
２ タイピング練習サイト

１ 家庭学習レシピ

自主学習ノート・家庭学習ノートのネタをたくさん集めています。

ブログ 指導ガイド 導入事例 よくある質問

パソコンを使いこなすには、まずタイピングから、作文もプログラミングもマスターしよう。

4                                                 家庭学習応援プロジェクト：Gakken

5                                 特別支援教育のための教材：特別支援教育デザイン研究会

6                                           eboard（イーボード）： NPO法人eboard

小学校・中学校の教科別に、勉強する学年や分野を選べます。

7                                     おすすめキッズサイト一覧：一般社団法人教科書協会

小中学生が楽しく学ぶことができるリンク集です。

授業動画 ドリル・参考書 教育情報 子ども向け読み物 お役立ち情報 イベント・キャンペーン

３ おうちで学ぼう NHK for School

おうちで学ぼう

先生といっしょに、おうちの人と、ひとりでも。 NHK for Schoolを使って楽しく学ぼう！

イラストでわかる！生活ことば辞典 ようこそ！気持ちの広場へ プリント教材+English

わかった！なるほど！
みんなで考える 障がい児支援

日本語学習モバイル教材
読み書きが苦手な子どもの基礎トレーニング

電子ビジュアル辞典
漢字を絵で覚えよう

親子でつくるソーシャルスキル教材
地域で連携する障がい児サポート

https://typing.playgram.jp/
https://homework-recipe.com/
https://typing.playgram.jp/#blogs
https://typing.playgram.jp/#teaching-materials
https://typing.playgram.jp/#cases
https://typing.playgram.jp/#faq
https://www.gakken.co.jp/homestudy-support/
https://e-kokoro.ne.jp/ss/1/index.php
https://www.eboard.jp/list/?_ga=2.176515745.506675979.1648518645-625464621.1625463614
http://www.textbook.or.jp/question/kids-site.html
http://www.textbook.or.jp/question/kids-site.html
https://www.gakken.co.jp/homestudy-support/movie/
https://www.gakken.co.jp/homestudy-support/workbook/
https://www.gakken.co.jp/homestudy-support/edu-info/
https://www.gakken.co.jp/homestudy-support/forkids/
https://www.gakken.co.jp/homestudy-support/useful-info/
https://www.gakken.co.jp/homestudy-support/feature/
https://sn1.e-kokoro.ne.jp/cotoba/
https://sn1.e-kokoro.ne.jp/kimochi/
https://sn1.e-kokoro.ne.jp/english/
https://sn1.e-kokoro.ne.jp/wakatta/
https://sn1.e-kokoro.ne.jp/japanese/
https://sn1.e-kokoro.ne.jp/oyako/
https://www4.e-kokoro.ne.jp/vd/
https://sn1.e-kokoro.ne.jp/
https://sn1.e-kokoro.ne.jp/print/print_top.php
https://sn1.e-kokoro.ne.jp/web/web_top.php
https://sn1.e-kokoro.ne.jp/video/video_top.php
https://sn1.e-kokoro.ne.jp/doc/doc_top.php
https://sn1.e-kokoro.ne.jp/sozai/sozai_top.php
https://www.nhk.or.jp/school/ouchi/
https://www.nhk.or.jp/school/ouchi/
https://www.nhk.or.jp/school/ouchi/
https://sn1.e-kokoro.ne.jp/cotoba/
https://sn1.e-kokoro.ne.jp/kimochi/
https://sn1.e-kokoro.ne.jp/english/
https://sn1.e-kokoro.ne.jp/wakatta/
https://sn1.e-kokoro.ne.jp/japanese/
https://sn1.e-kokoro.ne.jp/japanese/
https://www4.e-kokoro.ne.jp/vd/
https://www4.e-kokoro.ne.jp/vd/
https://sn1.e-kokoro.ne.jp/oyako/
https://sn1.e-kokoro.ne.jp/oyako/


8                                      児童生徒用の学習支援コンテンツの紹介：教育出版

児童生徒用の学習支援コンテンツの紹介

自学自習で活用できる学習支援コンテンツを提供しています。

9                                                      EduTownSDGs：東京書籍

わたしたちがつくる未来 EduTownSDGs

10                                                 EduTownモノづくり：東京書籍

発見！ 密着！ 子どもたちのためのモノづくりサイト

11                                           理科ねっとわーく：国立教育政策研究所

小・中・高等学校向けの理科教育・学習用デジタル教材を集めたWebサイトです。

12                                       リコーダーの家庭学習用デジタル教材：ヤマハ

リコーダーの家庭学習用デジタル教材

無料で使えるリコーダーの教材がたくさん用意されています。

13                                                    文化遺産オンライン：文化庁

文化遺産オンライン

全国の博物館・美術館等から提供された作品や国宝・重要文化財など、
さまざまな情報をご覧いただけます。

14                                                 体ほぐしの運動 体つくり運動

体ほぐしの運動

様々な道具を使用した体ほぐし仕方や日常生活でのほぐし方を紹介しています。

15                             家庭での体育、保健体育の学習コンテンツ参考例：スポーツ庁

家庭での体育、保健体育の学習コンテンツ参考例

学校での体育、保健体育授業の内容を踏まえ、
放課後や休日において、児童生徒が自主的に運動に取り組めるよう作成されています。

体つくり運動

体を柔らかくする組み合わせや体力を高める運動について紹介しています。

https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/important/2020/03/post-13.html#0101
https://sdgs.edutown.jp/
https://monozukuri.edutown.jp/
https://sdgs.edutown.jp/
https://monozukuri.edutown.jp/
https://rika-net.com/
https://ses.yamaha.com/special/gift-digital/
https://bunka.nii.ac.jp/
https://ses.yamaha.com/special/gift-digital/
https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/jyujitsu/__icsFiles/afieldfile/2011/08/22/1306082_03.pdf
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop04/list/jsa_00027.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/jyujitsu/__icsFiles/afieldfile/2011/08/22/1306082_04.pdf
https://www.mext.go.jp/sports/index.htm
https://bunka.nii.ac.jp/


子供の学び応援サイト ～学習支援コンテンツポータルサイト～

自由に学ぶ、学校の教科等を学ぶ、学校の先生・保護者が使えるリンク集などがあります。

StuDX Style（スタディーエックス スタイル）

～ GIGAスクール構想を浸透させ学びを豊かに変革していくカタチ ～

19                                          家庭学習サポート動画：長野県教育委員会

「いっしょに学ぼう」家庭学習サポート動画「小学校1～3年生用」

「いっしょに学ぼう」家庭学習サポート動画「小学校4～6年生用」

「いっしょに学ぼう」家庭学習サポート動画「中学生用」

中学の勉強法のわからないを 5 分で解決

予習復習だけでなく、学び直し、入試対策にも最適なタイトル通りの授業動画があります。

Try ITの無料会員登録を行うことで、中１から高３の全体で4,000本以上の授業が永久無料で見放題となります。
詳細については、「無料会員登録10のメリット」でご確認ください。 ※利用規約| 映像授業の Try IT ( トライイット ) 

20                                映像授業のTry IT（トライイット）： 家庭教師のトライ

21                                       STEAMライブラリー未来の教室：経済産業省

STEAMライブラリー「未来の教室」

STEAM教育を通じてSDGsに掲げられる社会課題の解決手法を学べるオンライン図書館

STEAM教育とは？ → これからの社会を「自らつくっていく力」を育む教育です。 解説動画

22                                   子供の学び応援サイト、StuDX Style：文部科学省

18                                                 学習支援動画：新潟県教育委員会

動画ポケット 新潟県学習支援動画 Niigata Study Support Video

16                                  春の総復習ドリル PDF・音声 小・中・高：Benesse

春の総復習ドリル PDF・音声 小・中・高

各学年別に主要教科の「３学期の総復習」をPDFで提供しています。 サービス利用のよくある質問

小学校： 算数（動画授業）
１年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生

中学校： 数学（動画授業）
１年生 ２年生 ３年生

17                                                    スマートレクチャー：啓林館

https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/index_00001.htm
https://www.mext.go.jp/studxstyle/
https://www.mext.go.jp/studxstyle/
https://www.mext.go.jp/studxstyle/
https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/kyogaku/gakko/sonota/rin_douga_sho123nen.html
https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/kyogaku/gakko/sonota/rin_douga_sho456nen.html
https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/kyogaku/gakko/sonota/rin_douga_tyu123nen.html
https://www.try-it.jp/c/
https://www.try-it.jp/
https://www.try-it.jp/about/
https://www.try-it.jp/terms/
https://www.steam-library.go.jp/
https://steam-japan.com/about/
https://steam-japan.com/wp/wp-content/uploads/steam_movie.mp4
https://www.steam-library.go.jp/
https://www.learning-innovation.go.jp/edtech-library/
https://www.learning-innovation.go.jp/bpr/
https://www.try-it.jp/
https://www.learning-innovation.go.jp/
https://www.learning-innovation.go.jp/newsletter/
https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/index_00001.htm
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13MRNmYctKcy7nfrhI0T62T4aMmLJeTvSqMKSK5lKrxM/edit
https://www.benesse.co.jp/zemi/homestudy/workbook/
https://faq.benesse.co.jp/category/show/5234?site_domain=h-sho&ui_inf_rou=other&_ga=2.16395318.1099169716.1650439978-312913507.1649982117
https://www.benesse.co.jp/zemi/homestudy/workbook/
https://wakuwakumath.net/pages/y_grade01.html
https://wakuwakumath.net/pages/y_grade02.html
https://wakuwakumath.net/pages/y_grade03.html
https://wakuwakumath.net/pages/y_grade04.html
https://wakuwakumath.net/pages/y_grade05.html
https://wakuwakumath.net/pages/y_grade06.html
https://mathnavi.net/h28/pages/mn1_yt.php
https://mathnavi.net/h28/pages/mn2_yt.php
https://mathnavi.net/h28/pages/mn3_yt.php
https://wakuwakumath.net/


25                                         進路学習 上級学校調べ：沖縄県教育委員会

高等学校 特別支援学校 大学・短期大学・高等専門学校 専修学校 その他

26                         教職員の学び応援ページ：NITS 独立行政法人教職員支援機構

指導力を上げたい方へ

校内研修シリーズ テーマごとに20分で学べる！

新学習指導要領編 改訂のポイントが学べる！

講義収録動画 機構の研修動画で学べる！

授業を改善したい方へ

アクティブ・ラーニング授業実践事例 授業について学べる！ （200事例掲載）

アクティブ・ラーニング研修プログラムモデル 研修について学べる！

文部科学省の研修資料を知りたい方へ

教職員研修資料Webサイト集～学び続ける教職員のみなさまへ～（令和3年9月）

主に文部科学省が作成した教職員向けの研修資料や、参考となる資料をまとめられています。

全国の教材情報を知りたい方へ

各教育委員会等作成教材一覧 他県の教材から学ぶ！（キーワードで検索可）

動画教材リンク集 動画教材を提供している外部サイトのリンクをご紹介！

23                                                 13歳のハローワーク 公式サイト

24                                職業調べ・キャリア教育 EduTownあしたね：東京書籍

全国7000校110万人が利用するキャリア教育・職業調べサイト

27                       サポート・シリーズ、ICT活用特集ページ：福岡県教育センター

様々な研修コンテンツ、学習支援コンテンツを配信 先生方のICT活用に役立つコンテンツや情報を発信

28                         教材・指導法データベース：筑波大学特別支援教育研究センター

筑波大学 特別支援教育研究センターにより作成された、特別支援教育において活用できる教材
と指導法に関するデータベースです。 目的に応じたカテゴリ検索や教材、動画紹介があります。

https://www.pref.okinawa.jp/edu/shien/gakko/ko/index.html
https://www.pref.okinawa.jp/edu/shien/gakko/tokubetsushien/index.html
https://www.pref.okinawa.jp/edu/shien/gakko/daigaku/index.html
https://www.pref.okinawa.jp/edu/shien/gakko/senshu/index.html
https://www.pref.okinawa.jp/edu/shien/gakko/sonota/index.html
https://www.nits.go.jp/materials/intramural/theme.html
https://www.nits.go.jp/materials/youryou/
https://www.nits.go.jp/materials/videos/
https://www.nits.go.jp/jisedai/achievement/jirei/
https://www.nits.go.jp/jisedai/achievement/
https://www.mext.go.jp/content/200709-mxt_kyoikujinzai01-000008600_2.pdf
https://www.nits.go.jp/documents/materials/
https://www.nits.go.jp/materials/link.html
https://www.13hw.com/home/index.html
https://ashitane.edutown.jp/
https://ashitane.edutown.jp/
http://www.educ.pref.fukuoka.jp/one_html3/pub/default.aspx?c_id=662
http://www.educ.pref.fukuoka.jp/one_html3/pub/default.aspx?c_id=658
http://www.educ.pref.fukuoka.jp/one_html3/pub/default.aspx?c_id=662
http://www.educ.pref.fukuoka.jp/one_html3/pub/default.aspx?c_id=658
https://www.nits.go.jp/documents/manabi/
https://www.nits.go.jp/
https://www.nits.go.jp/
http://gakko.rdy.jp/kdb/
http://gakko.rdy.jp/kdb/


29                          特別支援教育教材ポータルサイト：国立特別支援教育総合研究所

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所により作成された、障害の状態や特性等に応じた教材、
支援機器等活用の様々な取り組みの情報などを集約管理・データベース化したポータルサイトです。
特別支援教育の教材や支援機器、 学校での実践事例の紹介があります。

33                                     学校体育の充実に向けた指導資料集：文部科学省

学校体育の充実に向けた指導資料集

小学校低学年体育デジタル教材 小学校中学年体育デジタル教材 小学校高学年体育デジタル教材

34                          コロナ禍における体育、保健体育の教師用指導資料：スポーツ庁

コロナ禍における体育、保健体育の教師用指導資料

学校での体育、保健体育の授業における基本的な感染症対策を
踏まえた指導の工夫例について、教師向けの動画資料があります。

35            児童生徒の1人1台のICT端末を活用した体育・保健体育授業の事例集：スポーツ庁

児童生徒の1人1台のICT端末を活用した体育・保健体育授業の事例集

特別支援教育のためのプレゼン教材ソフト Teach Uって？

PowerPointの役立ち部品「TU Parts」 プレゼン教材 プレゼン教材データベース（DB）

「TeachU」では、プレゼンテーションソフト（PowerPoint）で作成したプレゼン教材を公開しています。
プレゼン教材をそのまま活用したり、児童生徒に合わせてカスタマイズしたり、授業作りに活用することができます。

クリエイティブ・コモンズの条件を守っていただければ、教育現場にて無料で活用いただけます。

30                               特別支援教育のためのプレゼン教材ソフト： Teach U

36                                      義務教育課ポータルサイト：沖縄県教育委員会

義務教育課ポータルサイト

小中学校の授業改善・学校改善を支援するためのサイトで、様々な情報提供、資料提供等が行われています。

37                                 市町村立学校支援サイト：沖縄県立総合教育センター

市町村立学校支援サイト

情報モラル教育の充実

情報モラル学習サイト 情報化社会の新たな問題を考えるための動画教材（72本）

SNS、オンラインゲーム等の利用などを通じて、長時間利用による生活習慣の乱れやネット詐欺・不正請求などの
「ネット被害」、SNSによるトラブルなどに巻き込まれてしまう可能性が高まっています。このような情報化の進展に伴
う新たな問題に対応するための教材です。

32                                               情報モラル教育の充実：文部科学省

いじめに対する理解を促す動画教材

概要 プログラムの使い方 動画教材「ともだち・かかわりづくりプログラム」（64本） プログラム全体の意図

本動画教材は、「いじめって何？」「間違った行動をする人はいじめてもいいのか」などのいじめに関するテーマを、
解説付きのシンプルなストーリー形式で取り上げ、児童生徒のいじめに対する理解や、児童生徒自らいじめに対し、
適切な対応がとれるよう促すものです。各コンテンツの指導のポイントも記載した資料も掲載されています。

31                                     いじめに対する理解を促す動画教材：文部科学省

http://kyozai.nise.go.jp/?page_id=13
https://www.nise.go.jp/nc/
http://kyozai.nise.go.jp/?page_id=13
https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/jyujitsu/1330884.htm
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGpGsGZ3lmbCkMS8qF5TkgmgHw9Pz9XPH
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGpGsGZ3lmbCbt-uXgs2tRdrTn8MVQfPd
https://www.youtube.com/playlist?list=PLC97AFF40C4281B24
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop04/list/jsa_00001.htm
https://www.mext.go.jp/sports/index.htm
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop04/list/1398875_00001.htm
https://www.mext.go.jp/sports/index.htm
https://musashi.educ.kumamoto-u.ac.jp/
https://youtu.be/a_YbJXQNgJc
https://musashi.educ.kumamoto-u.ac.jp/category/tu-parts/
https://musashi.educ.kumamoto-u.ac.jp/category/t-aid/
https://musashi.educ.kumamoto-u.ac.jp/db/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ja
https://sites.google.com/view/okinawa-gakkougaizen/
http://www.gimu.open.ed.jp/
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1369617.htm
https://www.mext.go.jp/moral/#/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGpGsGZ3lmbAOd2f-4u_Mx-BCn13GywDI
https://musashi.educ.kumamoto-u.ac.jp/
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1406070_00001.htm
https://www.mext.go.jp/content/20220610-mext_jidou01-000022802_06.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=h-PlZ7rW8kw&list=PLGpGsGZ3lmbAea8_4BzduYjdvGOWlI6L4&index=63
https://www.youtube.com/watch?v=h-PlZ7rW8kw&list=PLGpGsGZ3lmbAea8_4BzduYjdvGOWlI6L4&index=63
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGpGsGZ3lmbAea8_4BzduYjdvGOWlI6L4
https://www.youtube.com/watch?v=qLrXr2ap69o&list=PLGpGsGZ3lmbAea8_4BzduYjdvGOWlI6L4&index=64

