
カテゴリ ねらい 教材名 リンク

尼崎市教育総合センター http://www.ama-net.ed.jp/tebiki/sho4tebiki/sho4.html

家勉キッズ https://ieben.net/

怪盗ねこぴー https://www.nekopy.com/

学習プリント.com https://xn--fdk3a7ctb5192box5b.com/

桑ぴょん https://www.kuwapyon.net/kokugohen.html

国語教室 国語教室 色々なプリント (hp-ez.com)

ことばの小箱 https://sttoolbox.wordpress.com/

子どもの習い事図鑑 https://startoo.co/workbook/92161/#i

こどもの日本語ライブラリ

(留学生用教材だが作文練習に使用可)
https://www.kodomo-kotoba.info/booklet/basicsearch_booklet_05.html

コロロ 無料教材 – コロロ発達療育センター (kololo.jp)

すたぺんドリル https://startoo.co/sutapen/

ちびむすドリル https://happylilac.net/syogaku.html

通級指導教室の教材倉庫 通級指導教室教材倉庫-総合入口-教材工房”なかお” (yu-nagi.com)

とことこドリル https://tokotoko-drill.com/

似ている漢字間違い探し 似ている漢字一覧 | 漢字間違い探しQ (machigai-sagashi.com)

ネットレ 新・ネットレの学習教室【無料ソフト】 (nll.red)

はたらく主婦の独り言 http://blog.livedoor.jp/pumpkin1205/archives/50931601.html

プリント＋ビデオクリップ 特別支援教育「すぐに使える！プリント＋ビデオクリップ」 (e-kokoro.ne.jp)

ぷりんときっず https://print-kids.net/print/

みえびぃ学びの応援サイト みえの学力向上県民運動 (mie-c.ed.jp)

やんちゃワーク https://yanchawork.com/category/page-image/cat-bunmyakurikai/

リハビリDATA https://rehabilidata.com/aphasia-rehabilitation/

わくわく教材 https://kyozaisupport.com/

学力向上ワークシート 学力向上ワークシート - 埼玉県 (saitama.lg.jp)

山ちゃん先生のホームページ 山ちゃん先生のホームページ (fc2.com)

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

東京都立田無特別支援学校ホームページ http://www.tanashi-sh.metro.tokyo.jp/site/zen/page_0000000_00052.html

eboard 教科の一覧 | ICT教材eboard（イーボード）

Honda　Kids 知育プリントダウンロード | Honda Kids（キッズ） | Honda

iドリル https://iidrill.com/

MIM https://www.gakken.jp/dc/MIM/

尼崎市教育総合センター http://www.ama-net.ed.jp/tebiki/sho4tebiki/sho4.html

家勉キッズ https://ieben.net/

エデアル https://edeal-soft.com/

おかわりドリル https://www.okadori.net/

怪盗ねこぴー https://www.nekopy.com/

学習プリント.com https://xn--fdk3a7ctb5192box5b.com/

学力向上ワークシート https://www.pref.saitama.lg.jp/g2204/toubu-worksheet.html

検ロジ https://www.conceptispuzzles.com/ja/index.aspx?uri=puzzle/calcudoku

国語教室 https://www4.hp-ez.com/hp/kokugo-kiso/page34

こどもプリント https://kidsdor.com/

コロロ 無料教材 – コロロ発達療育センター (kololo.jp)

さんすうプリモン さんすうプリモン（プリント問題集） (city.yamato.kanagawa.jp)

塾チャンネル 葉一のYouTube授業と無料テキスト｜19ch（塾チャンネル）

単位の換算方法 https://msm-c.net/1990.html

ちびむすドリル https://happylilac.net/syogaku.html

通級指導教室の教材倉庫 通級指導教室教材倉庫-総合入口-教材工房”なかお” (yu-nagi.com)

ツボウチ塾 http://www.tsubouchi-ps3.com/print/index.html

那須烏山小学校
https://nasukarasuyama.ed.jp/eskarasuyama/multidatabases/multidatabase_contents/

index/page:4?frame_id=36&page_id=24

代替支援送付教材ねらい一覧表

国語

・文章読解

・文脈理解

・作文

・言葉で表現する

・説明する力

・語彙を増やす

・漢字の予習、復習

算数・数学
・予習や復習として

楽しく算数、数学に慣れる
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ネットレ 新・ネットレの学習教室【無料ソフト】 (nll.red)

はたらく主婦の独り言 http://blog.livedoor.jp/pumpkin1205/archives/50931601.html

プリント＋ビデオクリップ 特別支援教育「すぐに使える！プリント＋ビデオクリップ」 (e-kokoro.ne.jp)

ぷりんときっず https://print-kids.net/print/

みえびぃ学びの応援サイト みえの学力向上県民運動 (mie-c.ed.jp)

やんちゃワーク https://yanchawork.com/category/page-number/

学力向上ワークシート 学力向上ワークシート - 埼玉県 (saitama.lg.jp)

山ちゃん先生のホームページ 山ちゃん先生のホームページ (fc2.com)

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

明日は必ずやってくる https://sites.google.com/site/tomorrow1ststp/home

eboard 教科の一覧 | ICT教材eboard（イーボード）

Honda　Kids 知育プリントダウンロード | Honda Kids（キッズ） | Honda

iドリル https://iidrill.com/

尼崎市教育総合センター http://www.ama-net.ed.jp/tebiki/sho4tebiki/sho4.html

家勉キッズ https://ieben.net/

学習プリント.com https://xn--fdk3a7ctb5192box5b.com/

社会科学習ワークシート 帝国書院 ｜ 社会科学習ワークシート (teikokushoin.co.jp)

消費者クイズ ハッピーのこども消費者クイズ - 小学生編 (city.nagoya.jp)

楽しく学べる鉄道教材 楽しく学べる！ 鉄道教材｜リニア・鉄道館｜ＪＲ東海 (jr-central.co.jp)

ネットレ 新・ネットレの学習教室【無料ソフト】 (nll.red)

北海道・北東北の縄文遺跡群 https://jomon-japan.jp/kids/reserach/faq/

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

eboard 教科の一覧 | ICT教材eboard（イーボード）

尼崎市教育総合センター http://www.ama-net.ed.jp/tebiki/sho4tebiki/sho4.html

ネットレ 新・ネットレの学習教室【無料ソフト】 (nll.red)

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

eboard 教科の一覧 | ICT教材eboard（イーボード）

iドリル https://iidrill.com/

英語のワークシート ワークシート（WORD版）：文部科学省 (mext.go.jp)

子どもの習い事図鑑 https://startoo.co/

こどもプリント https://kidsdor.com/

塾チャンネル 葉一のYouTube授業と無料テキスト｜19ch（塾チャンネル）

はたらく主婦の独り言 http://blog.livedoor.jp/pumpkin1205/archives/50931601.html

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

eboard 教科の一覧 | ICT教材eboard（イーボード）

気持ちの広場 https://sn1.e-kokoro.ne.jp/kimochi/

交通安全（自転車） 交通安全教育教材｜交通安全対策 - 内閣府 (cao.go.jp)

このあと何が起きる（防災） https://www.mlit.go.jp/saigai/saigai01_tk_000005.html

コロロ 無料教材 – コロロ発達療育センター (kololo.jp)

通級指導教室の教材倉庫 http://nakao.yu-nagi.com/kubo-00top.html

とことこドリル https://tokotoko-drill.com/category/nazotoki/

ネット社会の歩き方 http://www2.japet.or.jp/net-walk/index.html

発達障害児のための絵カード屋さん 発達障害児のための絵カード屋さん (yu-yake.com)

ポケモン自己分析 https://recruit.pokemon.co.jp/pokemoncenter/special/

漫画を活用した教材 まんがを活用した教材の公開について | 高知県庁ホームページ (kochi.lg.jp)

問題行動 無料絵カード　問題行動 (yu-yake.com)

やんちゃワーク https://yanchawork.com/

臨時休校措置対応学習支援コンテンツ 臨時休校措置対応学習支援コンテンツ｜学研 (gakken.co.jp)

算数・数学
・予習や復習として

楽しく算数、数学に慣れる

・予習や復習として

楽しく社会に興味を持ってもら

える

社会

理科

・予習や復習として

楽しく理科に興味を持ってもら

える

英語
・予習や復習として

楽しく英語に慣れる

SST

・状況理解

・説明する力

・問題へ対処する力

・マナーや決まりを知る

・論理的思考

・自己分析
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エデアル https://edeal-soft.com/

学習プリント.com https://xn--fdk3a7ctb5192box5b.com/

桑ぴょん https://kuwapyon.net/sansuhen.html#D3

数字探し http://web1.kcn.jp/elpis/sujisagashi.html

知育の広場 https://kidsstudy.net/

ちびむすドリル https://happylilac.net/kisetsu-sozai.html

創る化プロジェクト http://www.kidsc.jp/tsukuruka/

脳トレ支援.com https://help-kaigo.com/

のびラボ！ https://www.nobilabo.com/

ビジョントレーニング.com https://vision.help-kaigo.com/

ひらめきASOPPA！ https://asoppa.com/hiramekiasoppa/

フリーペンシル https://iconbu.com/findlist

プリプリキッズ https://xn--39ja0db9o0cyc.com/

ぷりんときっず https://print-kids.net/print/

まちがいさがしの森 https://nazomori.net/matimori/

漫画点つなぎ https://www.supercoloring.com/ja/dian-tunagi/man-hua

めいろやさん http://meiro.moo.jp/

やんちゃワーク https://yanchawork.com/

わくわく教材 https://kyozaisupport.com/

emoプリ https://emopri.com/

Flash教材 Flash教材：特別支援学校で学んでいる方へ (boy.jp)

KC Labo https://kidsc.jp/tsukuruka/

エックスタイピング https://x-typing.com/

寿司打 http://sushida.net/

タイピングコロシアム https://typingerz.com/colosseum

タイピング無料ゲームセンター https://www.spitz8823.com/typing/

タイピング練習道場 https://keyboard-dojo.net/

マイタイピング https://typing.twi1.me/

ローマ字入力の練習 ローマ字入力の練習 (city.yokosuka.kanagawa.jp)

密密（ひそひそ） https://unityroom.com/games/hisohiso

47都道府県タイピング https://pcschoolgarden.com/typing-game-2/

6桁数字タイピングゲーム https://pcschoolgarden.com/typing-game-18/

ivoca https://ivoca.31tools.com/home

家勉キッズ https://ieben.net/

桑ぴょん https://kuwapyon.net/sansuhen.html#D16

プリント＋ビデオクリップ https://sn1.e-kokoro.ne.jp/index.php

ぷりんときっず https://print-kids.net/print/

生活費シミュレーション計算 https://casamia.trust5.co.jp/tool/cost/

Flash教材 http://flash-educ.boy.jp/index.html

エデアル エデアル | 無料の知育ゲーム＆アプリ (edeal-soft.com)

カウントアップ↑ カウントアップ（脳トレゲーム）｜プチゲーム - 無料ゲームサイト (p-game.jp)

数字探し 脳トレ　数字探し (kcn.jp)

とことこドリル クロスワード | とことこドリル (tokotoko-drill.com)

プリントできる小学生向け謎解き問題 https://www.pinterest.jp/pin/673428950527576215/

放課後たのしーと すき！がみつかる「放課後たのしーと」 (asahi.com)

ぽけでび ゲーム - ぽけでび (pokedebi.com)

まなゲーランド https://www.19online.net/

BMXパーク BMXパーク｜自転車ゲーム｜無料ゲームならワウゲーム (wowgame.jp)

その他 方眼紙ネット 方眼紙ネットについて - 方眼紙ネット (houganshi.net)

お金・時計 ・生活に必要な力を身につける

・ビジョントレーニング

・目を動かして見る力

・見比べる力

・違いに気づく力

・集中力

目・作業

タイピング

・生活に役立つ力

・パソコン操作に慣れる

・目と手の協応

・ビジョントレーニング

・視覚的短期記憶

知育・ゲーム ・クロスワードやクイズ

目・作業

・ビジョントレーニング

・目を動かして見る力

・見比べる力

・違いに気づく力

・集中力

https://edeal-soft.com/
https://学習プリント.com/
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https://schoolnet.edu.city.yokosuka.kanagawa.jp/schoolnet/element/131obaradai/roma/index.html
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https://pcschoolgarden.com/typing-game-2/
https://pcschoolgarden.com/typing-game-18/
https://ivoca.31tools.com/home
https://ieben.net/
https://kuwapyon.net/sansuhen.html#D16
https://sn1.e-kokoro.ne.jp/index.php
https://print-kids.net/print/
https://casamia.trust5.co.jp/tool/cost/
http://flash-educ.boy.jp/index.html
https://edeal-soft.com/
https://p-game.jp/game2/
http://web1.kcn.jp/elpis/sujisagashi.html
https://tokotoko-drill.com/category/crossword/
https://www.pinterest.jp/pin/673428950527576215/
https://houkago.asahi.com/?iref=logo
https://pokedebi.com/game/
https://www.19online.net/
https://www.wowgame.jp/game_html/3654.html
https://houganshi.net/

