臨時休校期間中の学習支援コンテンツについて【５月１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。

東京ベーシック・ドリル
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/study_material/improvement/tokyo_basic_drill/

東京都教育委員会が作成している、小学校１年生から中学校１年生までの国語・算数・数学、小
学校３、４年生の社会・理科、中学校１年生の英語の基礎的な学習内容及び知識を身に付けるため
のドリルです。
・
「東京ベーシック・ドリル（電子版）
」では、パソコン、タブレット端末等を使って問題に解答し
たり採点したりすることができます。
・「東京ベーシック・ドリル（プリント教材）」は印刷して学習に取り組むことができます。
教科・学年・学習内容を選択し、PDF データをダウンロードしてご活用ください。
詳しい使い方は、
「東京ベーシック・ドリルの概要と使い方」
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/school/study_material/improvement/tokyo_basic_drill/files/about/gaiyou_ts
ukaikata.pdf をご覧ください。

小学生向け生活・学習支援番組「TOKYO おはようスクール」【5/1 更新】
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/press/press_release/2020/release20200410_01.html
学校の臨時休業が続く中、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なることをねらいとした、地上波のテレビ番組として、「ＴＯＫＹＯ
おはようスクール」が放送されています。ぜひ、ご活用ください。
【放送スケジュール】
TOKYO MX テレビ ４月１５日（水曜日）～５月８日（金曜日）まで
平日（祝日を含む）：午前８時３０分～午前９時／午後２時５６分～午後２時５８分
５月４日（月曜日）～５月８日（金）までの週刊番組表
https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/administration/photonews/2020/files/photonews200413/week05040508.pdf

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

文部科学省が、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を紹介して
います。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。

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

経済産業省「未来の教室」プロジェクト
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。

NHK【5/1 更新】
NHK では、数多くの教育番組と動画クリップを掲載しています。
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/
自分が勉強したい教科等を NHK の動画から探すとき
https://www.nhk.or.jp/school/program/
やさしい日本語で書いたニュース【5/1 追加】
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。
臨時開校！フライデーモーニング・スクール（5/1 で終了しました）

https://www6.nhk.or.jp/nhkpr/post/original.html?i=23139
休校中の子どもたち、特に自習をするのが難しい小学生に向けて、金曜日のあさ９時から NHK 教
育テレビジョン（E テレ）のサブチャンネル（023）で「フライデーモーニング・スクール」を“臨
時開校”します。
2020 年度から本格的に始まった新学習指導要領による「新しい学び」を意識し、理科・社会・プ
ログラミング・生活科の達人の先生たちが、NHK for School のコンテンツを使った特別授業を遠隔
形式の演出でお届けします。対象となる学年のめやすはありますが、どの学年にも必要な力を育む
ヒントがつまっています。授業の最後には、楽しく取り組める課題も用意します。土日に家族でい

っしょに考え、翌週からの学習計画に役立ててください。
【放送予定】いずれも E テレサブチャンネル（023）
■4 月 24 日（金）午前９時から午前 10 時 25 分
理科（30 分）
・社会（30 分）・プログラミング（25 分）
■5 月 1 日（金）午前９時から午前 10 時 25 分
理科（30 分）
・社会（30 分）
・生活科（25 分）
このほか、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、
サブチャンネル（023）で子どもの学習に役立つ番組などを放送しています。詳しくは NHK 番組表
をご覧ください。
【NHK 番組表】

http://www2.nhk.or.jp/hensei/program/index.cgi?area=001&f=top
厚生労働省【5/1 追加】
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。

本市立小・中学校で使用する教科書に関連するコンテンツ【5/1 追加】
小学校教科書【5/1 理科、家庭、体育、外国語を追加】
教科

種目

発行者

コンテンツ

国語

国語

光村図書出版

https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_inde
x.html

国語

書写

光村図書出版

https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_inde
x.html

社会

社会

日本文教出版

社会

地図

帝国書院

https://www.nichibun-g.co.jp/learning_support/
https://www.teikokushoin.co.jp/textbook/elementary201
9/2020_temporary_ws/index.html

算数

算数

学校図書

https://gakuto.co.jp/contents-worksheet/

理科

理科

東京書籍

学校教育用デジタルコンテンツ利用の特設サイト
[株式会社 Lentrance]
https://www.lentrance.com/learningsupport/

生活

生活

東京書籍

音楽

音楽

教育芸術社

‐
https://textbook.kyogei.co.jp/library/?fbclid=IwAR16sY
Pk-CmJEhubwm7Dd7oQQIS-flKJrsJsSKf02q-14-_hg8_
jr7Sh9Zw

図画工作

図画工作

日本文教出版

家庭

家庭

開隆堂出版

https://www.nichibun-g.co.jp/learning_support/
https://www.kairyudo.co.jp/contents/05_kyoiku/support/
index.htm

体育

保健

学研教育みらい

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

外国語

英語

光村図書出版

https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_inde
x.html

外国語活動

文部科学省

小学校外国語活動教材「Let's Try!」及び小学校外
国語教材「We Can!」の紙面データ
（サンプルとの表示がありますが、誰でも利用可能です。）

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/1
23/houkoku/1382162.htm
小学校外国語活動教材「Let's Try!」及び小学校外
国語教材「We Can!」の音声データ
https://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/gaikokugo/138
7503_00001.htm

各教科書に掲載されている、２次元コード（QR コード）もご活用ください。

中学校教科書【5/1 保健体育、技術・家庭（家庭分野）を追加】
教科

種目

発行者

コンテンツ

国語

国語

光村図書出版

https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_in
dex.html

国語

書写

教育出版

https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/important/2020/03
/post-13.html

社会

地理的分野

帝国書院

https://www.teikokushoin.co.jp/textbook/elementary201
9/2020_temporary_ws/index.html

社会

歴史的分野

東京書籍

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

社会

公民的分野

帝国書院

‐

社会

地図

帝国書院

https://www.teikokushoin.co.jp/textbook/elementary201
9/2020_temporary_ws/index.html

数学

数学

新興出版社啓林館 スマートレクチャー…
http://www.smart-lecture.com/pages/extraordinary.html
Math ナビブックの解説動画…

https://mathnavi.net/h28/index.php
自己評価テスト…
https://www.shinko-keirin.co.jp/keirinkan/chu/math/s
upport/jiko-test/
理科

理科

大日本図書

https://www.dainippon-tosho.co.jp/news/2020/0314_s
tudy_support.html

音楽

一般

教育芸術社

https://textbook.kyogei.co.jp/library/?fbclid=IwAR16
sYPk-CmJEhubwm7Dd7oQQIS-flKJrsJsSKf02q-14_hg8_jr7Sh9Zw

音楽

器楽合奏

教育芸術社

https://textbook.kyogei.co.jp/library/?fbclid=IwAR16
sYPk-CmJEhubwm7Dd7oQQIS-flKJrsJsSKf02q-14_hg8_jr7Sh9Zw

美術

美術

光村図書出版

https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_in
dex.html

保健体育

保健体育

大修館書店

https://www.taishukan.co.jp/item/2020springONLY/h
ealth_physed_jh/index.html

技術・家庭

技術分野

東京書籍

技術・家庭

家庭分野

開隆堂出版

https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/digi-contents/chu/
https://www.kairyudo.co.jp/contents/05_kyoiku/support/
index.htm

外国語

英語

光村図書出版

https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_in
dex.html

