
 

  

文部科学省や経済産業省が、新型コロナウイルスに伴う臨時休業期間

における学習支援コンテンツについて、紹介サイトを開設していますの

でお知らせします。必要に応じて、活用してみてください。 

 

【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） 

 

https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/index_00001.htm 
 

 

 

【経済産業省】 

『#学びを止めない未来の教室』 

 

https://www.learning-innovation.go.jp/covid_19/?t=5 
 

 

 

※上記のほか、いろいろな公共団体や一般企業が、臨時休校における学習支援サイトを開設して

います。 

※今現在は、無料で使用できても期限が過ぎると課金される（有料になる）ものや、ID 登録等

で個人情報を入力しなければいけないサイトもあるので、保護者の人と相談しながら閲覧し

てください。 

https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/index_00001.htm
https://www.learning-innovation.go.jp/covid_19/?t=5


（別添資料） 

小学校 

（国語） 

活用目的 学年・単元等 どのコンテンツ（タイトル・URL） 

① 予習・復習 通年 自宅学習教材公開特設ページ（Z会） 

https://www.zkai.co.jp/muryoukyouzai-ck/ 

② 発展問題 通年 朝日新聞 放課後たのしーと 

https://houkago.asahi.com/genre/kotoba.html?iref=TOP_recommendList 

③ 動画視聴 通年 Yahoo!きっず おうち学校 

https://kids.yahoo.co.jp/study/ouchigakkou/ 

（社会） 

活用目的 
単元（４月～５月末の学

習内容） 
どのコンテンツ（タイトル・URL） 

① 動画視聴に

よる予習 
・3年「市の様子」 

NHK for school「コノマチ☆リサーチ」（第 1回～第 3回） 

https://www.nhk.or.jp/syakai/konomachi/teacher/program/ 

NHK for school「地図記号クイズ」 

http://www.nhk.or.jp/syakai/dcontent/3_4nen/unit001/kids/page_1.html 

② 動画視聴に

よる予習 
・4年 

「石川県の広がり」 

NHK for school「見えるぞニッポン」（石川県） 

https://www.nhk.or.jp/syakai/mieruzo/?das_id=D0005120130_00000 

NHK for school「都道府県クイズ」 

http://www.nhk.or.jp/syakai/dcontent/3_4nen/unit010/kids/page_1.html 

https://www.zkai.co.jp/muryoukyouzai-ck/
https://houkago.asahi.com/genre/kotoba.html?iref=TOP_recommendList
https://kids.yahoo.co.jp/study/ouchigakkou/
https://www.nhk.or.jp/syakai/konomachi/teacher/program/
http://www.nhk.or.jp/syakai/dcontent/3_4nen/unit001/kids/page_1.html
https://www.nhk.or.jp/syakai/mieruzo/?das_id=D0005120130_00000
http://www.nhk.or.jp/syakai/dcontent/3_4nen/unit010/kids/page_1.html


③ 動画視聴に

よる予習 
・5年 

「わたしたちの国土」 

NHK for school「未来広告ジャパン」（第 1回～第 3回） 

https://www.nhk.or.jp/syakai/mirai/?das_id=D0005120431_00000 

④ 動画視聴に

よる予習 
・6年 

「わたしたちの生活と

政治」 

NHK for school「歴史にドキリ・特別編」（くらしと政治①～④） 

https://www.nhk.or.jp/school/keyword/?kw=%E3%81%8F%E3%82%89%E3%81%97%E3%81%A8%E6%94%

BF%E6%B2%BB 

NHK for school「社会にドキリ」（第 1回～第 3回） 

https://www.nhk.or.jp/syakai/syakai_dokiri/origin/list/ 

⑤ プリントに

よる予習 
・3年～6年 

・4 年「石川県の広が

り」 

帝国書院「社会科学習ワークシート」 

https://www.teikokushoin.co.jp/textbook/elementary2019/2020_temporary_ws/index

.html 

新興出版啓林館「ドリルの王様」（都道府県） 

https://happylilac.net/ssk/sk180521105825.html 

（生活） 

活用目的 学年・単元等 どのコンテンツ（タイトル・URL） 

① 動植物の画

像・動画視聴 

１，２年 

春見つけ 

デジタルコンテンツ 大日本図書 

https://www.dainippon-tosho.co.jp/yagi/ 

 

②動画視聴によ

るデジタルコン

テンツ 

１年 

「いくぞ！ がっこう

たんけんたい」 など 

啓林館デジタルコンテンツ集（小学校教科書） 

https://www.shinko-keirin.co.jp/keirinkan/digital/keirin-web/pc/#seikatsu 

③動画視聴によ

る学習への興味

関心 

１年 

「いくぞ！ がっこう

たんけんたい」 

NHK for school プレイリスト小１ 

https://www.nhk.or.jp/school/ouchi/playlist_g1_april.html 

https://www.nhk.or.jp/syakai/mirai/?das_id=D0005120431_00000
https://www.nhk.or.jp/school/keyword/?kw=%E3%81%8F%E3%82%89%E3%81%97%E3%81%A8%E6%94%BF%E6%B2%BB
https://www.nhk.or.jp/school/keyword/?kw=%E3%81%8F%E3%82%89%E3%81%97%E3%81%A8%E6%94%BF%E6%B2%BB
https://www.nhk.or.jp/syakai/syakai_dokiri/origin/list/
https://www.teikokushoin.co.jp/textbook/elementary2019/2020_temporary_ws/index.html
https://www.teikokushoin.co.jp/textbook/elementary2019/2020_temporary_ws/index.html
https://happylilac.net/ssk/sk180521105825.html
https://www.dainippon-tosho.co.jp/yagi/
https://www.shinko-keirin.co.jp/keirinkan/digital/keirin-web/pc/#seikatsu
https://www.nhk.or.jp/school/ouchi/playlist_g1_april.html


④動画視聴によ

る学習への興味

関心 

２年 

「大きくそだてわたし

の野さい」 

NHK for school プレイリスト小２ 

https://www.nhk.or.jp/school/ouchi/playlist_g2_april.html 

 

（理科） 

活用目的 学年・単元等 どのコンテンツ（タイトル・URL） 

① 

動画等のデジタ

ルコンテンツ・

復習 

３～６年 啓林館デジタルコンテンツ集（小学校教科書） 

https://www.shinko-keirin.co.jp/keirinkan/digital/keirin-web/pc/ 

②復習・ドリル ３～６年 ドリルの王様（新興出版社啓林館） 

https://happylilac.net/ssk/ 

※広告がたくさん出るので注意 

③科学技術関係

のデジタルコン

テンツのリンク

集 

 
わくわくサイエンスリンク集 

https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/mext_00003.html 

 

 

 

 

https://www.nhk.or.jp/school/ouchi/playlist_g2_april.html
https://www.shinko-keirin.co.jp/keirinkan/digital/keirin-web/pc/
https://happylilac.net/ssk/
https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/mext_00003.html


（外国語） 

活用目的 学年・単元等 どのコンテンツ（タイトル・URL） 

① 動画視聴に

よる体験，活

動等 

 
エイゴリアン 

2000年～2007 年まで放送。日常的な英語表現，英語活動をテーマとしている。 

http://www.nhk.or.jp/eigo/eigorian/ 

② 動画視聴に

よる体験，活

動等 

３，４年 エイゴビート 

英語のリズムを耳と体で感じる，小学 3・4 年生向けの番組。 

https://www.nhk.or.jp/eigo/beat/ 

③動画視聴によ

る体験，活動

等 

５，６年 基礎英語０ ～世界エイゴミッション～（NHK） 

 様々な国の人に英語で質問したり，現地の英語を読んだりします。小学 5・6 年生向

け。 

https://www.nhk.or.jp/eigo/mission/ 

（特別支援） 

活用目的 学年・単元等 どのコンテンツ（タイトル・URL） 

・ソーシャルス

キルトレーニ

ング 

・漢字や計算等

の基礎の学習

など 

 
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） 

http://www.e-kokoro.ne.jp/ss/1/index.php 

 

                        

 

 

http://www.nhk.or.jp/eigo/eigorian/
https://www.nhk.or.jp/eigo/beat/
https://www.nhk.or.jp/eigo/mission/
http://www.e-kokoro.ne.jp/ss/1/index.php


（別添資料） 

小学校 

（算数） 

活用目的 単元 どのコンテンツ（タイトル・URL） 

①予習・復習 全学年 eboard（イーボード） 映像で学んだり問題で学んだことを確認す

ることができます。 

https://www.eboard.jp/list/7/ 

②動画視聴による予習・復習 全学年 Yahoo きっず！ おうち学校 

https://kids.yahoo.co.jp/study/ouchigakkou/ 

③動画視聴による 全学年 NHK for school おうちで学ぼう！ 

https://www.nhk.or.jp/school/ouchi/ 

 

 

 

 

https://www.eboard.jp/list/7/
https://kids.yahoo.co.jp/study/ouchigakkou/
https://www.nhk.or.jp/school/ouchi/


（別添資料） 

 

小学校  

（家庭科）４月の学習について  

 第５学年 ４月の家庭学習について  

 

・教科書ｐ１，２，4 年生までの学習の振り返り，  

できるようになったことまとめる 

 

ｐ６，７ 家庭の仕事を調べてみよう。 

家族にインタビューしたり，観察したりする。  

 

 

・ＮＨＫ カテイカ  Ｅテレ水曜９：５０～１０：００放送  

 NHK for school おうちで学ぼう！ 

番組を視聴，教科書で確認，家族と一緒に実践してみよう  

 https://www.nhk.or.jp/school/ouchi/playlist_g6_april.html 

第 1 回 カテイカ様のおみちびき（ガイダンス･お茶を入れる）  

教科書ｐ１０～１２  

  

 

第６学年 ４月の家庭学習について  

  ・生活時間を調べよう   

毎日の自分の生活時間を記入する。  

自分の生活時間の使い方で気付いたことを  記入する。 

  

・自分にできる家庭の仕事に取り組もう  

整理･整頓，掃除など 

https://www.nhk.or.jp/school/ouchi/playlist_g6_april.html


県教育委員会学校指導課ホームページポータルサイト「学びの支援広場」 

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kyoiku/gakkou/covid19.html 

 

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kyoiku/gakkou/covid19.html

