
小学校各教科の学習に役立つコンテンツ【６月１０日更新】 

府中市教育委員会教育部指導室 

最新情報は、https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kyoiku/gako/learning_support_contents.html から 

教科 コンテンツ 対象 

国語 
東京ベーシック・ドリル（東京都教育委員会） 

教科書会社作成の学習支援コンテンツ（光村図書出版） 

全学年 

全学年 

社会 

東京ベーシック・ドリル（東京都教育委員会） 

教科書会社作成の学習支援コンテンツ（日本文教出版） 

教科書会社作成の学習支援コンテンツ（帝国書院）更新 

３・４年 

３～６年 

３～６年 

算数 
東京ベーシック・ドリル（東京都教育委員会） 

教科書会社作成の学習支援コンテンツ（学校図書） 

全学年 

全学年 

理科 

東京ベーシック・ドリル（東京都教育委員会） 

教科書会社作成の学習支援コンテンツ（東京書籍） 

学習者用デジタル教材の部分サンプル（株式会社 Lentrance） 

３・４年 

３～６年 

３～６年 

生活 － － 

音楽 教科書会社作成の学習支援コンテンツ（教育芸術社） 全学年 

図画工作 教科書会社作成の学習支援コンテンツ（日本文教出版） 全学年 

家庭 教科書会社作成の学習支援コンテンツ（開隆堂出版） ５・６年 

体育 教科書会社作成の学習支援コンテンツ（学研教育みらい）更新 ３～６年 

外国語 教科書会社作成の学習支援コンテンツ（光村図書出版） ５・６年 

外国語活動 外国語活動教材「Let's Try!」「We Can!」の紙面データと音声データ（文部科学省） ３～６年 

道徳 教科書会社作成の学習支援コンテンツ（光村図書出版） ２～６年 

 

小学生向け生活・学習支援番組「TOKYOおはようスクール」【更新】 

小学生が一日をスタートさせ、生活のリズムを整え、自分に合った学習を進められるように、学校の臨時休業

期間中に地上波で放送されたテレビ番組です。 

放送は終了しましたが、YouTube や TOKYO MX 公式のエムキャス（無償）で見ることができます。 

YouTubeプレイリスト  エムキャス プレイリスト  番組ホームページ（TOKYO MX テレビ） 

 

文部科学省【子供の学び応援サイト】 

学校種や教科・科目等ごとに、学習支援コンテンツへのリンクや、活用の工夫例等が紹介さ

れています。紹介コンテンツは、随時更新されています。スマートフォン等からも手軽に、自

宅等での学習に活用できる無償の教材や動画等を見ることができます。 

文部科学省【子供の学び応援サイト】 

 

NHK for School 

数多くの教育番組と動画クリップを掲載しています。画面の上にあるメニューで「ばんぐみ」や「クリップ」を

選んだあと、教科や学年などで検索すると、目的に合った動画を探しやすいです。 

NHK for School  おうちで学ぼう！NHK for School 

また、E テレでは、平日の午前 10 時 25 分から午後 0 時と午後 1 時 5 分から午後 2 時まで、マルチチャンネル

（023）で子どもの学習に役立つ番組などを放送しています。 

NHK for School Eテレ番組表   

LINE 公式アカウント 

https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kyoiku/gako/learning_support_contents.html
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/study_material/improvement/tokyo_basic_drill/
https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_index.html
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/study_material/improvement/tokyo_basic_drill/
https://www.nichibun-g.co.jp/learning_support/
https://www.teikokushoin.co.jp/textbook/junior/2020_home_study/index.html
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/study_material/improvement/tokyo_basic_drill/
https://gakuto.co.jp/contents-worksheet/
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/study_material/improvement/tokyo_basic_drill/
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/spl/hl_support/shou/
https://www.lentrance.com/learningsupport/
https://textbook.kyogei.co.jp/library/?fbclid=IwAR16sYPk-CmJEhubwm7Dd7oQQIS-flKJrsJsSKf02q-14-_hg8_jr7Sh9Zw
https://www.nichibun-g.co.jp/learning_support/
https://www.kairyudo.co.jp/contents/05_kyoiku/support/index.htm
https://gakkokyoiku.gakken.co.jp/r2studysupport/
https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_index.html
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/123/houkoku/1382162.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/gaikokugo/1387503_00001.htm
https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_index.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkZ0Cdjz3KkgoGJA-ETj8kfgiY1AF2tla
https://mcas.jp/movie.html?id=749855770&genre=453017955
https://s.mxtv.jp/variety/ohayo_school/
https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/index_00001.htm
https://www.nhk.or.jp/school/
https://www.nhk.or.jp/school/ouchi/
https://www.nhk.or.jp/school/first/pdf/nfs2020_timetable.pdf
https://line.me/R/ti/p/%40855asdfp


中学校の各教科の学習に役立つコンテンツ【６月１０日更新】 

府中市教育委員会教育部指導室 

最新情報は、https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kyoiku/gako/learning_support_contents.html から 

教科 コンテンツ 対象 

国語 
東京ベーシック・ドリル（東京都教育委員会） 

教科書会社作成の学習支援コンテンツ（光村図書出版） 

１年 

全学年 

社会 

【地理的分野】教科書会社作成の学習支援コンテンツ（帝国書院）更新 

【歴史的分野】教科書会社作成の学習支援コンテンツ（東京書籍） 

教科書内 D マークコンテンツ（東京書籍） 

全学年 

全学年 

全学年 

数学 

東京ベーシック・ドリル（東京都教育委員会） 

教科書会社作成の学習支援コンテンツ（新興出版社啓林館）更新 

 スマートレクチャー 

 Math ナビブックの解説動画 

 自己評価テスト 

１年 

全学年 

理科 教科書会社作成の学習支援コンテンツ（大日本図書） 全学年 

音楽 教科書会社作成の学習支援コンテンツ（教育芸術社） 全学年 

美術 教科書会社作成の学習支援コンテンツ（光村図書出版） 全学年 

保健体育 教科書会社作成の学習支援コンテンツ（大修館書店） 全学年 

技術・家庭  

【技術分野】教科書会社作成の学習支援コンテンツ（東京書籍） 

教科書内 D マークコンテンツ（東京書籍） 

【家庭分野】教科書会社作成の学習支援コンテンツ（開隆堂出版） 

全学年 

全学年 

全学年 

外国語 
東京ベーシック・ドリル（東京都教育委員会） 

教科書会社作成の学習支援コンテンツ（光村図書出版） 

１年 

全学年 

道徳 教科書会社作成の学習支援コンテンツ（光村図書出版） 全学年 

 

文部科学省【子供の学び応援サイト】 

学校種や教科・科目等ごとに、学習支援コンテンツへのリンクや、活用の工夫例等が紹介さ

れています。紹介コンテンツは、随時更新されています。スマートフォン等からも手軽に、自

宅等での学習に活用できる無償の教材や動画等を見ることができます。 

文部科学省【子供の学び応援サイト】 

 

NHK for School 

数多くの教育番組と動画クリップを掲載しています。画面の上にあるメニューで「ばんぐみ」や「クリップ」を

選んだあと、教科や学年などで検索すると、目的に合った動画を探しやすいです。 

NHK for School  おうちで学ぼう！NHK for School 

また、E テレでは、平日の午前 10 時 25 分から午後 0 時と午後 1 時 5 分から午後 2 時まで、マルチチャンネル

（023）で子どもの学習に役立つ番組などを放送しています。 

NHK for School Eテレ番組表   

LINE 公式アカウント 

https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kyoiku/gako/learning_support_contents.html
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/study_material/improvement/tokyo_basic_drill/
https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_index.html
https://www.teikokushoin.co.jp/textbook/junior/2020_home_study/index.html
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/spl/hl_support/chu/
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/digi-contents/chu/
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/study_material/improvement/tokyo_basic_drill/
https://www.shinko-keirin.co.jp/keirinkan/chu/gakusyusien/
http://www.smart-lecture.com/pages/extraordinary.html
https://mathnavi.net/h28/index.php
https://www.shinko-keirin.co.jp/keirinkan/chu/math/support/jiko-test/
https://www.dainippon-tosho.co.jp/news/2020/0314_study_support.html
https://textbook.kyogei.co.jp/library/?fbclid=IwAR16sYPk-CmJEhubwm7Dd7oQQIS-flKJrsJsSKf02q-14-_hg8_jr7Sh9Zw
https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_index.html
https://www.taishukan.co.jp/item/2020springONLY/health_physed_jh/index.html
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/spl/hl_support/chu/
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/digi-contents/chu/
https://www.kairyudo.co.jp/contents/05_kyoiku/support/index.htm
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/study_material/improvement/tokyo_basic_drill/
https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_index.html
https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_index.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/index_00001.htm
https://www.nhk.or.jp/school/
https://www.nhk.or.jp/school/ouchi/
https://www.nhk.or.jp/school/first/pdf/nfs2020_timetable.pdf
https://line.me/R/ti/p/%40855asdfp


小・中学生共通 学習支援や日常生活に役立つ情報【６月１０日更新】 

府中市教育委員会教育部指導室 

最新情報は、https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kyoiku/gako/learning_support_contents.html から 

東京都立図書館 

今こそできる！こんなこと ―都立図書館 学習・読書応援ポータル 

自由研究のアイデアカードやブックリストなど、都立図書館がおすすめコンテンツを紹介し、みなさんの学習

や読書を応援します。また、都内の博物館などが公開するコンテンツにもリンクしています。 

 

学研 

家庭学習応援プロジェクト 

本市の小学校体育科の教科書発行者である学研グループが、幼児、小学生、中学生、高校生向けに、学校再開

期や夏休みに向けて、家庭で学習できる教材を無料で提供しています。 

 

マサチューセッツ工科大学【追加】 

Scratch[スクラッチ] 

プログラミング体験ができるサイトです。 

Scratch は、マサチューセッツ工科大学メディアラボのライフロングキンダーガーテングループのプロジェク

トで、無償で提供されています。150 以上の国と地域で利用されていて、日本語にも対応しています。 

 

文部科学省【追加】 

プログラミン 

文部科学省が、Scratch を参考に 2010 年 8 月に開発・公開した、ビジュアルプログラミングを使用してプログ

ラミング体験ができるサイトです。 

かすたねっと 

帰国・外国人児童生徒教育のための情報検索サイトです。 

多言語の教材や日本語を学ぶための教材をダウンロードすることができます。 

 

スポーツ庁【追加】 

子供の運動あそび応援サイト 

小・中学生向けに、家庭でも楽しく行えるスポーツや運動を紹介しているサイトを紹介しています。 

 

経済産業省 「未来の教室」プロジェクト 

新型コロナ感染症による学校休業対策『#学びを止めない未来の教室』 

日本の様々な EdTech 事業者が行っている学習支援の取組を紹介しています。 

 

厚生労働省【更新】 

厚生労働省から出されている情報をもとに、感染症対策に努めていただくようお願いいたします。 

 

新型コロナウイルス感染症の予防 

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐためには、一人一人の心がけが何より重要です。新型コロナウイルスを

含む感染症対策の基本は、「手洗い」や「マスクの着用を含む咳エチケット」です。 

３つの密を避けましょう（3 月 28 日） 

「３つの密」とは、換気が悪い「密閉空間」（風通しが悪い、ムンムンとした空間）、多数が集まる「密集場所」

（人がたくさん、ギュウギュウといる場所）、間近で会話や発声をする「密接場面」（すぐそばで、ガヤガヤと話

す場面）のことです。集団感染（クラスター）を発生させないために、「３つの密」を避けるようにしましょう。 

https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kyoiku/gako/learning_support_contents.html
https://www.library.metro.tokyo.jp/learning_support/index.html
https://www.gakken.co.jp/homestudy-support/
https://scratch.mit.edu/
https://www.mext.go.jp/programin/
https://casta-net.mext.go.jp/
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop03/list/detail/jsa_00012.html
https://www.learning-innovation.go.jp/covid_19/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00094.html#h2_free2
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html#kokumin


人との接触を 8割減らす、10のポイント（4 月 22 日） 

新型コロナウイルス感染症は、誰もが感染する可能性があり、誰もが他の人に感染させる可能性があります。

新型コロナウイルス感染症から、あなたと身近な人の命を守れるよう、日常生活を見直してみましょう。 

新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」（5 月 4 日） 

「新型コロナウイルスは身の回りのどこにでもいると思って、感染しないように、自分たちの日常生活の仕方

を変えていきましょう」というのが「新しい生活様式」の呼びかけです。 

「手洗い」や「マスクの着用を含む咳エチケット」、「３つの密を避けること」、「人との接触を減らすこと」と

いったことを、日常生活で具体的に実践する例が示されています。あなたの日常生活に取り入れてみてください。 

「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイント（5 月 29 日） 

夏を迎えるにあたり、例年よりもいっそう熱中症にも注意する必要があります。新型コロナウイルスの感染拡

大を防ぐための「新しい生活様式」における熱中症予防のポイントがまとめられています。 

 

日本赤十字社【追加】 

新型コロナウイルスの３つの顔を知ろう！～負のスパイラルを断ち切るために～ 

「病気」「不安」「差別」という新型コロナウイルスがもつ３つの顔を正しく知り、これらの３つがつながって

更なる感染拡大を招く「負のスパイラル」を断ち切るため、日本赤十字社がスライドで説明しています。 

小・中学生向けに、このスライドの動画版も作成されました。 

 

NHK 

やさしい日本語で書いたニュース 

毎日のニュースを、小学生・中学生の皆さんに分かりやすい言葉で伝えています。 

新型コロナウイルスにどう気を付けたらいいのかもまとめています。 

 

いじめで困ったり、自分や友人の安全に不安があったりしたときの相談 

府中市立教育センター 電話相談（いじめ相談ホットライン） 

電話番号 042-360-4188 

受付時間 平日 午前９時から午後０時まで 午後１時から午後５時まで（時間外は留守番電話で対応します） 

 

東京都教育相談センター 東京都いじめ相談ホットライン 

電話番号 0120-53-8288 

受付時間 24 時間受付 

 

相談ほっと LINE@東京 

https://ijime.metro.tokyo.lg.jp/sns/index.html 

東京都教育委員会が行っている、LINE を活用したチャットによる SNS 教育相談窓口です。 

受付時間 毎日 午後５時から午後 10 時まで（受付は午後９時 30 分まで） 

 

  LINE 公式アカウント 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00116.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_coronanettyuu.html
http://www.jrc.or.jp/activity/saigai/news/200326_006124.html
https://niigata.jrc.or.jp/report/%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%b9%e3%81%ae%ef%bc%93%e3%81%a4%e3%81%ae%e9%a1%94%e3%82%92%e7%9f%a5%e3%82%8d%e3%81%86%ef%bc%81%ef%bd%9e%e8%b2%a0%e3%81%ae/
https://www3.nhk.or.jp/news/easy/
https://ijime.metro.tokyo.lg.jp/sns/index.html
https://line.me/R/ti/p/%40373suajs


学校用 リンク先 URL リスト 

コンテンツ URL 

東京ベーシック・ドリル（東京都教育委員会） https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/stu

dy_material/improvement/tokyo_basic_drill/ 

教科書会社作成コンテンツ 

光村図書出版（小：国、外、道 中：国、美、外、道） 

https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shi

en_index.html 

日本文教出版（小：社） https://www.nichibun-g.co.jp/learning_support/ 

帝国書院（小：社[地図]）更新 https://www.teikokushoin.co.jp/textbook/junior/

2020_home_study/index.html 

帝国書院（中：社[地理]）更新 https://www.teikokushoin.co.jp/textbook/junior/

2020_home_study/index.html 

学校図書（小：算） https://gakuto.co.jp/contents-worksheet/ 

東京書籍（小：理） https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/spl/hl_support/s

hou/ 

東京書籍[株式会社 Lentrance] 

学習者用デジタル教材の部分サンプル（小：理） 

https://www.lentrance.com/learningsupport/ 

教育芸術社（小：音 中：音） https://textbook.kyogei.co.jp/library/?fbclid=Iw

AR16sYPk-CmJEhubwm7Dd7oQQIS-flKJrsJsSKf0

2q-14-_hg8_jr7Sh9Zw 

開隆堂出版（小：家 中：家） https://www.kairyudo.co.jp/contents/05_kyoiku/

support/index.htm 

学研（小：体） https://gakkokyoiku.gakken.co.jp/r2studysuppo

rt/ 

学研 家庭学習応援プロジェクト特設サイト（小：体） https://www.gakken.co.jp/homestudy-support/ 

外国語活動教材「Let's Try!」「We Can!」の紙面データ 

（小：外国語活動） 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/

shotou/123/houkoku/1382162.htm 

外国語活動教材「Let's Try!」「We Can!」の音声データ 

（小：外国語活動） 

https://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/gaikok

ugo/1387503_00001.htm 

東京書籍（中：社[歴史]、技） https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/spl/hl_support/c

hu/ 

東京書籍 

教科書内 D マークコンテンツ（中：社[歴史]、技） 

https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/digi-contents/ch

u/ 

新興出版社啓林館（中：数）更新 https://www.shinko-keirin.co.jp/keirinkan/chu/g

akusyusien/ 

新興出版社啓林館（中：数）スマートレクチャー http://www.smart-lecture.com/pages/extraordin

ary.html 

新興出版社啓林館（中：数）Math ナビブックの解説動画 https://mathnavi.net/h28/index.php 

新興出版社啓林館（中：数）自己評価テスト https://www.shinko-keirin.co.jp/keirinkan/chu/m

ath/support/jiko-test/ 

大日本図書（中：理） https://www.dainippon-tosho.co.jp/news/2020/

0314_study_support.html 

大修館書店（中：保体） https://www.taishukan.co.jp/item/2020springO

NLY/health_physed_jh/index.html 

TOKYO おはようスクール 

YouTube プレイリスト更新 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLkZ0Cd

jz3KkgoGJA-ETj8kfgiY1AF2tla 



エムキャスプレイリスト更新 https://mcas.jp/movie.html?id=749855770&gen

re=453017955 

番組ホームページ（TOKYO MX テレビ） https://s.mxtv.jp/variety/ohayo_school/ 

文部科学省【子供の学び応援サイト】 https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyu

shien/index_00001.htm 

文部科学省【子供の学び応援サイト】公式 LINE アカウント https://line.me/R/ti/p/%40855asdfp 

NHK for School https://www.nhk.or.jp/school/ 

おうちで学ぼう！NHK for School https://www.nhk.or.jp/school/ouchi/ 

NHK for School E テレ番組表 https://www.nhk.or.jp/school/first/pdf/nfs2020_t

imetable.pdf 

今こそできる！こんなこと ―都立図書館 学習・読書応援

ポータル（東京都立図書館） 

https://www.library.metro.tokyo.jp/learning_sup

port/index.html 

Scratch（マサチューセッツ工科大学）追加 https://scratch.mit.edu/ 

プログラミン（文部科学省）追加 https://www.mext.go.jp/programin/ 

かすたねっと－帰国・外国人児童生徒教育のための情報検

索サイト（文部科学省）追加 

https://casta-net.mext.go.jp/ 

子供の運動あそび応援サイト（スポーツ庁）追加 https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/

mcatetop03/list/detail/jsa_00012.html 

新型コロナ感染症による学校休業対策『#学びを止めない未

来の教室』（経済産業省） 

https://www.learning-innovation.go.jp/covid_19

/ 

新型コロナウイルス感染症の予防（厚生労働省）追加 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bun

ya/0000121431_00094.html#h2_free2 

３つの密を避けましょう（厚生労働省）追加 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bun

ya/0000164708_00001.html#kokumin 

人との接触を 8 割減らす、10 のポイント（厚生労働省） https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bun

ya/0000121431_00116.html 

新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」（厚生労

働省）追加 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bun

ya/0000121431_newlifestyle.html 

「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイント（厚

生労働省）追加 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bun

ya/0000121431_coronanettyuu.html 

新型コロナウイルスの３つの顔を知ろう！ 

～負のスパイラルを断ち切るために～ 

スライド版（日本赤十字社）追加 

 

 

小・中学生向け動画版（日本赤十字社新潟県支部）追加 

 

 

http://www.jrc.or.jp/activity/saigai/news/200326

_006124.html 

 

https://niigata.jrc.or.jp/report/%e6%96%b0%e

5%9e%8b%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8

a%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%8

2%b9%e3%81%ae%ef%bc%93%e3%81%a4%e

3%81%ae%e9%a1%94%e3%82%92%e7%9f%a

5%e3%82%8d%e3%81%86%ef%bc%81%ef%b

d%9e%e8%b2%a0%e3%81%ae/ 

やさしい日本語で書いたニュース（ＮＨＫ） https://www3.nhk.or.jp/news/easy/ 

相談ほっと LINE@東京 LINE 公式アカウント https://line.me/R/ti/p/%40373suajs 

 


