
別紙

　 教科
教科書
会社等 学習支援サイト名と内容 対　象 リンク先

　 全
文部

科学省

「臨時休業期間における学習支援コンテンツポータルサイ
ト（子供の学び応援サイト）」
新型コロナウイルス感染症対策による休校時、児童生徒が
自学自習に活用できる学習支援コンテンツがまとめられて
います。

小１～中３
https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/in
dex_00001.htm

　 全
愛知県総
合教育セ
ンター

「新型コロナウイルス対策による臨時休業期間中の学習支
援サイト（リンク）」
臨時休校中の学習支援の一つとして、無料で 活用できる学
習教材が掲載されています。

小１～中３ https://apec.aichi-c.ed.jp/link/covid19/index.html

1 国語 教育出版
「小学校国語　自宅学習課題」
視写や音読、作文など学年に合わせた課題がたくさんあり
ます。たくさんクリアして国語の力をレベルアップ！

小２～小６
https://www.kyoiku-
shuppan.co.jp/textbook/shou/kokugo/document/ducu8
/tskhmstdy01.html

国語 教育出版
「小学校国語　ワークシート」
ワークシートを使って、ひらがなや漢字の練習ができま
す。言葉の正しい使い方や慣用句などの復習もできます。

小１～小６
https://www.kyoiku-
shuppan.co.jp/textbook/shou/kokugo/document/ducu8
/worksheet.html

国語 東京書籍

「コツコツ漢字プリント2019」
穴埋め式の漢字プリントです。各学期に習う漢字を用いた
問題が用意されています。復習・予習に活用してくださ
い。

小１～小６
https://ten.tokyo-
shoseki.co.jp/ten_download/2020/2020038068.htm

国語 光村図書
「小学校国語　振り返りワークシート 」
言語・漢字に関するワークシートに取り組むことで、学ん
だことを振り返り、定着を図ることができます。

小２～小６
https://www.mitsumura-
tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/sk_work.html

2 社会 帝国書院
「臨時休校期間中における学習支援コンテンツのご案内」
学習ワークシートを無料で利用できます。

小３～小６
https://www.teikokushoin.co.jp/textbook/junior/2020_h
ome_study/index.html

社会 ＮＨＫ

「おうちで学ぼう！ NHK for School」
学校の授業で学ぶ内容を、わかりやすくコンパクトに家庭
学習で活用できます。番組は１０分程度で気軽に見ること
ができます。

小３～小６ https://www.nhk.or.jp/school/ouchi/

臨時休業中における児童生徒の家庭学習支援について（小学校）
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社会 啓林館
「ちびむすドリル」
小学生用の地図、歴史学習プリントを無料で利用できま
す。

小３～小６ https://happylilac.net

社会 啓林館
「ドリルの王様」
小学生用の地理、歴史学習プリントを無料で利用できま
す。苦手分野の振り返りとしても使えます。

小３～小６ https://happylilac.net

社会
eラーニ
ング研究
所

「スクールＴＶ」
家庭で学習できる教材をeラーニングとして無料配信。教科
書に対応した授業動画を見ることができます。

小３～小６ https://school-tv.jp/

社会 東京書籍
「東書ＫＩＤＳ　小学校社会科クイズ」
小学校５・６年生で学ぶことがクイズ形式でまとめてあり
ます。

小５・６
https://kids.tokyo-
shoseki.co.jp/kidsap/kids_syakaiquiz/

3 算数 啓林館
「スマートレクチャー」
教科書の内容を分かりやすく動画で解説しています。

小１～小６ https://wakuwakumath.net/

算数 啓林館
「わくわく算数　自己評価テスト」
小学生用の算数学習プリントを無料で利用できます。宿題
や家庭学習などで活用！

小１～小６
https://www.shinko-
keirin.co.jp/keirinkan/sho/sansu/support/jiko-test/

算数
大日本
図書

「ウェブで楽しい算数」
 教科書の内容を動画で解説しています。
「ラビちゃんの算数プリント」
小学生用の算数学習プリントを無料で利用できます。宿題
や家庭学習などで活用！

小１～小６
https://www.dainippon-
tosho.co.jp/news/2020/0314_study_support.html

算数
日本文教
出版

「小学算数　基礎ドリル」シリーズ
算数の基礎的な内容の反復練習ができます。１枚あたり５
分間程度を想定して作成されています。

小１～小６
https://www.nichibun-
g.co.jp/textbooks/sansu/basic_drill/

算数 啓林館

「小学生の無料学習プリント・教材プリント『ちびむすド
リル小学生』」
算数プリントなどを無料で利用できます。１００ます計算
や計算しりとり、算数クイズもあり、楽しく計算練習がで
きます。

小１～小６ https://happylilac.net/syogaku.html
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4 理科 ＮＨＫ

「おうちで学ぼう！ NHK for School」
学校の授業で学ぶ内容を、わかりやすくコンパクトに家庭
学習で活用できます。番組は１０分程度で気軽に見ること
ができます。

小３～小６ https://www.nhk.or.jp/school/ouchi/

理科
大日本
図書

「たのしい理科　ウェブ」
教科書と連携した、アニメーションや観察・実験器具の使
い方動画などを公開しています。

小３～小６ https://www.dainippon-tosho.co.jp/web/rika/index.html

理科
科学技術
振興機構

「理科ねっとわーく」
学習用デジタル教材を集めたWebサイトです。児童・生徒さ
んたちが自宅で学習する際に利用されることを目的として
います。自宅学習などの非営利・教育目的の場合は、無償
でご利用いただけます。

小３～小６ https://rika-net.com/

5 生活
大日本
図書

「大きくなあれ」
栽培飼育単元で扱う生物の写真資料です。ちょっと珍しい
生き物も紹介されており、図鑑のように眺められます。

小１・２ https://www.dainippon-tosho.co.jp/yagi/

生活
大日本
図書

「いきものみっけ」
探検をしている気分で、身近な場所のどこにどんな生き物
がいるのか、見つけることができます。

小１・２
https://www.dainippon-
tosho.co.jp/digital_databank/seikatsu/ikimono_navi/

生活
大日本
図書

「たのしいせいかつウエブ」
身近な素材で作るおもちゃや観察で役立つものの作り方な
どが動画で紹介されています。

小１・２
https://www.dainippon-
tosho.co.jp/web/seikatsu/index.html

生活 ＮＨＫ
「おうちで学ぼう！ NHK for School　ミクロワールド」
肉眼では見られないミクロの世界が観られます。

小１～中３ https://www.nhk.or.jp/rika/micro/

生活 ＮＨＫ

「おうちで学ぼう！ NHK for School　おばけの学校　たん
けんだん」
小学１・２年生向けの番組です。季節の変化を感じたり、
自分で植物を育てたりするなど、自然や社会とのふれあい
から、自ら活動に取り組む姿が描かれています。

小１・２ https://www.nhk.or.jp/seikatsu/obake/

6 総合 ＮＨＫ
「ドスルコスル」
身の回りの問題の真相をたどり、どう向き合えばいいの
か、調べ学習の方法を学ぶことができます。

小３～中３ https://www.nhk.or.jp/sougou/dosurukosuru/

総合 ＮＨＫ
「ど～する？地球のあした」
今、地球に起きている問題をどうしたらよいのかを考え、
自分の生活を見つめなおすきっかけとなります。

小４～中３ https://www.nhk.or.jp/sougou/dosuru/
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総合 ＮＨＫ
「学ぼうＢＯＳＡＩ」
災害に対してどんな対策ができるのか、被災者の方への実
際のインタビューなど防災に必要なことを学べます。

小５～中３ http://www.nhk.or.jp/sougou/bosai/

総合
西尾市
観光協会

「西尾市観光オフィシャルムービー」
文化、伝統、自然など、西尾市の魅力について学べます。
授業で西尾市をＰＲするときの参考にできます。

小３～中３ http://nishiokanko.com/movie

7 音楽
教育

芸術社
「自宅学習支援コンテンツ」
教科書教材（歌唱、器楽等）の音源が入っています。

小１～小６ https://textbook.kyogei.co.jp/library/

音楽
教育

芸術社

「音楽しらべ隊」
いろいろな音楽、作曲家、郷土の音楽、世界の音楽などに
ついて、調べることができます。

小１～小６ https://www.kyogei.co.jp/shirabe/

音楽 YAMAHA
「デジタル音楽教材　自宅学習」
ソプラノリコーダーの練習をサポートします。

小３～小６ https://ses.yamaha.com/special/gift-digital/

音楽 ＮＨＫ
「おうちで学ぼう！ NHK for School　音楽ブラボー」
リコーダーの吹き方や、響く歌声の出し方、音楽づくりな
ど、音楽演奏の仕方を動画で紹介しています。

小１～小６ https://www.nhk.or.jp/ongaku/bravo/

音楽 ＮＨＫ
「おうちで学ぼう！ NHK for School　ほうかご　ソング
ス」
歌詞つき動画で、音や音楽を楽しむことができます。

小１～小６ https://www.nhk.or.jp/school/houkagosongs/

8 図工 ＮＨＫ
「おうちで学ぼう！ NHK for School」
動画を視聴しながら、楽しく学べます。家庭でも簡単に真
似できる内容です。

小１ https://www.nhk.or.jp/school/ouchi/index.html

図工 ＮＨＫ

「おうちで学ぼう！ NHK for School　キミなら何をつく
る？」
高学年向けの図工のテーマを一つ取り上げ、やんちゃな
「図工組」が、三者三様の作品を和気あいあいと「思い」
を込めながらつくっていきます。

小５・６ https://www.nhk.or.jp/zukou/kiminara/origin/list/

図工
日本文教
出版

臨時休業期間における児童生徒用コンテンツの紹介「おう
ちでチャレンジ！ 図工の時間」
家にある材料を使って、いろいろなものをつくってみよ
う！おうちの人や、友達といっしょにつくることができま
す。

小１～小６ https://www.nichibun-g.co.jp/learning_support/zuko/

9 家庭 ＮＨＫ
「おうちで学ぼう！ NHK for School」
生きる力を高める”ことを応援する家庭科番組。子供たち
自身が考えながら家庭科のツボを学べます。

小５・６ https://www.nhk.or.jp/katei/kateika/
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家庭 徳島県

「新型コロナウィルス感染症対策による休業期間中の自宅
学習用教材～マスクを手縫いで作ろう！～」
立体マスクの作り方を動画で説明。手縫いで作れます。自
分オリジナルのマスクを作ってみよう。

小５・６
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kyoiku/g
akkokyoiku/5035843

10 体育
大日本
図書

「たのしい保健」
換気の効果など、この時期に大切なことを映像で学ぶこと
ができます。

小３～小６
https://www.dainippon-
tosho.co.jp/web/hoken/index.html

体育 ＮＨＫ

「はりきり体育ノ介」
体育の苦手を克服し、“ できる”ようにする番組です。
映像を見ると体を動かしたくなるものばかりです。親子で
できることを選んでみてください。

小１～中３ https://www.nhk.or.jp/taiiku/harikiri/

体育 You Tube

「５分　令和版　ビリーズブートキャンプ」
懐かしのブートキャンプが令和版で配信されています。最
初は無理をせず、トライしてみてください。毎日お風呂に
入る前にチャレンジ。

小１～中３ https://www.youtube.com/watch?v=yPbQ1tpvt3Y

体育
スポーツ

庁

「Ｍｙ スポーツメニュー」
ＮＨＫでおなじみのチコちゃんが紹介する職場や家庭で行
う運動です。保護者の方に。一緒にできることがあれば、
お子様と一緒にチャレンジしてみてください。

小１～中３
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatet
op11/list/detail/1422724.htm#DL

11 外・英
株式会社
教育測定
研究所

「家庭学習応援サイト」
スタディーギアfor EIKENベーシックプランに英検に向けた
教材が入っています。今の実力に合った教材が選べ、学べ
ます。

小５～中３ https://www.jiem.co.jp/homestudy/

外・英 ネットレ
「新ネットレ学習教室」
小学校・中学校で学ぶ学習内容が文法を中心にまとめてあ
り、クイズのようにチャレンジしていけます。

小１～中３ http://nll.red/

外・英 ラインズ

「eライブラリ」
中学校で学ぶ文法や文章、リスニングがあります。ドリル
や過去の入試問題もあるのでチャレンジできます。（ログ
インするには学校で配布された学校コード、ログインID、
パスワードが必要です。）

小３～中３ https://katei.kodomo.ne.jp/pc/student/kateitop/login/

12 道徳
日本ユニ
セフ協会

「私たちがつくる持続可能な世界～SDGsをナビにして～」
これからの社会を持続可能でより良いものとするためにど
うしたらよいかを考えてみましょう。

小３～中３ https://www.unicef.or.jp/kodomo/sdgs/kyozai/
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道徳 東京都

「東京都オリンピック・パラリンピック教育」児童・生徒
向けコンテンツ
パラリンピック競技の紹介番組を見ながら、どんな競技が
あるのか知り知識を深めることができます。

小１～中３ https://www.o.p.edu.metro.tokyo.jp/children-student

13
特支
国語

特別支援
教育デザ
イン研究
会

「日本語学習モバイル教材」
文字の読み書きが苦手な子供が、日本語の読み書きを身に
つけるための教材です。ＰＣ・モバイルなどの様々な機器
を使い、子供が「見て」「触って」「聞いて」、読み書き
のトレーニングが行えます。

特別支援学
級の児童

http://sn1.e-kokoro.ne.jp/japanese/

特支
国語

特別支援
教育デザ
イン研究
会

「電子ビジュアル辞書～漢字を絵で覚えよう～」
デジタル絵カードを使って、漢字の意味を絵や音声で表し
て記憶の定着を図ります。

特別支援学
級の児童

http://www4.e-kokoro.ne.jp/vd/

特支

特別支援
教育デザ
イン研究
会

「ようこそ！気持ちの広場へ」
怒りや苛立ちといった感情を適切に管理、コントロールす
るアンガーマネジメントのスキルを高める方法を動画で紹
介。

特別支援学
級の児童

http://sn1.e-kokoro.ne.jp/kimochi/

特支
岐阜県教
育委員会

「岐阜県まるごと学園」
ひらがなの書き順や線なぞり、バスや電車の乗り方などを
動画で紹介されています。

特別支援学
級の児童

https://gakuen.gifu-net.ed.jp/tshien.html

特支
国語

キッズ
チューブ

「絵本の朗読」
メ～テレ（名古屋テレビ放送）のアナウンサーが絵本を朗
読してくれます。絵本が大好きな子供が楽しんで聞くこと
ができます。

特別支援学
級の児童

https://www.youtube.com/playlist?list=PLa1x4ZKnLg-
mC1UuZhNjqi5IvpjEv0BbO

特支

特別支援
教育デザ
イン研究
会

「特別支援教育『すぐに使える！プリント＋ビデオクリッ
プ』」
国語・算数・生活に関するプリントがあります。

特別支援学
級の児童

http://sn1.e-kokoro.ne.jp/index.php

14 保健 You Tube

「やってみよう！新型コロナウイルス感染対策みんなでで
きること」
日常で気をつけることやマスクのつくり方を含め、子供向
けにわかりやすく動画で紹介されています。

小１～小６
https://www.youtube.com/watch?v=219-
OtHGje8&feature=youtu.be

保健
香川県教
育委員会

「生活習慣☆リズム感　教室～教えてmimika先生」
早寝早起き朝ごはんの重要性について楽しく学べます。

小１～小６ https://www.youtube.com/watch?v=E50808uMqoo

保健
厚生

労働省

「こころもメンテしよう」
①ストレスとうまくつき合おう②こころのＳＯＳに気づく
③心と体のセルフケア④心の病気について知るなどの段階
を追って学習できます。

小５～中３
https://www.mhlw.go.jp/kokoro/youth/consultation/ind
ex.html
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保健 啓林館
「いっしょにハミガキ★ちびむすドリル」
動画を見ながら一緒に磨けば、全部の歯がきれいに磨けま
す。

小１～小６ https://happylilac.net/movie/013/2535.html

保健
花王

ビオレ

「手あらいのうた、うごく絵本」
花王ビオレの動画を見ながら、きれいな手洗いを歌に合わ
せて、楽しく行えます。

小１～小６ https://www.youtube.com/watch?v=j4XkNqVSl7E

保健 ＮＨＫ

「おうちで学ぼう！ NHK for School　スマホ・リアル・ス
トーリー」
スマホを持った小学生のリアルな体験を再現ドラマにして
スマホとの向かい合い方を学べます。

小４～中３ https://www.nhk.or.jp/sougou/sumaho/

保健 ＮＨＫ

「おうちで学ぼう！ NHK for School　パプリカ　おとうさ
んといっしょ」
バージョンで「英語で歌おう」「おどろう」等工夫されて
いて、楽しんで体を動かすことができ、ストレス発散でき
るかも。

小１～小６ https://www.nhk.or.jp/school/paprika/origin/dance.html

15 給食

愛知県
保健医療
局 生活
衛生課

「あわあわゴッシーのうた」で手を洗おう! ～手洗い犬
ゴッシーをよろしく～
愛知県では、県内の子供たちを対象に、食事前の手洗いの
励行と正しい手洗い方法を習得してもらうために、「あわ
あわゴッシーのうた（手洗い歌）」を推奨しています。

小１・２
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/eisei/0000022473.htm
l

給食
文部

科学省

小学生用食育教材「たのしい食事つながる食育」
箸のもち方やおやつの食べ方、食事をおいしくする魔法の
言葉などがワークシート形式で紹介されています。

小１～小６
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/eiyou/syokuse
ikatsu.htm

給食

早寝早起
き朝ごは
ん全国協
議会

「早寝早起き朝ごはん」の大切さが分かりやすく紹介され
ています。「朝ごはんポケットレシピ」をダウンロードす
ることもできます。家族で「早寝早起き朝ごはん」に取り
組み、生活リズムを整えましょう。

小１～小６ http://www.hayanehayaoki.jp/index.html

給食
北海道牛
乳普及協
会

「ミルクのチカラ、見つけた！発見ギューニュートン」
カルシウムは不足していませんか。牛乳、乳製品について
楽しく学ぶことができます。手軽なミルクレシピもついて
います。

小１～中３ https://www.gyu-newton.com/

https://happylilac.net/movie/013/2535.html
https://www.youtube.com/watch?v=j4XkNqVSl7E
https://www.nhk.or.jp/sougou/sumaho/
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給食 ＮＨＫ

「おうちで学ぼう！ NHK for School『ゴー！ゴー！キッチ
ン戦隊クックルン』」
３人の小学生が歌やダンスを交え、おいしい料理を作って
いきます。楽しみながら料理のコツや食材の知識を学ぶこ
とができる食育番組です。HPには過去のレシピが掲載され
ています。

小１～小６
http://www.nhk.or.jp/kids/cooklun/cok_recipe/recipe2.
html

16 図書館
文部

科学省

「子供の読書キャンペーン～きみの一冊をさがそう～」
スポーツ庁長官、文化庁長官をはじめとした方々のおすす
めする本を紹介しています。今こそ、本を読んでみよう！

小５・６
https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/m
ext_00480.html#ouchide

図書館 小学館

「小学館版学習まんが『少年少女日本の歴史』電子版」
小学館版学習まんが「少年少女日本の歴史」電子版全２４
巻を無料公開しています。過去へタイムスリップして日本
の歴史の探ろう！

小３～小６ https://kids-km3.shogakukan.co.jp/

図書館
日本新聞
博物館

「おうちで新聞を使い楽しく学ぼう」
スクラップ帳づくりなど新聞を使って楽しく取り組める活
動を紹介しています。新聞に目を向けると新しい発見がた
くさん！

小３～小６ https://newspark.jp/home_study/

17 特活 ＮＨＫ

「いじめノックアウト」
いじめ予防・いじめがおこった後の対応を考えていく番組
です。高橋みなみさんと一緒に、いじめについて考え、み
んなが幸せになるクラスをつくりましょう。

小３～中３ https://www.nhk.or.jp/tokkatsu/ijimezero/

特活 ＮＨＫ

「子ども安全リアルストーリー」
自分の身の守る方法を子どもたちに分かりやすく伝える番
組です。実際に起きたケースを織り交ぜ、再現ドラマで紹
介します。

小１～小６ https://www.nhk.or.jp/tokkatsu/anzen/

特活 ＮＨＫ
「で～きた」
よりよい人間関係を築くために必要なマナーや集団行動な
どの社会スキルを身につけ、生きる力を育てます。

小１～小３ https://www.nhk.or.jp/tokkatsu/dekita/

特活 You Tube
「誰にでも出来ちゃう手品の仕掛け１６個」
動画を見ながら手品の練習はいかがでしょう。みんな、マ
ジシャンになれます！

小１～小６
https://search.yahoo.co.jp/video/search?p=手品
&fr=top_ga1_sa&ei=UTF-8
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