
臨時休業期間中の学習支援コンテンツ【５月８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 からご覧ください。 

小学校各教科の学習に役立つコンテンツ 

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） 

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）追加 

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 家庭学習応援プロジェクト特設サイト（学研） 全学年 

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）追加 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」（5/8更新） 

学校を休校している小学生の皆さんが番組を見て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、テレビの前で楽しみながら学習できる様々なコーナーを展開しています。 

小学生向け生活・学習支援番組「TOKYO おはようスクール」について（東京都教育委員会） 

番組ホームページ（TOKYO MX テレビ） 【５月 29日（金曜日）まで番組の延長が決定しました】 

 

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_temporary_ws/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://www.gakken.co.jp/homestudy-support/
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.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/press/press_release/2020/release20200410_01.html
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/@855asdfp


臨時休業期間中の学習支援コンテンツ【５月８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 からご覧ください。 

中学校の各教科の学習に役立つコンテンツ 

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） 

【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）追加 

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） 

 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）追加 

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 

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）追加 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/
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/@855asdfp


臨時休業期間中の学習支援コンテンツ【５月８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 からご覧ください。 

小・中学生共通 学習支援や日常生活に役立つ情報 

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（5/8追加） 

https://www.library.metro.tokyo.jp/learning_support/index.html 

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。 

 

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』 

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

本プロジェクトでは、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。本ページ

は当初 3 月の臨時休業期間のみの公開の予定でしたが、4 月以降も休業が継続されている現状から、公開が継続

されています。 

 

厚生労働省 

人との接触を 8割減らす、10のポイント 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00116.html 

4 月 22 日、新型コロナウイルス感染症専門家会議から、「人との接触を 8 割減らす、10 のポイント」が示され

ました。緊急事態宣言の中、誰もが感染するリスク、誰もが感染させるリスクがあります。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。 

 

NHK 

やさしい日本語で書いたニュース 

https://www3.nhk.or.jp/news/easy/ 

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（5/8追加） 

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.city.fuchu.tokyo.jp/kyoiku/gako/learning_support_contents.html
https://www.library.metro.tokyo.jp/learning_support/index.html
https://www.learning-innovation.go.jp/covid_19/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00116.html
https://www3.nhk.or.jp/news/easy/
https://ijime.metro.tokyo.lg.jp/sns/index.html
https://line.me/R/ti/p/@373suajs


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、図） https://www.nichibun-g.co.jp/learning_support/ 

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

2020_temporary_ws/index.html 

帝国書院（中：社[地理]） 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 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）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 

東京都教育委員会説明ページ 

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/administra

tion/photonews/2020/photonews200413.html 

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 

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

 


