
臨時休業中における学習支援サポートコンテンツ（出版会社による） 

＜小学校＞ 

国語（光村出版） 
臨時休業中の児童生徒に向けた学習コンテンツ 
【音読教材】https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/sk_rodoku.html 

第１学年 だって だっての おばあさん／声：宮崎美子 

第２学年 十二支のはじまり／声：中嶋朋子 

第３学年 モチモチの木／声：小野寺昭 

第４学年 初雪のふる日／声：斉藤由貴   

第５学年 わらぐつの中の神様／声：竹下景子 

第６学年 生きる／声：市川猿之助（四代目） 

      生き物はつながりの中に／声：湯浅真由美 

かなえられた願い―日本人になること／声：大杉漣 

 

【学習教材】振り返りワークシート  

新 2年生  ぶんを つくろう   はをへを つかおう   ひらがな あつまれ①   ひらがな あつまれ②  

かたかなを みつけよう   まちがいを なおそう   かん字の はなし①    

かん字の はなし②   かたかなを かこう   日づけと よう日   ものの 名まえ  

かたかなの かたち   にて いる かん字 

新 3年生  同じ ぶぶんを もつ かん字   丸、点、かぎ   カンジーはかせの大はつめい  

ことばあそびをしよう   主語と述語   かん字の読み方   かたかなで書くことば  

       にたいみのことば、はんたいのいみのことば   ようすをあらわすことば  

なかまのことばとかん字   ことばを楽しもう   

新 4年生  国語辞典のつかい方①   国語辞典のつかい方②   漢字の音と訓   こそあど言葉  

へんとつくり   ローマ字①   ローマ字②   修飾語   漢字の意味   言葉を分類する  

コンピュータのローマ字入力   カンジーはかせの音訓かるた   ことわざ  

 

新 5年生  漢字の組み立て   漢字辞典の使い方   いろいろな意味をもつ言葉 

 カンジーはかせの漢字しりとり   慣用句   文と文をつなぐ言葉   熟語の意味  

まちがえやすい漢字  

新 6年生  漢字の成り立ち①   漢字の成り立ち②   敬語   カンジー博士の暗号解読   複合語 

和語・漢語・外来語   漢字の読み方と使い方   同じ読み方の漢字   文の組み立て  

 

※４・５月教材 



１年 https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/1/index.html 

いい てんき 【朗読音声】  

えんぴつと なかよし 【朗読音声】【動画資料】 

うたに あわせて あいうえお 【朗読音声】  

こえに だして よもう（あさの おひさま） 【朗読音声】  

はなの みち 【朗読音声】【作品アニメーション】【ワークシート】 

かきと かぎ 【朗読音声】【ワークシート】 

ぶんを つくろう 【ワークシート 】 

ねこと ねっこ 【朗読音声】【ワークシート】 

２年 https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/2/index.html 

  ふきのとう 【朗読音声】【動画資料】【ワークシート】 

春が いっぱい【朗読音声】【ワークシート】 

きょうの できごと【ワークシート】 

ともだちを さがそう 【音声資料】【ワークシート】 

いなばの 白うさぎ【朗読音声】【ワークシート】 

たんぽぽの ちえ／じゅんじょ【朗読音声】【動画資料】【ワークシート】 

かんさつ名人に なろう 【ワークシート】 

同じ ぶぶんを もつ かん字【ワークシート】 

３年 https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/3/index.html 

どきん【朗読音声】  

きつつきの商売【朗読音声】【写真資料】【ワークシート】 

国語辞典を使おう【動画資料】【ワークシート】 

漢字の広場① 【ワークシート】 

春のくらし 【朗読音声】  

漢字の音と訓【ワークシート】 

もっと知りたい，友だちのこと（きちんとつたえるために）【音声資料】【動画資料】【ワークシート】 

漢字の広場②【ワークシート】 

  言葉で遊ぼう／こまを楽しむ／全体と中心【朗読音声】【動画資料】【ワークシート】 

４年 https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/4/index.html 

  春のうた【朗読音声】  

  白いぼうし【朗読音声】【動画資料 作者からのメッセージ】【ワークシート】 

漢字の組み立て【ワークシート】 

漢字辞典の使い方【動画資料】【ワークシート】 

春の楽しみ【朗読音声】 

聞き取りメモのくふう（話し方や聞き方から伝わること）【音声資料】【動画資料】【ワークシート】1 

漢字の広場①【ワークシート】 

https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/1/index.html
https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/2/index.html
https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/3/index.html
https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/4/index.html


思いやりのデザイン／アップとルーズで伝える／考えと例【朗読音声】【ワークシート】 

カンジーはかせの都道府県の旅１【ワークシート】 

お礼の気持ちを伝えよう【ワークシート】 

５年 https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/5/index.html 

かんがえるのって おもしろい【朗読音声】 

なまえつけてよ【朗読音声】【ワークシート】 

漢字の成り立ち【ワークシート】 

春の空【朗読音声】 

  きいて，きいて，きいてみよう （インタビューをするとき）【音声資料】【動画資料】【ワークシート】 

漢字の広場①【ワークシート】 

見立てる／言葉の意味が分かること／原因と結果 【朗読音声】【動画資料】【ワークシート】 

和語・漢語・外来語 【ワークシート】 

 

 

 

６年 https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/6/index.html 

  春の河／小景異情【朗読音声】【ワークシート】 

  帰り道【朗読音声】【動画資料】【ワークシート】 

地域の施設を活用しよう【ワークシート】 

漢字の形と音・意味【ワークシート】 

春のいぶき【朗読音声】【ワークシート】 

聞いて，考えを深めよう【音声資料】【ワークシート】 

漢字の広場①【ワークシート 

笑うから楽しい／時計の時間と心の時間／主張と事例【朗読音声】【ワークシート】 

話し言葉と書き言葉【ワークシート】 

算数（学校図書） 
新型コロナウイルス感染症対策 学習支援コンテンツのご紹介 
※算数 https://gakuto.co.jp/contents-worksheet/ 

4年 大きい数 チャプター１  

5年 整数と小数 チャプター１   

6年 ならべ方と組み合わせ方 チャプター１  

※算数ねんおしプリント https://gakuto.co.jp/r2s_sansu_nenoshi/ 

第１学年  ●入門期 ぼくじょうたんけん   1 10までのかず 10までの かず   2 いくつといくつ 

第２学年  1 ひょうとグラフ ひょうとグラフ   2 時こくと時間 

3 2けたのたし算とひき算 2 けたの たし算と ひき算（たし算） 

4 たし算のひっ算 たし算の ひっ算（2 けたの たし算）   5 ひき算のひっ算 

第３学年  1 かけ算 かけ算（かけ算のきまり①）   2 時こくと時間（1） 

https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/5/index.html
https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/6/index.html


第４学年  1 大きい数 大きい数（千万より大きい数）   2 折れ線グラフ 折れ線グラフ 上 P.23～31  

3 （2けた）÷（1けた）の計算 計算のしかたを考えよう   4 1けたでわるわり算 

第５学年  1 小数と整数 小数と整数（整数と小数のしくみ）    

2 合同な図形 図形の合同（合同な図形）   3 比例 

第６学年  1 ならべ方と組み合わせ方 ならべ方と組み合わせ方（ならべ方） 

2 文字と式 文字と式（文字を使った式）   3 分数と整数のかけ算とわり算（分数×整数の計算） 

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

問題 (PDFで掲載 必要に応じて印刷ののち、使用する)  ※各単元ごとのワークシートあり 

解答 (PDFで掲載 必要に応じて印刷ののち、使用する) 

社会（教育出版） 
児童生徒用学習支援コンテンツ 
社会 https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/important/2020/03/post-13.html#0102  

 

※社会科 Q&A https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/textbook/shou/shakai/document/ducu6/ducu604/index.html 

Q1 日本の島の総数は?   Q2 東大寺の大仏の創建当時の規模は? 

 Q3 田下駄 はどのように使っていたの?   Q4 閣議は「招集」?「召集」? 

※社会科リンク集 3・4年 

https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/textbook/shou/shakai/document/ducu6/ducu601/index.html 

わたしたちの大好きなまち   働く人とわたしたちのくらし   変わるわたしたちのくらし 

 安全なくらしとまちづくり   健康なくらしとまちづくり   昔から今へと続くまちづくり 

わたしたちの県のまちづくり 

※社会科リンク集 5年 

https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/textbook/shou/shakai/document/ducu6/ducu602/index.html 

わたしたちのくらしと国土   食料生産を支える人々   工業生産を支える人々 

 くらしを支える情報   国土の自然とともに生きる 

※社会科リンク集 6年  

https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/textbook/shou/shakai/document/ducu6/ducu603/index.html 

歴史単元全般 

  各地の総合博物館   国づくりへの歩み   大陸に学んだ国づくり   武士の政治が始まる 

生活科（啓林館） 
臨時休業期間中の学習支援コンテンツ・指導計画の内容のお知らせ 
https://www.shinko-keirin.co.jp/keirinkan/digital/keirin-web/pc/ 

いきものずかん 

https://www.shinko-keirin.co.jp/keirinkan/sho/seikatsu/support/ikimono/spring_t.html 

音楽（教育芸術社） 
自宅学習支援コンテンツ 
音楽の授業で学ぶ歌や楽器の演奏の仕方の視聴 

https://textbook.kyogei.co.jp/library/?fbclid=IwAR16sYPk-CmJEhubwm7Dd7oQQIS-flKJrsJsSKf02q-14-

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


_hg8_jr7Sh9Zw 

図画工作（開隆堂） 
臨時休校中の小・中学生のみなさまへ 
自宅学習ができるワークシート 

https://www.kairyudo.co.jp/contents/05_kyoiku/support/zubi/index.htm 

家庭科（東京書籍） 
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 
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/spl/hl_support/shou/ 
１私の生活、大発見！ ワークシート・回答 

２応しい楽しい調理の仕方 ワークシート・回答 

保健（学研教育みらい） 
家庭学習応援プロジェクト 
https://gakkokyoiku.gakken.co.jp/ 

外国語（東京書籍） 
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 
５年 Unit1 Hello, friends. アルファベット練習シート A～Z 

https://ten.tokyo-

shoseki.co.jp/spl/hl_support/shou/%E8%8B%B1%E8%AA%9E/5_NEW%20HORIZON%20Elementary%205/ 

６年 Unit1 This is me. アルファベット練習シート 大文字・小文字 

https://ten.tokyo-

shoseki.co.jp/spl/hl_support/shou/%E8%8B%B1%E8%AA%9E/6_NEW%20HORIZON%20Elementary%206/ 

 

https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/spl/hl_support/shou/

