示されます。

使い方ガイド
『あかねこ漢字スキル デジタルサポーター』の使い方ガイド
（ご覧のPDF）が表示されます。

2

『 あかねこ漢字スキル デジタルサポーター』 使い方
使 い 方 2. 各学 年の学 期・上下巻の選び 方
各学年の学期・上下巻選択ボタンをクリックすると，教材目次画面が表示されます。
2020 年度の 1 学期時点では，各学年の 1 学期および上巻のみが収録されております。2・3 学期および下巻は，ご使用時期に応じて随時追加されます。

共通機能
前の画面に戻ります。
ホーム画面を表示します。

各学年の学期・上下巻 選択ボタン
クリックすると，その学年の学期・上下
巻の教材目次画面が表示されます。
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『 あかねこ漢字スキル デジタルサポーター』 使い方
使 い 方 3. 教 材目次の見 方
教材名の書かれたボタンをクリックすると，収録されている内容が表示されます。内容は『あかねこ漢字スキル 光村図書版』本冊にそろっています。

新しい漢字
新しく学習する漢字について，情報を表
示します。
読み方が新しい漢字
新しい読み方を学習する漢字について，
情報を表示します。
テストの練習 フラッシュカード
「テストの練習」の言葉をフラッシュカー
ドで表示します。
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『 あかねこ漢字スキル デジタルサポーター』 使い方
使 い 方 4. 漢 字 情 報の見 方
教材目次内の【新しい漢字】
【読み方が新しい漢字】
，または漢字一覧表【→ 7 ページ】から漢字を選択すると，漢字の情報が表示されます。

①

⑧

⑨
②

①

学年および学期・上下巻表示
漢字一覧表から選択した場合，学年のみの表示になります。

②

画数

③

読み方／使い方
音訓と用例を表示します。読み方が新しい漢字のときは，当該の音
訓に黄色の枠がつきます。

④

部首

⑤

まめちしき
成り立ちや覚え方などの情報が表示されます。

⑥

筆順アニメーション
再生スピードを調節できます。
最初に戻ります。
アニメーションを再生します。

⑥

⑦

アニメーションを一時停止します。

③
④
⑤

１画ずつアニメーションを再生します。
筆順番号の表示 / 非表示を選択できます。

⑦
⑧

筆順番号

つぎへ・まえへ
『あかねこ漢字スキル 光村図書準拠版』本冊の同一ページ内で学習
する漢字が，順番に表示されます。
（漢字一覧表から検索した場合は表示されません。）
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『 あかねこ漢字スキル デジタルサポーター』 使い方
使 い 方 5. フラッシュカードの 使い 方
『あかねこ漢字スキル 光村図書準拠版』本冊に掲載されている【テストの練習】の言葉と読み方が，フラッシュカードで表示されます。
教材目次から選択すると，フラッシュカード再生の設定画面が表示されます。
フラッシュカードの設定画面です。
再生順や速さを設定できます。

▲

言葉

▲

読み方

フラッシュカードのスピード
再生スピードを 5 段階で調節できます。

スキルの順番でスタート
『あかねこ漢字スキル』本冊に掲載されている順番で表示されます。
ランダムでスタート
フラッシュカードが，ランダムに表示されます。
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『 あかねこ漢字スキル デジタルサポーター』 使い方
使 い 方 6. 漢字一覧表の使い方
ホーム画面から【漢字一覧表】を選ぶと，小学校で学習する漢字の一覧が学年別・五十音順で表示されます。

このタブで学年を切り替えます。

漢字入力
検索ウィンドウに，小学校で学習する漢字を入力して【漢字入力】
ボタンをクリックすると，その漢字の情報画面が表示されます。
収録していない漢字を入力した場合，
【漢字一覧表にはありませ
ん】と表示され，画面は切り替わりません。

つぎへ・まえへ
次のページまたは前のページに移動します。

漢字の書かれたボタンをクリックすると，
その漢字の情報画面が表示されます。
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『 あかねこ漢字スキル デジタルサポーター』 使い方
使 い 方 7. あかねこタイムカウンターの 使い 方
ホーム画面から【あかねこタイムカウンター】を選ぶと，計時画面が表示されます。タイムカウンターおよびストップウォッチ機能が選択できます。

タイムカウンター

ストップウォッチ
スタートを押してからの経過時間を表示します。ストップを押すまで計測し続けます。

あらかじめ時間を設定しておく計時方法です。設定時間から０になるまで減っていく
カウントダウンと，0 から設定時間まで増えていくカウントアップがあります。

計測時間の設定を
行います。
アラーム音の設定ができます。

計時を開始します。

設定時間になったとき，継続して計時するか

計時を一時停止します。

止めるかを選択できます。

計時をリセットします。
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使用許諾契約書
本契約書は、光村教育図書株式会社 ( 以下、弊社 ) が提供する『あかねこ漢字スキ
ル デジタルサポーター』
（以下、本アプリケーション）を、お客様に使用していただく
ための前提となる条件等を定めたものです。お客様は、本アプリケーションのご使用
に際し、本 契 約書をお読みください。本 契 約に同意をいただいた場合に限り、本ア
プリケーションをご利用いただけます。なお、お客様が本アプリケーションを使 用し
た時点で、本契約にご同意いただけたものとみなしますのでご了承ください。また、
万が一ご同意いただけない場合は、本アプリケーションの使用を中止してください。

第 4 条 弊社の責任
（1）弊社は、本アプリケーションの本契約その他いかなる場合においても、結果的、
付随的あるいは懲罰的損害について、一切責任を負いません。お客様は、本アプ
リケーションの使用に関連して第三者からお客様になされた請求に関連する損害、
損失あるいは責任より弊社を免責し、保証するものとします。
（2）本アプリケーションについて、お客様と第三者との間で著作権その他知的財産権
上の紛争、製造物責任法に基づく紛争等が生じた場合でも、弊社は一切その責
任を負いません。

第 1 条 著作権
（1）本アプリケーションに関する著作権等の知的財産権は、弊社に帰属し、本アプリ
ケーションは日本およびその他の国の著 作 権 法、その他関連して適用される法
律等によって保護されています。

第 5 条 契約期間
（1）本契約は、お客様が本アプリケーションを使用した日をもって発 効するものとし
ます。
（2）お客様が本契約のいずれかの条項に違反した際は、弊社は、お客様に対し何ら
の通知、催告を行うことなく直ちに本契約を終了させることができます。その場合、
弊社は、お客様の違反によって被った損害をお客様に請求することができます。

第 2 条 使用許諾
（1）お客様は、本契約の条項にしたがって本アプリケーションを使用する非独占的な
権利を本契約に基づき取得します。

第 6 条 その他
（1）本契約は、日本国法を準拠法とします。本契約に関連または起因する紛争は日
本国の裁判所の裁判管轄権に服するものとします。

第 3 条 制限事項
（1）お客様は、いかなる方法によっても、本アプリケーションの改変、リバースエンジ
ニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルをすることはできません。ただし、
適法と認められる場合はこの限りではありません。
（2）お客様は、権利保護を目的として本アプリケーションに予め設定された技術的な
制限を解除・無効化する行為、当該行為の方法の公開、または前記方法を用い
て本アプリケーションを複製、翻案、使用することはできません。
（3）お客様は、本契約書に明示的に許諾されている場合を除いて、本アプリケーショ
ンを全部または一部であるかを問わず、使用、複製、印刷することはできません。
（4）お客様には本アプリケーションを使用許諾する権利はなく、またお客様は本アプ
リケーションを第三者に販売、貸与またはリースすることはできません。
（5）お客様は、本アプリケーションあるいはそれに含まれる情報・技術を日本ならび
にその他の関係国が出荷等を禁止ないし制限している国に出荷、移転または輸
出することはできません。
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制作・提供

ロゴデザイン

株式会社トラック

イラスト

株式会社京田クリエーション

企画

東京教育技術研究所

制作・提供

光村教育図書株式会社
〒141 - 0031
東京都品川区西五反田 2 - 27 - 4
http://www.mitsumura-kyouiku.co.jp/
製品に関するお問い合わせ
E-mail digital@mitsumura-kyouiku.co.jp
デジタル教材専用ダイヤル
TEL 0120 -377- 965
受付時間：平日 9:00 〜 17:00
（土日，祝日，年末年始，その他弊社休業日を除く）
FAX 03 - 3779 - 1234
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ライセンス
jQuery (http://jquery.com/)
Copyright 2013 jQuery Foundation and other contributors
http://jquery.com/
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of this software and associated documentation files (the
"Software"), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to
the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be
included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
String.format (https://github.com/borgar/String.format)
Copyright (c) 2009 Borgar Þorsteinsson, http://borgar.net/
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of this software and associated documentation files (the
"Software"), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to
the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be
included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Knockout (http://knockoutjs.com/)
Copyright (c) 2012 knockoutjs.com
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of this software and associated documentation files (the
"Software"), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to
the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be
included in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE
LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
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