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小 6 国語（上） （2022 年 4 月 8 日改訂） 

 

 

 

 

 

 ■□■ 目次 ■□■ 

 

１．漢字１ 洗映染郷胸忘姿翌展異 
   （新出音）セン 
   （新出訓）うつ－る うつ－す 
   （新出訓）そ－まる そ－める 
   （新出音）キョウ 
   （新出訓）むね 
   （新出訓）わす－れる 
   （新出訓）すがた 
   （新出音）ヨク 
   （新出音）テン 
   （新出音）イ 
   （新出音）セン 
   （新出訓）うつ－る うつ－す 
   （新出訓）そ－まる そ－める 
   （新出音）キョウ 
   （新出訓）むね 
   （新出訓）わす－れる 
   （新出訓）すがた 
   （新出音）ヨク 
   （新出音）テン 
   （新出音）イ 
   （新出音）セン 
   （新出訓）うつ－る うつ－す 
   （新出訓）そ－まる そ－める 

   （新出音）キョウ 
   （新出訓）むね 
   （新出訓）わす－れる 
   （新出訓）すがた 
   （新出音）ヨク 
   （新出音）テン 
   （新出音）イ 
２．漢字２ 朗奏担巻処俳激至若難 
   （新出音）ロウ 
   （新出音）ソウ 
   （新出音）タン 
   （新出訓）ま－く まき 
   （新出音）ショ 
   （新出音）ハイ 
   （新出訓）はげ－しい 
   （新出訓）いた－る 
   （新出訓）わか－い 
   （新出訓）むずか－しい 
   （新出音）ロウ 
   （新出音）ソウ 
   （新出音）タン 
   （新出訓）ま－く まき 
   （新出音）ショ 
   （新出音）ハイ 

漢字の確認 → 漢字の読み → 漢字の書き の順番に学習します。「漢字の確認」では、

音訓・形・筆順・部首などを覚えます。「漢字の読み」では、読みをローマ字で入力する

と、自動的に○×が判定されます。「漢字の書き」では、画面に出される問題の答えを，

付録の「練習プリント」に書いて，自己判定します。 

学習時間 15～20 時間で漢字 181 字を覚えてしまいましょう。 
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   （新出訓）はげ－しい 
   （新出訓）いた－る 
   （新出訓）わか－い 
   （新出訓）むずか－しい 
   （新出音）ロウ 
   （新出音）ソウ 
   （新出音）タン 
   （新出訓）ま－く まき 
   （新出音）ショ 
   （新出音）ハイ 
   （新出訓）はげ－しい 
   （新出訓）いた－る 
   （新出訓）わか－い 
   （新出訓）むずか－しい 
３．漢字３ 純盛暮欲班傷簡供創除 
   （新出音）ジュン 
   （新出訓）も－る 
   （新出訓）く－らす く－れる 
   （新出音）ヨク 
   （新出音）ハン 
   （新出訓）きず 
   （新出音）カン 
   （新出訓）とも そな－える 
   （新出音）ソウ 
   （新出訓）のぞ－く 
   （新出音）ジュン 
   （新出訓）も－る 
   （新出訓）く－らす く－れる 
   （新出音）ヨク 
   （新出音）ハン 
   （新出訓）きず 
   （新出音）カン 
   （新出訓）とも そな－える 
   （新出音）ソウ 
   （新出訓）のぞ－く 

   （新出音）ジュン 
   （新出訓）も－る 
   （新出訓）く－らす く－れる 
   （新出音）ヨク 
   （新出音）ハン 
   （新出訓）きず 
   （新出音）カン 
   （新出訓）とも そな－える 
   （新出音）ソウ 
   （新出訓）のぞ－く 
４．漢字４ 存我困値忠視蒸革城干 
   （新出音）ソン ゾン 
   （新出訓）われ 
   （新出訓）こま－る 
   （新出訓）ね 
   （新出音）チュウ 
   （新出音）シ 
   （新出音）ジョウ 
   （新出音）カク 
   （新出音）ジョウ 
   （新出訓）ほ－す 
   （新出音）ソン ゾン 
   （新出訓）われ 
   （新出訓）こま－る 
   （新出訓）ね 
   （新出音）チュウ 
   （新出音）シ 
   （新出音）ジョウ 
   （新出音）カク 
   （新出音）ジョウ 
   （新出訓）ほ－す 
   （新出音）ソン ゾン 
   （新出訓）われ 
   （新出訓）こま－る 
   （新出訓）ね 
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   （新出音）チュウ 
   （新出音）シ 
   （新出音）ジョウ 
   （新出音）カク 
   （新出音）ジョウ 
   （新出訓）ほ－す 
５．漢字５ 寸肺窓尺脳臓裁律従推 
   （新出音）スン 
   （新出音）ハイ 
   （新出音）ソウ 
   （新出音）シャク 
   （新出音）ノウ 
   （新出音）ゾウ 
   （新出音）サイ 
   （新出音）リツ 
   （新出訓）したが－う したが－える 
   （新出音）スイ 
   （新出音）スン 
   （新出音）ハイ 
   （新出音）ソウ 
   （新出音）シャク 
   （新出音）ノウ 
   （新出音）ゾウ 
   （新出音）サイ 
   （新出音）リツ 
   （新出訓）したが－う したが－える 
   （新出音）スイ 
   （新出音）スン 
   （新出音）ハイ 
   （新出音）ソウ 
   （新出音）シャク 
   （新出音）ノウ 
   （新出音）ゾウ 
   （新出音）サイ 
   （新出音）リツ 

   （新出訓）したが－う したが－える 
   （新出音）スイ 
６．漢字６ 諸宝卵割密貴頂亡危補 
   （新出音）ショ 
   （新出音）ホウ 
   （新出訓）たまご 
   （新出訓）わり わ－る わ－れる 
   （新出音）ミツ 
   （新出音）キ 
   （新出音）チョウ 
   （新出音）ボウ 
   （新出音）キ 
   （新出訓）おぎな－う 
   （新出音）ショ 
   （新出音）ホウ 
   （新出訓）たまご 
   （新出訓）わり わ－る わ－れる 
   （新出音）ミツ 
   （新出音）キ 
   （新出音）チョウ 
   （新出音）ボウ 
   （新出音）キ 
   （新出訓）おぎな－う 
   （新出音）ショ 
   （新出音）ホウ 
   （新出訓）たまご 
   （新出訓）わり わ－る わ－れる 
   （新出音）ミツ 
   （新出音）キ 
   （新出音）チョウ 
   （新出音）ボウ 
   （新出音）キ 
   （新出訓）おぎな－う 
７．漢字７ 呼吸砂延論段誤詞厳垂 
   （新出音）コ 
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   （新出音）キュウ 
   （新出音）サ 
   （新出訓）の－びる 
   （新出音）ロン 
   （新出音）ダン 
   （新出訓）あやま－る 
   （新出音）シ 
   （新出訓）きび－しい 
   （新出訓）た－れる た－らす 
   （新出音）コ 
   （新出音）キュウ 
   （新出音）サ 
   （新出訓）の－びる 
   （新出音）ロン 
   （新出音）ダン 
   （新出訓）あやま－る 
   （新出音）シ 
   （新出訓）きび－しい 
   （新出訓）た－れる た－らす 
   （新出音）コ 
   （新出音）キュウ 
   （新出音）サ 
   （新出訓）の－びる の－べる の－ばす… 
   （新出音）ロン 
   （新出音）ダン 
   （新出訓）あやま－る 
   （新出音）シ 
   （新出訓）きび－しい 
   （新出訓）た－れる た－らす 
８．漢字８ 骨絹紅蚕勤疑幼善糖裏 
   （新出訓）ほね 
   （新出訓）きぬ 
   （新出訓）べに 
   （新出訓）かいこ 
   （新出訓）つと－める つと－まる 

   （新出訓）うたが－う 
   （新出訓）おさな－い 
   （新出訓）よ－い 
   （新出音）トウ 
   （新出訓）うら 
   （新出訓）ほね 
   （新出訓）きぬ 
   （新出訓）べに 
   （新出訓）かいこ 
   （新出訓）つと－める つと－まる 
   （新出訓）うたが－う 
   （新出訓）おさな－い 
   （新出訓）よ－い 
   （新出音）トウ 
   （新出訓）うら 
   （新出訓）ほね 
   （新出訓）きぬ 
   （新出訓）べに 
   （新出訓）かいこ 
   （新出訓）つと－める つと－まる 
   （新出訓）うたが－う 
   （新出訓）おさな－い 
   （新出訓）よ－い 
   （新出音）トウ 
   （新出訓）うら 
９．漢字９ 背降並晩模枚探敬筋看 
   （新出訓）せ せい 
   （新出訓）お－りる お－ろす ふ－る 
   （新出訓）なら－ぶ なら－べる 
   （新出音）バン 
   （新出音）モ ボ 
   （新出音）マイ 
   （新出訓）さが－す 
   （新出音）ケイ 
   （新出訓）すじ 
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   （新出音）カン 
   （新出訓）せ せい 
   （新出訓）お－りる お－ろす ふ－る 
   （新出訓）なら－ぶ なら－べる 
   （新出音）バン 
   （新出音）モ ボ 
   （新出音）マイ 
   （新出訓）さが－す 
   （新出音）ケイ 
   （新出訓）すじ 
   （新出音）カン 
   （新出訓）せ せい 
   （新出訓）お－りる お－ろす ふ－る 
   （新出訓）なら－ぶ なら－べる なら－… 
   （新出音）バン 
   （新出音）モ ボ 
   （新出音）マイ 
   （新出訓）さが－す 
   （新出音）ケイ 
   （新出訓）すじ 
   （新出音）カン 
 １０．漢字 10 宙灰痛穴奮乱潮閣拝秘 
   （新出音）チュウ 
   （新出訓）はい 
   （新出訓）いた－い 
   （新出訓）あな 
   （新出訓）ふる－う 
   （新出訓）みだ－れる みだ－す 
   （新出訓）しお 
   （新出音）カク 
   （新出訓）おが－む 
   （新出音）ヒ 
   （新出音）チュウ 
   （新出訓）はい 
   （新出訓）いた－い 

   （新出訓）あな 
   （新出訓）ふる－う 
   （新出訓）みだ－れる みだ－す 
   （新出訓）しお 
   （新出音）カク 
   （新出訓）おが－む 
   （新出音）ヒ 
   （新出音）チュウ 
   （新出訓）はい 
   （新出訓）いた－い 
   （新出訓）あな 
   （新出訓）ふる－う 
   （新出訓）みだ－れる みだ－す 
   （新出訓）しお 
   （新出音）カク 
   （新出訓）おが－む 
   （新出音）ヒ 
 １１．漢字 11 宇私優縦揮劇蔵腹否熟 
   （新出音）ウ 
   （新出訓）わたくし 
   （新出音）ユウ 
   （新出訓）たて 
   （新出音）キ 
   （新出音）ゲキ 
   （新出音）ゾウ 
   （新出訓）はら 
   （新出音）ヒ 
   （新出音）ジュク 
   （新出音）ウ 
   （新出訓）わたくし 
   （新出音）ユウ 
   （新出訓）たて 
   （新出音）キ 
   （新出音）ゲキ 
   （新出音）ゾウ 
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   （新出訓）はら 
   （新出音）ヒ 
   （新出音）ジュク 
   （新出音）ウ 
   （新出訓）わたくし 
   （新出音）ユウ 
   （新出訓）たて 
   （新出音）キ 
   （新出音）ゲキ 
   （新出音）ゾウ 
   （新出訓）はら 
   （新出音）ヒ 
   （新出音）ジュク 
 １２．漢字 12 暖党派仁宣株聖閉誌届 
   （新出訓）あたた－か 
   （新出音）トウ 
   （新出音）ハ 
   （新出音）ジン 
   （新出音）セン 
   （新出訓）かぶ 
   （新出音）セイ 
   （新出訓）と－じる 
   （新出音）シ 
   （新出訓）とど－く とど－ける 
   （新出訓）あたた－か 
   （新出音）トウ 
   （新出音）ハ 
   （新出音）ジン 
   （新出音）セン 
   （新出訓）かぶ 
   （新出音）セイ 
   （新出訓）と－じる 
   （新出音）シ 
   （新出訓）とど－く とど－ける 
   （新出訓）あたた－か 

   （新出音）トウ 
   （新出音）ハ 
   （新出音）ジン 
   （新出音）セン 
   （新出訓）かぶ 
   （新出音）セイ 
   （新出訓）と－じる 
   （新出音）シ 
   （新出訓）とど－く とど－ける 
 １３．漢字 13 域尊源著針拡縮棒片将 
   （新出音）イキ 
   （新出訓）とうと－い 
   （新出訓）みなもと 
   （新出音）チョ 
   （新出訓）はり 
   （新出音）カク 
   （新出訓）ちぢ－む 
   （新出音）ボウ 
   （新出訓）かた 
   （新出音）ショウ 
   （新出音）イキ 
   （新出訓）とうと－い 
   （新出訓）みなもと 
   （新出音）チョ 
   （新出訓）はり 
   （新出音）カク 
   （新出訓）ちぢ－む 
   （新出音）ボウ 
   （新出訓）かた 
   （新出音）ショウ 
   （新出音）イキ 
   （新出訓）とうと－い 
   （新出訓）みなもと 
   （新出音）チョ 
   （新出訓）はり 
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   （新出音）カク 
   （新出訓）ちぢ－む ちぢ－まる ちぢ－… 
   （新出音）ボウ 
   （新出訓）かた 
   （新出音）ショウ 
 １４．漢字 14 訪座覧操臨訳冊机批己 
   （新出訓）たず－ねる 
   （新出音）ザ 
   （新出音）ラン 
   （新出音）ソウ 
   （新出音）リン 
   （新出訓）わけ 
   （新出音）サツ 
   （新出訓）つくえ 
   （新出音）ヒ 
   （新出音）コ 
   （新出訓）たず－ねる 
   （新出音）ザ 
   （新出音）ラン 
   （新出音）ソウ 
   （新出音）リン 
   （新出訓）わけ 
   （新出音）サツ 
   （新出訓）つくえ 
   （新出音）ヒ 
   （新出音）コ 
   （新出訓）たず－ねる 
   （新出音）ザ 
   （新出音）ラン 
   （新出音）ソウ 
   （新出音）リン 
   （新出訓）わけ 
   （新出音）サツ 
   （新出訓）つくえ 
   （新出音）ヒ 

   （新出音）コ 
 １５．漢字 15 済専系盟権孝策沿泉収 
   （新出訓）す－む す－ます 
   （新出音）セン 
   （新出音）ケイ 
   （新出音）メイ 
   （新出音）ケン 
   （新出音）コウ 
   （新出音）サク 
   （新出訓）そ－う 
   （新出訓）いずみ 
   （新出訓）おさ－まる おさ－める 
   （新出訓）す－む す－ます 
   （新出音）セン 
   （新出音）ケイ 
   （新出音）メイ 
   （新出音）ケン 
   （新出音）コウ 
   （新出音）サク 
   （新出訓）そ－う 
   （新出訓）いずみ 
   （新出訓）おさ－まる おさ－める 
   （新出訓）す－む す－ます 
   （新出音）セン 
   （新出音）ケイ 
   （新出音）メイ 
   （新出音）ケン 
   （新出音）コウ 
   （新出音）サク 
   （新出訓）そ－う 
   （新出訓）いずみ 
   （新出訓）おさ－まる おさ－める 
 １６．漢字 16 樹層刻庁署納遺皇陛衆 
   （新出音）ジュ 
   （新出音）ソウ 
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   （新出訓）きざ－む 
   （新出音）チョウ 
   （新出音）ショ 
   （新出訓）おさ－める おさ－まる 
   （新出音）イ 
   （新出音）オウ コウ 
   （新出音）ヘイ 
   （新出音）シュウ 
   （新出音）ジュ 
   （新出音）ソウ 
   （新出訓）きざ－む 
   （新出音）チョウ 
   （新出音）ショ 
   （新出訓）おさ－める おさ－まる 
   （新出音）イ 
   （新出音）オウ コウ 
   （新出音）ヘイ 
   （新出音）シュウ 
   （新出音）ジュ 
   （新出音）ソウ 
   （新出訓）きざ－む 
   （新出音）チョウ 
   （新出音）ショ 
   （新出訓）おさ－める おさ－まる 
   （新出音）イ 
   （新出音）オウ コウ 
   （新出音）ヘイ 
   （新出音）シュウ 
 １７．漢字 17 誠誕討認幕穀后憲鋼捨 
   （新出音）セイ 
   （新出音）タン 
   （新出音）トウ 
   （新出訓）みと－める 
   （新出音）バク マク 
   （新出音）コク 

   （新出音）コウ 
   （新出音）ケン 
   （新出音）コウ 
   （新出訓）す－てる 
   （新出音）セイ 
   （新出音）タン 
   （新出音）トウ 
   （新出訓）みと－める 
   （新出音）バク マク 
   （新出音）コク 
   （新出音）コウ 
   （新出音）ケン 
   （新出音）コウ 
   （新出訓）す－てる 
   （新出音）セイ 
   （新出音）タン 
   （新出音）トウ 
   （新出訓）みと－める 
   （新出音）バク マク 
   （新出音）コク 
   （新出音）コウ 
   （新出音）ケン 
   （新出音）コウ 
   （新出訓）す－てる 
 １８．漢字 18 磁装宗宅乳就射賃警郵障 
   （新出音）ジ 
   （新出音）ソウ 
   （新出音）シュウ 
   （新出音）タク 
   （新出訓）ちち 
   （新出音）シュウ 
   （新出訓）い－る 
   （新出音）チン 
   （新出音）ケイ 
   （新出音）ユウ 
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   （新出音）ショウ 
   （新出音）ジ 
   （新出音）ソウ 
   （新出音）シュウ 
   （新出音）タク 
   （新出訓）ちち 
   （新出音）シュウ 
   （新出訓）い－る 
   （新出音）チン 
   （新出音）ケイ 
   （新出音）ユウ 
   （新出音）ショウ 
   （新出音）ジ 
   （新出音）ソウ 
   （新出音）シュウ 
   （新出音）タク 
   （新出訓）ちち 
   （新出音）シュウ 
   （新出訓）い－る 
   （新出音）チン 
   （新出音）ケイ 
   （新出音）ユウ 
   （新出音）ショウ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


