
（小学校、中学校全学年向け） 

令和２年度 学校の臨時休業中におすすめの学習サイト一覧                                    

１． 新学年の教科書を用いた学習に最適！ 

◇各務原市「基礎・基本定着問題集」  （小３～中学生向け） 
 

○小学校３年生以上の児童生徒に配布している「基礎・基本定着問題集」のデータファイルです。 

授業に沿った問題が掲載されているので、教科書で学習した後に復習として使えます。 

（※パスワードは、各学校から連絡しています。ご不明な方は、各学校へお問い合わせください。） 
 
 

◇学校で使用している英語の音声教材 

○英語（外国語）の勉強ができるサイト  （小３～中学生向け） お子さんがお手元に教材をお持ちであれば、ぜひお使いください。 

＜小学校３．４年向け＞ 

「Let’s Try! 1,2」 

＜小学校５．６年向け＞ 

「We Can！ 1,2」 

＜中学生向け＞ 

「Bridge」 

 

 

https://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/gaikokugo/1387503_00001.htm 

 

 

https://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/gaikokugo/1414

459_00002.htm 
 

２．岐阜市のサイト  （小中学生向けの学習コンテンツがたくさん紹介されています。） 

◇「教科書」を使った学習ができるサイト （小・中学生向け） 

〇岐阜市小中学校コンパススタディ授業動画                         http://www.gifu-gif.ed.jp/city/ 

 
 
 
 

・「学校の授業」のような動画で，１つの視聴は６～１１分程度です。 

・動画は更新されていますので、定期的に視聴してみてね。 

【検索】 

・各学校のホームページで紹介しています。  

 そちらから検索してください。 

【検索】○「小学校外国語活動教材「Let’s Try!」小学校外国語活動教材

「We Can！」の音声データリンク一覧」 

 

【検索】○中学校外国語教材「Bridge」 

 

【検索】 

○「岐阜市教育情報ネットワークポータルサイト ＞岐阜市公式 YouTubeチャンネル 

 

新学年の教科書で勉強を始めたかな？

らららと一緒にがんばろう！！ 

動画を使うとよく分かるらら・・・ 

https://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/gaikokugo/1387503_00001.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/gaikokugo/1414459_00002.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/gaikokugo/1414459_00002.htm
http://www.gifu-gif.ed.jp/city/


３．岐阜県教育委員会のサイト  （小中学生向けの学習コンテンツがたくさん紹介されています。） 

◇GIFU Webラーニング（家庭学習用） 
＜小学校 算数＞ 

https://manabi.gifu-net.ed.jp/study/hlogin.do?applist=2 

◇岐阜まるごと学園 

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

 
◇ミナモ TV 

https://minamo-official.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○小学校 

・国語：だくてんで変身することば 

・社会：岐阜県のくらし 

○中学校 

・数学：つまづき解消プログラム 

○特別支援教育コンテンツ 

 

 

 

 

【検索】  
○GIFU Web ラーニング 
（家庭用） 

 

【検索】  

○ミナモ TV 

※下のログイン名、パスワードを入力ください。 

 
ログイン名、パスワードは、 

学校にお問い合わせください。 

・ミナモと一緒にダンスや体操ができます。 

・マスクの作り方を紹介しています。 

・星野源さんの「うちで踊ろう」ミナモ Ver. 

 など、楽しい企画がたくさん紹介されてい

ます。 

【検索】 

○岐阜まるごと学園 

・ここにしかないおもしろいコンテンツがたく

さんありますが、システムが古くて動かない

のもあります・・・。 

https://manabi.gifu-net.ed.jp/study/hlogin.do?applist=2
https://gakuen.gifu-net.ed.jp/
https://minamo-official.jp/


４．文部科学省 子どもの学び応援サイト  

◇小中学生向けの学習コンテンツがたくさん紹介されています。 

○ちびむすドリル 
○ドリルの王様 
○小学校・中学校向け社会科ワークシート（帝国書院） 
○e-board（デジタルドリルで学習ができるオンライン教材） 
○ＮＨＫ for school                         など 

〔コンテンツ例紹介〕 

◇ちびむすドリル  
小学生・中学生 ◇ドリルの王様（小学生向け） ◇e-board（算数、漢字） 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

【検索】 ○ちびむすドリル小学生  ・ 中学生 
https://happylilac.net/syogaku.html 
https://happylilac.net/highschool.html 

【検索】 ○ドリルの王様 
https://happylilac.net/ssk/ 

【検索】 ○e-board 
https://www.eboard.jp/dashboard/ 

・５教科のプリントが充実しています。 
・５教科のプリントが充実しています。 
・プログラミングのプリントなどもあります。 

・デジタルドリルで学習ができるオンライン教

材です。答えの正誤が○×で評価され、結

果が蓄積されます。スマートフォンを使って

の学習に向いています。 

・中学生向けの教材も、充実しています。 

理解度をチェック！ 

【検索】 ○文部科学省 子どもの学び応援サイト 
 https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/index_00001.htm 

https://happylilac.net/syogaku.html
https://happylilac.net/highschool.html
https://happylilac.net/ssk/
https://www.eboard.jp/dashboard/
https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/index_00001.htm


5.その他のサイト（学習プリント） 

◇大日本図書 ◇帝国書院 「小学校・中学校向け 社会科学習ワークシート」 

 
 
 

 

  

◇ぷりんときっず（小学生向け） ◇アクティブチャイルドプログラム 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【検索】 ○大日本図書  

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

【検索】 ○帝国書院 

→小学校・中学校向け社会科学習ワークシート 
https://www.teikokushoin.co.jp/ 

・社会科の地図に関する学習ができるプリントが充実しています。 
 

・算数・数学、理科のプリントが充実しています。 
・デジタルドリルで計算練習ができるオンライン教材があります。ス
マートフォンを使っての学習に向いています。 

 

・学習プリントは１～３年生向けです。 

・子どもたちが楽しんで使えそうなカードが充実し

ています。 

【検索】○ぷりんときっず 
       https://print-kids.net/ 
 
 

【検索】 ○日本スポーツ協会のページ 

https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/acp/ 

・家でもできる運動遊び

が紹介されています。 

・親子で一緒に楽しんで

体力づくりに取り組んで

みませんか？ 

https://www.dainippon-tosho.co.jp/
https://www.teikokushoin.co.jp/
https://print-kids.net/
https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/acp/


6.書籍・画像・動画など（スマートフォンやタブレットなどで見るのがおすすめ） 

◇あべまり先生のわくわくキッズ（YouTube） ◇小学館「日本の歴史」 ◇角川つばさ文庫 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
◇ことば食堂へようこそ！ 

（文化庁のサイト） 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGpGsGZ3lmbDgJiyXQ47cf3So9BRSQb0M 

◇敬語おもしろ相談室 
（文化庁のサイト） 

https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kokugo_shisaku/keigo/index.html 
◇基礎英語（NHKラジオ） 

◇やさしく読める英語ニュース 
http://www.eigo-net.jp/easy_reading/26.html 

 

 

 

 

 

  

   

           

【検索】 ○あべまり先生のわくわくキッズ 

https://www.youtube.com/watch?v=oBlUNRoDYXQ&list=PLSghwkCg_bxGV1eSEihJqNF9fiS8O1GRl 

 

おもしろい理科実験、工作などが YouTubeで紹介されています。 

【検索】○小学館 日本の歴史 

https://www.shogakukan.co.jp/ 

 

・全２４巻が無料で楽しめます。 

 

【検索】○角川つばさ文庫 

https://yomeruba.com/news/ent

ry-9934.html 

 

・『鹿の王』など人気作品３０

冊が無料で楽しめます。 

・期間は４月３０日（木）までで

す。 
 

 

【検索】○敬語おもしろ 

相談室 

 

【検索】○ことば食堂へ 

ようこそ！ 

 

・慣用句を動画で分かりやすく

説明しています。 

（１話４分程度、全２０話） 

・敬語の使い方を動画で分か

りやすく説明しています。 

（１話５分程度、全７話） 

 

【検索】 ○基礎英語 

・基礎英語０：小学生向け 
・基礎英語１～３：中学生向け 

【検索】  
○やさしく読める 

英語ニュース 

・中学校で英語教科書で使わ
れている語彙（１２００語程
度）で読めるように編集され
ています。 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLGpGsGZ3lmbDgJiyXQ47cf3So9BRSQb0M
https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kokugo_shisaku/keigo/index.html
http://www.eigo-net.jp/easy_reading/26.html
https://www.youtube.com/watch?v=oBlUNRoDYXQ&list=PLSghwkCg_bxGV1eSEihJqNF9fiS8O1GRl
https://www.shogakukan.co.jp/
https://yomeruba.com/news/entry-9934.html
https://yomeruba.com/news/entry-9934.html


◇サイエンスチャンネルキッズ 
https://sciencechannel.jst.go.jp/kids/ 

◇特別支援教育「すぐに使える！プリント+ビデオクリップ」 
 

   

 

◇エイゴビート（NHK） 
https://www.nhk.or.jp/eigo/beat/ 

◇LearnEnglish Kids 
（ブリティッシュ・カウンシル） 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ja 

◇体力向上・体づくり 

授業で学習したことを，家でもやってみよう！（小学校向け） 

https://kids.yahoo.co.jp/study/common/physical/ 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

【検索】  
○サイエンス 
チャンネルキッズ 

・跳び箱やエレベーターなど、身近なもの 

がどのように作られているかを知ることが 
できます。   （1話１４分程度） 

【検索】 ○特別支援教育「すぐに使える！プリント+ビデオクリップ」 

【検索】 ○プリント教材 
http://sn1.e-kokoro.ne.jp/print/print_top.php  

【検索】  
○ＷＥＢコンテンツ 
 http://sn1.e-kokoro.ne.jp/web/web_top.php 

・ひらがなや言葉、かんたんな数のプリント

を、お子さまに合わせて作成できます。 

・あいうえおの歌、すうじの歌などが楽しく 

学習できます。 

【検索】  
○エイゴビート 

 

・小学校３，４年生向けの１０分

程度の動画番組。 

・英語のリズムを耳と体で感じ

ることができ、楽しんで英語の

学習ができます。 

【検索】  

○LearnEnglish Kids 

（ブリティッシュ・カウンシル） 
 

 ・歌や物語などの英語教材。 

 日本語で説明があります。 

・特に、short storiesがおすすめ

です。 

【検索】  

○「文部科学省  子供の学び応援サイト  ＞小学校  ＞体育  ＞

YAHOO キッズおうち学校 ＞小学校体育 ＞リズムダンス・跳

び箱・鉄棒・ドッジボール・ハンドボールなどの運動の紹介 

 
 

 

・リズムダンスの動画は、部分練習ができるように、工夫されて

います。楽しんで練習して、ダンスが踊れるようになります。 

・鉄棒の動画では、「さかあがり」「ひざかけふりあがり」など

のできるポイントが紹介されています。 

https://sciencechannel.jst.go.jp/kids/
https://www.nhk.or.jp/eigo/beat/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ja
https://kids.yahoo.co.jp/study/common/physical/
http://sn1.e-kokoro.ne.jp/print/print_top.php
http://sn1.e-kokoro.ne.jp/web/web_top.php


◇はやね・はやおき，あさごはん（小学校向け） 

○朝ごはん食べようカレンダー 

 

 

 

 

 

http://www.city.katsushika.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/010/9

91/syougakusei02.pdf 

 

○はやね はやおき 朝ごはんで 

「おじゃまモンスターをたおせ！！」 

 

 

 

 

 

https://www.city.adachi.tokyo.jp/seshonen/k-kyoiku/kosodate/seikatsurizumu.html 

 

 

◇学研 

○家庭学習応援プロジェクト 

 
 
 
https://www.gakken.co.jp/home

study-support/ 

 
 
 
 

・東京都葛飾区が作成した印刷用データです。 

・月ごとのカレンダーに、「できたら色塗りをする」欄があ

り、楽しんで「早寝・早起き、朝ごはん、勉強」に取り組むこ

とができます。 

・東京都足立区が作成した PDFデータです。 

・８枚のシートが掲載されています（シールもあります。）印刷の手間はありま

すが、子どもたちが楽しんで取り組める工夫がされています。 

【検索】  

○令和２年度かつしか「早寝・早起き、朝ごは

ん食べようカレンダー」 

 

 

【検索】  

○「元気な子どもの合言葉「早寝・早起き・朝ごはん」足立区 

→ページの下の方に、「関連 PDFファイル」欄があり、そこに PDF

で掲載されています。 

 

 

【検索】  

○家庭学習応援プロジェクト 学研 

http://www.city.katsushika.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/010/991/syougakusei02.pdf
http://www.city.katsushika.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/010/991/syougakusei02.pdf
https://www.city.adachi.tokyo.jp/seshonen/k-kyoiku/kosodate/seikatsurizumu.html
https://www.gakken.co.jp/homestudy-support/
https://www.gakken.co.jp/homestudy-support/

