
筑波大学特別支援教育連携推進グループ　2020.05.19現在

特別支援学校向けオンラインコンテンツのリスト

番号 対象 学年 教科 障害種 コンテンツ名 URL 閲覧条件等 備考

1 幼児向け （特別支援）自立活動他 知的 benesse「こどもチャレンジ」オンライン幼稚園 https://www2.shimajiro.co.jp/kodomo/online/ ・無料（アンケートに答える必要がある）・５月末まで ＊音声つきの映像

2 特別支援学校・幼稚園 運動 知的・自閉症 YouTubeゴリラッパンダ YOUTUBEで検索 山梨大学教育学部の先生が作成。パプリカの監修者

3 特別支援学校・幼稚園 全般 全
筑波大学附属久里浜特別支援学校
のびのびチャンネル

https://nobinobich2020.wixsite.com/website
閲覧時にパスワードあり
５月２０日からPWなしで公開予定

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

https://www.nhk.or.jp/kokugo/drill/

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

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

https://www.nhk.or.jp/school/ouchi/playlist_tokus
hi_may.html

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

5
幼・小
特別支援学校利用可

3－5歳
小学生

国語・算数・アルファベット 全 小学館の自宅学習支援サイトうちスタ https://www.shogakukan.co.jp/pr/uchist/ 会員登録不要：ダウンロード有料、一部無料 市販のドリルをダウンロードできるイメージ

6 幼・小 全 全 全 ASOPPA! https://asoppa.com/ フレーベル館のサイト 作者による本の読み聞かせ、工作、めいろなど家でできる遊びがたくさんある

7 幼・小 全 生活 全 京急電鉄けいきゅんとおうちで遊ぼう
https://www.keikyu.co.jp/cp/ouchideasobou/index
.html

子供たちの休校のための特別サイト、適宜アップされる乗車して走っている動画、ペーパークラフト、クイズ

8 幼・小 低学年 認知、微細運動
知的、自閉、
聴覚、肢体

シューボックスタスク https://www.youtube.com/c/SHOEBOXTASKS 英語のサイトだが、出てくる教材が参考になる。

9 幼・小 低学年 自活・国語 全 それいけ！アンパンパンマンなかまのしょうかい https://www.anpanman.jp/about/friend.html
アンパンマン図鑑の代わりに使える。

10 幼・小 全 運動・体育 全 東京ディズニーランドジャンボリミッキーダンス
https://www.tokyodisneyresort.jp/treasure/jambor
ee-mickey/

踊り方が詳しく説明されている動画やみんなで踊っているものもある。音楽も楽しい。

https://www.mintetsu.or.jp/digital_mintetsukyo/

https://www.mintetsu.or.jp/kids/

12 幼児・小・中
（幼児）ひらがな数（小）算数漢字
他（中）国数社理英他

聴覚知的
肢体

幼児・小中学生の教育に役立つオリジナル
コンテンツサイト　ちびむすドリル

https://happylilac.net/ 幼児・小・中学生の教育に役立つオリジナルコンテンツサイト （プリントアウトが必要）

13
幼・小・中
（特別支援学校利用可）

全 全 全般
Gakken家庭学習応援プロジェクト
幼児向け　お話絵本・読み聞かせ動画

https://www.gakken.co.jp/homestudy-support/ ５月３１日まで無料 道徳の動画があるのが特徴

14 幼・小・中 全 生活・社会 全 JR西日本鉄道ファンコーナー https://www.westjr.co.jp/fan/ 子どもに特化していないが、動画や写真など充実

15 幼・小・中 全 理科・生活科 全 かごしま水族館、平川動物園ライブカメラ＆生き物動画 http://ioworld.jp/livecamera いろいろな動物の動画の他に黒潮大水槽やホワイトタイガーの映像がライブで見られる

16 幼・小・中 全 理科、生活科 全 東京ZOO　NETBB　うごく！動物図鑑 https://www.tokyo-zoo.net/movie/index.html 東京の動物園、水族館の公式サイト 泣き声や動物Q&Aのページもある

https://www.youtube.com/playlist?list=PLscs0_DJf
HHtCl4pmIyXm_Nh-BAEDso4f

https://www.youtube.com/playlist?list=PLscs0_DJf
HHu5dM3CVJ31Xnjw5NJjztyZ

https://www.youtube.com/playlist?list=PLscs0_DJf
HHtkkoSkGLYWJZTk3asXkLuF

https://www.youtube.com/playlist?list=PLscs0_DJf
HHsxi5rREtNbA-3l-6dBq3rJ

https://www.youtube.com/playlist?list=PLscs0_DJf
HHv1VM-uFppFGh6GLDdWiKI1

18

幼稚部
小学部
中学部
高等部

視覚

筑波大学附属視覚特別支援学校幼稚部
筑波大学附属視覚特別支援学校小学部
筑波大学附属視覚特別支援学校中学部
筑波大学附属視覚特別支援学校高等部

http://www.nsfb.tsukuba.ac.jp/ PWが必要。本校関係者のみ閲覧。

19 幼小中 全 生活・家庭 全 COOKPAD子供クッキング https://cookpad.com/search/子供%20クッキング

20 小・中・高・特別支援

小・中は
学年ごと
に整理及
び高・特
別支援

全教科だが学年によって偏りが
ある

全 福岡市教育委員会　福岡TSUNAGARU　CLOUD https://clvs.fukuokacity-ftc.jp/clevas/ 一部教材プリントもダウンロードできる

21 小・中・高・特別支援 学年ごと 全 全般 ベネッセ進研ゼミこどもチャレンジ一斉休校対応 https://www.benesse.co.jp/zemi/homestudy/
無償：かなり多くの学習プリントがダウンロードでき
る。

漢字・計算、教科等のドリルが充実。無償でダウンロード

22 小学校低学年向け 数、言葉、表現他
知的・聴覚
肢体

（株）朝日新聞社×東京学芸大学
すき！がみつかる　放課後「たのしーと」

https://houkago.asahi.com/

23 小学校（特利用可）
４・５年
６年

国語・社会
該当学年に
よって活用

福岡教育大学附属福岡小学校
https://www.youtube.com/channel/UCMWPuuVxl0i
GdCvsIwHGuOg

筑波大学附属大塚特別支援学校幼稚部
筑波大学附属大塚特別支援学校小学部①がっこうへん
筑波大学附属大塚特別支援学校小学部②べんきょうへん
筑波大学附属大塚特別支援学校中学部
筑波大学附属大塚特別支援学校高等部

11
小・中
幼・小

全 生活・社会 全
鉄道体験デジタル教材
みんてつキッズ

17

幼稚部
小学部
中学部
高等部

知的

一般社団法人民営鉄道協会の公式サイト
（全国の鉄道会社）

駅名や地図に興味がある子供に適している。調べ学習用に作成されている。
写真や内容が充実。リンク集から各鉄道会社の子供向けサイトに行ける。

4
幼・小
小１～小６ 全

全
国語
算数
（特別支援）国算英生
体育
音楽

全
知的肢体

NHKfor school
ことばドリル NHK for school
NHK わくわく 漢字ドリル
NHK わくわく計算ドリル
おうちで学ぼう！NHK for school「先生がえらんだプレイリスト」

おうちで学ぼう・みんなで学ぼうの特別企画あり
各教科等動画（当たり前だが）が充実
動画やことばゲームなどを紹介している。「る・ろ」など似ている仮名，小さく書く 仮名（拗音等）を楽しく覚えることができる。
小 1～小 6 までの漢字について，正しい読み方や正しい漢字を選択して答え るなど，パソコン内で問題を解くことができる。
小 1～小 6 までの算数の学習について，パソコン上で問題を解くことができる
＊リンク先は「プレイリスト」の「特別支援学校」
プレイリスト（小 1）には，「ざわざわ森のがんこちゃん」バージョンの「パプリカ」 が配信されており，画面を見ながら一緒に踊
ることができます。
プレイリスト（小 3）には，リコーダーの練習に使える内容が含まている。リコー ダーを吹く際のポイントを登場キャラクターが
教えてくれる。
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24

小学校

中学校

（理科）
３～６年
（算数）
１～６年
1～３年

理科、算数

数学

視・聴・肢 大日本図書　臨時休業期間における児童用学習支援コンテンツのご紹介
https://www.dainippon-
tosho.co.jp/news/2020/0314_study_support.html

・動画の視聴は教科書を準備している必要がある

25 小学校 1～6年
国算理社
英家体総

知的
肢体

yahoo japan!きっず「おうち学校」 https://kids.yahoo.co.jp/study/ouchigakkou/

おうちがくしゅう　という特別企画あり。
動画を見ながらリズムダンスの挑戦してみよう。ステップごとに手本の動画が用意 されており，スモールステップで練習する
ことができる。
＊各学年の一部の単元を動画で配信。学年に応じて漢字に振り仮名が付けられる

26 小学校 1～6年
国語算数
社会理科

視・聴・肢 おうち時間応援！朝日小学生新聞・朝日中高生新聞コンテンツ公開
https://www.asagaku.com/2020/covid19/contents
.html

・５月末まで ＊おえかき、学習、パズルなど数種類のコンテンツがある。

27 小学校 1～6年 音楽
視覚知的
肢体

教育出版「小学音楽　音楽のおくりもの」
自宅学習用教材曲音源

https://www.kyoiku-
shuppan.co.jp/textbook/shou/ongaku/document/d
ucu2/docu206/m-index.html

＊教科書に掲載されている曲の一部をきくことができる。

28 小学校 1～6年 算数 知的肢体
黒田先生と一緒に学ぼう！１５分でわかる
小学校算数授業動画

https://sansu-douga-kuroda.amebaownd.com/

29 小学校 １～6年 算数 肢体 啓林館「令和２年度用教科書　小学校わくわく算数スマートレクチャー」 https://wakuwakumath.net/
・無料
・啓林館の教科書が必要

＊音声付き映像で視聴

30 小学校 ３年向け 国語 聴覚、肢体 三省堂　ジテンジャーといっしょに「辞書引き学習」をはじめよう！ https://www.youtube.com/watch?v=TcASI8hGayc ＊動画で音楽入りだが、字幕が入る

https://www.nichibun-
g.co.jp/learning_support/yougle_special/

https://www.nichibun-
g.co.jp/textbooks/sansu/basic_drill/

32 小学校 低学年～
社会科
歴史分野

視・聴・肢
朝日新聞出版
「歴史漫画タイムワープ」

https://publications.asahi.com/original/shoseki/re
kishi/tw/

＊漫画で歴史を学習

33 小学校 ４～６年 国算理社 視・聴・肢 日本財団stay home with the sea教科と海を学ぶ学習ドリル「ウミドリる」 https://uminohi.jp/stayhomewiththesea/drill.html

34 小学校 6年 理 全 「わたしたちの生活と環境」じゃがいもの種いもの植え付け https://youtu.be/4cYnR2IWN_4

35
小１～中１
特別支援学校

視・聴・肢
東京都教育委員会　学びの支援サイト
東京ベーシック・ドリル（電子版）／（プリント教材）

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/conte
nt/learning_support.html

東京都ベーシックドリルは、問題がPDFで上がっているだけだが、活用はできる
小学校第1学年から中学校第1学年までの国語・算数・数学、小学校第3、4学年の社会・理科、中学校第1学年の英語の基礎的
な学習内容を身に付けるためのドリルです。

36
小学校
中学校

１～６年
1～３年

音楽 全
教育芸術社「自宅学習支援コンテンツ」
小学校

https://textbook.kyogei.co.jp/library/ 休校期間無料
教科書の曲が聴ける
＊教科書掲載の歌唱曲を聴くことができる

37

小学校

中学校

1～６年

1～３年

国語書写
英語生活
道徳
国語書写
英語生活
道徳

視・聴・肢

光村図書
臨時休業中の児童生徒に向けた学習支援　　コンテンツ https://www.mitsumura-

tosho.co.jp/oshirase/shien_index.html
・５月末まで（状況により延長を検討）
・動画やワークシートへのリンクは可能だが転載禁止

＊音声教材やワークシート
＊国語は教科書の朗読あり

https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/kyogaku/gak
ko/sonota/rin_douga_sho123nen.html

https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/kyogaku/gak
ko/sonota/rin_douga_sho456nen.html

https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/kyogaku/gak
ko/sonota/rin_douga_tyu123nen.html

https://www.higo.ed.jp/center/gakushu-
ouen/es_minasan

https://www.higo.ed.jp/colas/kyouzai

40
小学校
中学校

算数
数学

視・聴・肢 日本数学検定協会「休校中に算数・数学が得意になる学習コンテンツ」数検LINE公式アカウント
https://www.su-
gaku.net/others/study_support/#line

・LINEが必要
・コンテンツは無料で閲覧

＊数学の学習動画（全313本、数検準1～5級に対応）や数検に関するさまざまな情報が掲載

41
小学校
中学校

調べ学習他 聴覚、肢体 中央酪農会議「調べ学習のための酪農キッズファーム」 https://www.dairy.co.jp/kidsfarm/index.html ＊音声なし。画像入りで解説。

42 小学・中学 全学年 理科 視、聴、肢 Edu Town ものづくり https://monozukuri.edutown.jp/

43 小学・中学 全学年 算数・数学 スクールTV https://school-tv.jp/ 無料登録をすれば、どの学年の動画も閲覧可能 わかりやすい解説があって、学びやすさがある。

44 小学・中学 全学年 社会 日本を調べよう！ https://kids.nifty.com/study/japan/index.htm 「にほんの地域」でさらに詳しく紹介されている。音声対応はしていないが、弱視生向き教材ではある。

45 小学・中学 全学年 社会 外務省Kids https://www.mofa.go.jp/mofaj/kids/index.html 世界の国々の特徴を紹介している。音声対応していて、わかりやすい。

46 小・中・特別支援学校 （特別支援）国算数
聴覚
知的肢体

埼玉県立総合教育センター「お家でしっかり学ぼう！！学習プリント集」 https://ecsweb.center.spec.ed.jp/C007/

47 小・中 高学年 生活・理科 全 ソニーサイエンスプログラムわくわく科学工作
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/ForTheNext
Generation/ssp/?j-short=ssp

６個（初級・中級・上級）の工作と科学の実験、写真入りの説明が分かりやすい

48 小・中 全 全 全 読売新聞オンライン：KODOMO新聞無料コーナー https://www.yomiuri.co.jp/kodomo/ 過去の新聞記事を公開
絵、写真、漫画もある
実験やクイズなど内容が豊富

49
小学校
中学校
高等学校

全
国数理社
英技家保道
地図、理科、情報

聴覚、肢体
東京書籍
【教科書単元別】臨時休業中に
児童生徒のみなさんが活用いただけるコンテンツ（中学校）

https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/spl/hl_support/
＊単元別ワークシート
＊英語はリスニング音声付き
＊理科はサンプル動画集付き

50
小学校
中学校
高等学校

1～6年
1～3年

各教科
数国理社英
数学

休校特設サイト　eboardホームスクール https://homeschool.eboard.jp/
・ユーザー登録不要、無料利用
2020年12月まで利用可能

毎日更新されている。時間割、授業動画、プリント教材で勉強できるサイト。

51
小・中学部
高等部

知的・聴覚
肢体

（株）ベネッセ
きょうの時間割

https://sho.benesse.co.jp/cp/sho_online/index.htm
l?_ga=2.163130108.1149223977.1589516343-
98858497.1589516343

＊授業で使われているデジタル教材が掲載されている。39
小学校
中学校

（小）中高
（中）中１

（小）国算外（中）国数社理外音美
（小）国算社理（中）国

肢体
聴覚、肢体

熊本県立教育センター　ホームページ
スーパー熊本県教育情報システム教材コンテンツ
ティーチャーや県立教育センター指導主事による学習支援動画

・教育関係者はリンクの設定可能 ＊音声なし

38
小学校
小学校
中学校

1～３年
４～６年
1～３年

各教科
総合

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

31 小学校
低学年
中心

算理生音図家書 聴・知・肢
日本文教出版　小学校版ようぐるweb動画コンテンツ　特別公開版
日本文教出版「小学算数基礎ドリル」シリーズ

2

https://www.dainippon-tosho.co.jp/news/2020/0314_study_support.html
https://www.dainippon-tosho.co.jp/news/2020/0314_study_support.html
https://kids.yahoo.co.jp/study/ouchigakkou/
https://www.asagaku.com/2020/covid19/contents.html
https://www.asagaku.com/2020/covid19/contents.html
https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/textbook/shou/ongaku/document/ducu2/docu206/m-index.html
https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/textbook/shou/ongaku/document/ducu2/docu206/m-index.html
https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/textbook/shou/ongaku/document/ducu2/docu206/m-index.html
https://sansu-douga-kuroda.amebaownd.com/
https://wakuwakumath.net/
https://www.youtube.com/watch?v=TcASI8hGayc
https://www.nichibun-g.co.jp/learning_support/yougle_special/
https://www.nichibun-g.co.jp/learning_support/yougle_special/
https://www.nichibun-g.co.jp/textbooks/sansu/basic_drill/
https://www.nichibun-g.co.jp/textbooks/sansu/basic_drill/
https://publications.asahi.com/original/shoseki/rekishi/tw/
https://publications.asahi.com/original/shoseki/rekishi/tw/
https://uminohi.jp/stayhomewiththesea/drill.html
https://youtu.be/4cYnR2IWN_4
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/content/learning_support.html
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/content/learning_support.html
https://textbook.kyogei.co.jp/library/
https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_index.html
https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_index.html
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_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_sho456nen.html
https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/kyogaku/gakko/sonota/rin_douga_tyu123nen.html
https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/kyogaku/gakko/sonota/rin_douga_tyu123nen.html
https://www.higo.ed.jp/center/gakushu-ouen/es_minasan
https://www.higo.ed.jp/center/gakushu-ouen/es_minasan
https://www.higo.ed.jp/colas/kyouzai
https://www.su-gaku.net/others/study_support/#line
https://www.su-gaku.net/others/study_support/#line
https://www.dairy.co.jp/kidsfarm/index.html
https://monozukuri.edutown.jp/
https://school-tv.jp/
https://kids.nifty.com/study/japan/index.htm
https://www.mofa.go.jp/mofaj/kids/index.html
https://ecsweb.center.spec.ed.jp/C007/
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/ForTheNextGeneration/ssp/?j-short=ssp
https://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr/ForTheNextGeneration/ssp/?j-short=ssp
https://www.yomiuri.co.jp/kodomo/
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/spl/hl_support/
https://homeschool.eboard.jp/
https://sho.benesse.co.jp/cp/sho_online/index.html?_ga=2.163130108.1149223977.1589516343-98858497.1589516343
https://sho.benesse.co.jp/cp/sho_online/index.html?_ga=2.163130108.1149223977.1589516343-98858497.1589516343
https://sho.benesse.co.jp/cp/sho_online/index.html?_ga=2.163130108.1149223977.1589516343-98858497.1589516343
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52 小・中・高・特別支援学校 理科分野 聴覚、肢体 神奈川県立生命の星・地球博物館
http://nh.kanagawa-
museum.jp/research/archives/gakushu/index.html

＊博物館の展示や貯蔵庫の様子が映像で公開。（一部音声付き。）

53 小・中・高・特別支援学校 理科分野 聴覚、肢体 国立科学博物館「おうちで体験！かはくVR」 https://www.kahaku.go.jp/VR/ ＊展示を鑑賞できる。

54 小・中・高・特別支援学校 音楽、芸術他 全 新国立劇場「巣ごもりシアター」
https://www.nntt.jac.go.jp/release/detail/23_0173
36.html

・無料、期間限定、過去の作品を配信

55 小・中・高・特別支援学校 体育（運動） 聴覚知的 スポーツ庁「手軽にできる！ながらでできる！？Myスポーツメニュー」
https://www.mext.go.jp/sports/content/20200122
-spt_sseisaku01-000002649_1.pdf

＊PDFファイル

56 小・中・高・特別支援学校 全 体育 全 東京都オリンピック・パラリンピック教育
https://www.o.p.edu.metro.tokyo.jp/children-
student

パラリンピック競技紹介動画（みんパラ）では、パラスポーツのことを細かくわかりやすく紹介されていて、パラスポーツを知
る機会として、とても良い教材。

57 小・中・高・特別支援学校 （特別支援）自立活動他 視覚・知的・肢体
徳島県立総合教育センター
教材デジタルコンテンツデータベース

http://kyozai.tokushima-
ec.ed.jp/%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%94%AF%
E6%8F%B4%E6%95%99%E8%82%B2/

＊リンク先は「特別支援学校」のページ

58 小・中・高・特別支援学校 国算生他 知的肢体
岐阜県教育委員会
岐阜県まるごと学園　特別支援学校　デジタルコンテンツ　児童・生徒のためのコンテンツ１・２

https://gakuen.gifu-net.ed.jp/tshien.html ＊リンク先は「特別支援学校」のページ

59 小・中・高・特別支援学校 音楽、芸術他 全
日本芸術文化振興会
おうちでカンゲキ！伝統芸能ホームシアター

https://www.ntj.jac.go.jp/topics/top/2020/299.ht
ml

・無料

60
小・中・高
特別支援学校

全学年 英語 視・聴・肢 内田洋行　オンライン英語学習教材「ATR CALL BRIX（エーティーアールコールブリックス）」
https://www.uchida.co.jp/company/news/press/20
0309.html

学校としての申し込みが必要。５月末まで無料。 ネイティブの音声を使ったリスニングや単語・文章の発音練習ができる教材。

61 小・中・高・特別支援学校 全学年 全教科 全 国立大学法人 お茶の水女子大学附属学校園　教材・論文データベース https://kyozai-db.fz.ocha.ac.jp/ 全教科、全学年を対象にしたデータベース。複数の指導案も閲覧できる。

62 小・中・高・特別支援学校 全学年 全教科 全 国立大学法人 筑波大学特別支援教育連携推進グループ　教材・指導法データベース http://gakko.rdy.jp/kdb/
特別支援教育連携推進グループが管理する教材・指導法データベース。動画・写真が掲載されていて、一部指導案も添付され
ている。

63 小・中・高 （小学生）国・算・理 聴覚肢体 Z会無料提供教材　学びサポート教材 https://www.zkai.co.jp/muryoukyouzai-el/
・3月2日（月）より一部の教材を無料で提供
無料公開。期限未定。

幼・中高もあるが教材の数が少ない

64 小・中・高
各教科

肢体
京都教育大学公式youtube
「kyokyochannel」学生作成の補助教材動画

https://www.youtube.com/channel/UCbFgl-Qeb-
ytfZY0VvlBraQ

65 小・中・高 体育（ダンス） 知的 スポーツ庁　女性スポーツ促進キャンペーン オリジナルダンス「Like a Parade」
https://www.youtube.com/watch?v=qh-
IXtl0ykY&feature=emb_title

66 中学校 1～３年 英語 視覚、肢体 開隆堂　英語教科書　SUNSHINE ENGLISH COURSE準拠自学用教材
http://www.kairyudo.co.jp/contents/05_kyoiku/sup
port/chu/eigo/jidoseito/202004.htm

・教育関係者はリンク可能 ＊教科書授業ビデオ

67
中学校
特別支援学校

全学年 理科 全 科学技術広報研究会　臨時休校対応特別授業 https://www.shogakukan.co.jp/pr/uchist/ ともだちに話したくなる！地球温暖化のリアルが面白い。言葉で細かく説明してくれてわかりやすい。

68 中学 1～３年 社会 視、聴、肢 Edu Town SDGs わたしたちが創る未来 https://sdgs.edutown.jp/

69 中学 １年 英語 全 Learn to Read https://www.starfall.com/h/ltr-classic/?mg=k 英語の文字と音のルールを練習できる。視覚情報ばかりのところもある。スマホ版もある。

70 中学 １年 英語 視・聴・肢 もじこ塾フォニックス一覧表
https://www.youtube.com/watch?v=LEt4RdnFewI
&feature=youtu.be

英語の44の音の発音の難しさを細かく指導してくれる。聴覚の生徒への指導教材としても適している。

71 中高向け PC学習 肢体ほか GoogleClassroomの使い方についての説明動画の再生リスト（林秀輝：附属桐が丘特別支援学校）
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJgmNT0
7DifscwuM2EnXhG5cuARxaRmo-

＊附属桐が丘の教員が作成
＊教員向けとしても活用可能

72
中学部
高等部

知的・聴覚
肢体

（株）チエル
「基礎・基本 計算検定」「基礎・基本 国語検定」

https://www.chieru.co.jp/products/jr-
school/cloud-keisan/

73
中・高
特別支援学校

全学年 英語 視・聴・肢 英ナビ　英検学習オンラインサイト https://www.shogakukan.co.jp/pr/uchist/ 5/31まで無料。登録制。 英検２～５級の対応ができている。

74
中・高
特別支援学校

全 余暇活動 全 家庭で出来る文化体験　いけばな動画
https://www.youtube.com/watch?v=qQnfwvmZmx
g

主観視点に基づく、家で簡単にできるいけばな体験。

75 中・高
数国理
社英

肢体 LINEみらい財団 「5教科の学習動画」、「英語のヒアリング問題」無償提供 https://www.kyukogakushu-support.com/
・LINEの公式アカウントにリンクし、「友だち」追加　無
料

76
高等学校
特別支援学校

国語
進路指導

視・聴・肢 第一学習社　小論文学習用動画 https://www.daiichi-g.co.jp/shoron-mov/ 小論文の書き方と実践が詳しく書かれている。小論文指導、進路指導等に最適なコンテンツ。

77 特別支援学校 算数 全 ARCADEMICS https://www.arcademics.com/ ゲームで四則計算を学ぶもの。頭の体操として使う程度かもしれません。

78 特別支援学校 全学部 全般 聴覚・知的・自閉 愛知県立岡崎聾学校公式ブログ okazakirou.blog.jp/ 年齢に応じたトピックや動画が載っています。

79 特別支援学校 盲聾 家庭での子どもたちへの関わりのヒント http://www.re-deafblind.net/index.html 全国盲ろう教育研究会

https://www.pref.gunma.jp/07/b21g_00637.html

https://www.youtube.com/watch?v=ZvY_j69X99Y

81 特別支援学校
道徳
社会

視覚他 心のバリアフリー
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tokyo2020_suishi
n_honbu/udsuisin/program.html

慶応大学・中野先生のプロジェクト。他障害を学ぶ機会にもなる。

80 特別支援学校
国語・算数・数学・理科
社会・英語・体育

群馬県オンライン授業動画
時間割対応のものと、単元別に分かれている。
体育編は全特別支援の学校で利用ができるのでは。英語編も活用ができる。
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http://nh.kanagawa-museum.jp/research/archives/gakushu/index.html
http://nh.kanagawa-museum.jp/research/archives/gakushu/index.html
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https://www.nntt.jac.go.jp/release/detail/23_017336.html
https://www.nntt.jac.go.jp/release/detail/23_017336.html
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https://gakuen.gifu-net.ed.jp/tshien.html
https://www.ntj.jac.go.jp/topics/top/2020/299.html
https://www.ntj.jac.go.jp/topics/top/2020/299.html
https://www.uchida.co.jp/company/news/press/200309.html
https://www.uchida.co.jp/company/news/press/200309.html
https://kyozai-db.fz.ocha.ac.jp/
http://gakko.rdy.jp/kdb/
https://www.zkai.co.jp/muryoukyouzai-el/
https://www.youtube.com/channel/UCbFgl-Qeb-ytfZY0VvlBraQ
https://www.youtube.com/channel/UCbFgl-Qeb-ytfZY0VvlBraQ
https://www.youtube.com/watch?v=qh-IXtl0ykY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=qh-IXtl0ykY&feature=emb_title
http://www.kairyudo.co.jp/contents/05_kyoiku/support/chu/eigo/jidoseito/202004.htm
http://www.kairyudo.co.jp/contents/05_kyoiku/support/chu/eigo/jidoseito/202004.htm
https://www.shogakukan.co.jp/pr/uchist/
https://sdgs.edutown.jp/
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https://youtu.be/LEt4RdnFewI
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https://www.chieru.co.jp/products/jr-school/cloud-keisan/
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https://www.city.saitama.jp/002/001/008/006/00
9/p071725.html

https://www.city.saitama.jp/003/002/015/p07215
0.html

https://www.city.saitama.jp/003/002/015/p07253
9.html

https://www.city.saitama.jp/003/002/015/p07218
6.html

https://www.city.saitama.jp/003/002/015/p07272
9.html

https://www.city.saitama.jp/003/002/015/p07261
2.html

https://www.city.saitama.jp/003/002/015/p07218
7.html

https://www.city.saitama.jp/003/002/015/p07272
2.html

https://www.city.saitama.jp/003/002/015/p07218
9.html

https://www.city.saitama.jp/003/002/015/p07231
5.html

https://www.city.saitama.jp/003/002/015/p07272
5.html

https://www.city.saitama.jp/003/002/015/p07223
2.html

https://www.city.saitama.jp/003/002/015/p07218
1.html

https://www.city.saitama.jp/003/002/015/p07218
5.html

https://www.city.saitama.jp/003/002/015/p07223
3.html

83 特別支援学校 小中心 全般 知的 北海道大学附属特別支援学校
https://www.hokkyodai.ac.jp/fuzoku_hak_tokushi/m
ovie-test.html

84 特別支援学校 め～テレ　アナウンサーによる絵本の朗読
https://www.nagoyatv.com/ana/sato_blog/entry-
20533.html

アナウンサー10人が絵本を朗読する動画を、3月30日から順次、YouTubeのメ～テレ公式チャンネルにて信されている。

https://www.niye.go.jp/navi/

https://www.niye.go.jp/taikenasobi/movie/

86 特別支援学校 子どもの学び応援 サイト
https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushi
en/index_00001.htm

文部科学省

87 特別支援学校 全 視覚に障害のある子どもに手洗いを指導する際の注意するポイント（PDF）
http://www.nise.go.jp/nc/report_material/etc/scho
ol_closure

国立特別支援教育総合研究所
視覚障害の生徒用として掲載されているが、全障害種でも使える。

88 特別支援学校 知的 新型コロナ流行でのおうちの過ごし方 -知的障害と自閉症のあるお子さんのいるご家庭へ‐（PDF）
https://www.shinshu-
u.ac.jp/faculty/education/news/news/post-30.php

信州大学教育学部

89 特別支援学校 全 特別支援教育 「わくわく教材」 https://kyozaisupport.com/index.html 教科学習の基礎となる教材から子どもがひとりでも興味を持って取り組める教 材まで自作教材を紹介したサイト

90 特別支援学校 全 特別支援教育のための教材 http://www.e-kokoro.ne.jp/ss/1/index.php 学習教材，行動理解支援など，自立活動的な内容も含む総合サイト

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

https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushi
en/mext_00456.html

https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushi
en/mext_00641.html

https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushi
en/mext_00461.html

92 全 全 図画工作、美術、国語、算数 全 Brother　プリントテラス https://online.brother.co.jp/ot/ 無料ダウンロード 学習プリントあり、ペーパークラフトが幼児から大人まで、９冊の絵本のダウンロードができる

93 全 全 図工・美術 全 Canon　Creative　Park https://creativepark.canon/jp/index.html キャノンプリンター限定無料 折り紙、塗り絵、季節行事のペーパークラフトが充実

94 全 全 図画工作、美術、国語、算数 全 Epson　毎日をもっと楽しむプリント活用いろいろ https://www.epson.jp/katsuyou/ 無料会員登録が必要 親子で楽しめるはがき作成、あいうえお表、九九表、星見早見盤など

95 視、聴、肢 Benesse きょうの時間割 https://sho.benesse.co.jp/cp/sho_online/

96 音楽 ENJOY！ MUSIC プログラム【2020 特別編】
https://www.suntory.co.jp/suntoryhall/enjoymusic
/special2020/

サントリーホールのオルガンの内部を見てみたり，サントリーの CM が配信されたりしており，見て楽しむことができる。

97 KanzaSoft  学習教材集 http://kanza.qee.jp/ お金の学習、国語、算数、アルファベット、車のエンブレムクイズなど

98

算数
国語
生活
英語

RISU　小学生オンラインスクール https://www.risu-japan.com/online-school/

99
理科
音楽他

Stay Home おうち授業（Yahoo社提供） https://ouchi.yahoo.co.jp/study/ でんじろう先生のおもしろ科学実験、広瀬香美の歌姫が直伝！歌のレッスンなどがある。

文部科学省・特別支援教育・子どもが家庭での遊びなどを通じて満足感や充足感を味わい、学びを深められるよう、家庭で実
践いただける具体的な遊びなどを紹介

91 全 全 全 全

文科省　子供の学び応援サイト
幼児教育について
小学校　各教科等
高等学校における学習支援コンテンツ（令和2年5月19日時点）

85 特別支援学校

理科
生活
技術・家庭
自立活動

国立青少年教育振興機構　体験・学びナビゲーター
国立青少年教育振興機構　体験・遊びチャンネル

家にあるもので、モノづくりをする体験ができるサイト。説明がわかりやすい。

82 特別支援学校

さいたま市学習支援コンテンツ（特別支援教育）
さいたま市の先生が作成した学習支援コンテンツ（特別支援教育）　－生活記録表関係1－
さいたま市学習支援コンテンツ（特別支援教育）　－生活記録表関係2－
さいたま市学習支援コンテンツ（特別支援教育）　－算数・数学1－
さいたま市学習支援コンテンツ（特別支援教育）　―算数・数学2―
さいたま市学習支援コンテンツ（特別支援教育）　－算数・数学3－
さいたま市学習支援コンテンツ（特別支援教育）　－国語1－
さいたま市学習支援コンテンツ（特別支援教育）　－国語2－
さいたま市学習支援コンテンツ（特別支援教育）　－生活・理科－
さいたま市学習支援コンテンツ（特別支援教育）　－生活　職業・家庭1－
さいたま市学習支援コンテンツ（特別支援教育）　－生活　職業・家庭2－
さいたま市学習支援コンテンツ（特別支援教育）　－音楽－
さいたま市学習支援コンテンツ（特別支援教育）ー体育・保健体育ー
さいたま市学習支援コンテンツ（特別支援教育）　－図画工作・美術－
さいたま市学習支援コンテンツ（特別支援教育）　－自立活動－
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筑波大学特別支援教育連携推進グループ　2020.05.19現在

番号 対象 学年 教科 障害種 コンテンツ名 URL 閲覧条件等 備考

100 音楽 おすすめキッズ サイト一覧  音楽・芸術
http://www.textbook.or.jp/question/kids-
site/music.html#site02

一般社団法人教科書協会が運営するサイト。アニメーションを使って音楽を学 んだり，遊んだりすることができる。

101 図工 おりがみクラブ https://www.origami-club.com/index.html 月ごとにたくさんの手本が用意されており，折り方のアニメーションを見ながら折 ることができる。

102 熊本市教育センターおすすめ学習サイト10プラス
http://www.kumamoto-
kmm.ed.jp/osusume.html#pagetop

103

算数
国語
外国語
理科
体育

札幌市教育委員会　臨時休業中の学習課題
https://www.city.sapporo.jp/kyoiku/shido/2020sa
pporokkogakusyuusapo-to.html

学習課題のサポート動画。教科編は、先生によるが、板書内容を読み上げてくれていて、わかりやすい。
家でもできる体つくり運動は、全特別支援学校で活用できる。

104 プログラミング 自宅プログラミング
https://www.knowledgewing.com/oc/fkids/homest
udy/

プログラミング授業の導入に適した教材。

105 ことば デジタル絵本 サイト http://www.e-hon.jp/ehon_jp/index1.htm 「かさじぞう」「ももたろう」「さるかに合戦」などの昔話が多数用意されている。

106 国語 ひらさんのソフトウ エアライブラリー http://www11.plala.or.jp/hirasan/ ことばの学習に使えるフリーソフト集

107 図工 ポケモン イラストラボ https://www.pokemon.jp/special/illust-lab/ 子どもたちが大好きなポケモンを素材として、ぬりえ教材など多数用意されてい る。

108
総合的な学習
社会
生活

北海道教育委員会「おうちで学ぼう！環境学習特設サイト」
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/ksk/kankyoukyo
uiku.htm

109 体育 ほっかいどう子ども応援テレビ
https://www.uhb.jp/program/kodomoouen/tairyok
u/

家でできる体力作りの動画。学年別に分かれていることと、解説がわかりやすい。

110 ことば 志茂田 景樹の Web 絵本 読み 聞かせ 劇場 https://www.kageki.jp/ 絵本の読み聞かせを楽しむことができる。読んでいる箇所の文字が拡大表示されており，見やすくなっている。

111 知的 滋賀県総合教育センター
http://www.shiga-
ec.ed.jp/www/genre/1438762757166/index.html

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

https://www.learning-innovation.go.jp/db-list/

113 社会 世界の言葉を聞いて覚える（小学生向け） https://gift10.net/app/kotobahakase/
クラスや学年に所属する外国人児童とコミュニケーションとして作られている。ゲームなどの機能もある。世界の国々を知る
という教材として、適している。

114 体育 福岡県 子供の体力向上広場
http://www.kodomo-
tairyoku.pref.fukuoka.lg.jp/children/douga.html

リズム運動や親子運動，幼児児童の運動能力を高める基礎的な動きを紹介 している。

112
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｣
EdTechサービスをさがす

「未来の教室」の実証プロジェクト群の進捗状況や、学校・学習塾・個人学習で使える国内・世界のEdTechの最新動向等を広
く情報発信。日本国内で利用できる多種多様なEdTechサービスを集めたデータベースからおさがしいただけます。
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