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1 保健 学研メディカルサポート 感染予防特別コンテンツ公開 医療従事者向けに提供しているe-ラーニングサービスコンテンツを特別に一般公開。 無料 2月3日～4月30日 https://gakken-meds.jp/special/InfectionPrevention.html

2 新型コロナ情報 厚生労働省 新型コロナウイルスに関するLINEアカウント 新型コロナウイルスの発生状況や予防法などの情報を確認することができる。 ー ー https://lin.ee/qZZIxWA

3 新型コロナ情報 NPO法人市民科学研究室 WHOコロナウイルス報告書の日本語訳
2020年2月末に公表された上記報告書は、現時点で、新型コロナウイルス感染に関する世界的な動向
をふまえた最新の科学報告書だと思われる。一般の方々の関心も非常に高いため、急遽、本文のみ日
本語に訳してみた。

ー ー
https://www.shiminkagaku.org/9753-
2/?fbclid=IwAR2QbqDiF2Yuw6teTtJ5e8tznsfTiXB3PEd2kWvy6lw8NjRzKPAM_O
uqzY8

4 携帯電話 各キャリア 追加データ容量購入50GB無料等
各キャリアによって違いはあるが、追加データ容量購入に対して50GBｍで無償化している。（ただ
し、データプランによっては無臭化に対応指定に場合もある。また２５歳以下対象。）

無料 ～4月30日 各キャリアのHPを参照

5 生徒・保護者支援 カタリバ カタリバオンライン
学校に行けないけど集まろう“カタリバオンライン”！大人と子ども、みんなが集まるオンラインの広場。
webでおしゃべりできるシステム「zoom」を使用し、様々なプログラムを行う。オープン時間は、平日の朝9
時半〜16時半。

無料 3月4日～ https://katariba.online/

6 動画 Amazon Amazon prime video Amazon prime videoのキッズ向けコンテンツの1部を無料で配信 無料 終了時期未定
https://www.amazon.co.jp/b/?ie=UTF8&node=8101704051&ref=dvm_jp_pv_sl_
ya_001_033_427449234431_mk_uEXhzzDo-dc&tag=pv-ps-gdni-pv-001_22

7 動画 集英社 アニメを無料配信 youtube「ジャンプチャンネル」にてアニメを無料配信 無料 3月16日～4月19日 youtube「ジャンプチャンネル」を検索

8 動画 LDH ライブ映像・映画を無料配信
EXILEや三代目J SOUL BROTHERSらが所属するLDH JAPANの公式YouTubeチャンネル「LDH JAPAN
チャンネル」で、ライブ動画を公開中です。またHIGH＆LOWシリーズ4作、CINEMA FIGHTERS projectシ
リーズ2作品も4月12日まで公開中です。

無料 ～4月12日 youtube「LDH JAPANチャンネル」を検索

9 動画 エイベックス ライブ映像を無料配信
登録者数500万超を誇るエイベックスのYouTube公式チャンネル「エイベックス・チャンネル」で、浜崎あ
ゆみさんやTRF、AAAなど所属アーティストのライブ映像を4月30日まで公開しています。

無料 ～4月30日 youtube「エイベックス・チャンネル」を検索

10 動画 シルク・ドゥ・ソレイユ ショーの特別映像を配信 カナダのサーカス劇団「シルク・ドゥ・ソレイユ」がショーの特別映像（約67分）を配信しています。 無料 - https://www.cirquedusoleil.com/cirqueconnect

13 漫画 集英社 週刊少年ジャンプの一部無料公開
ワンピース61巻分無料、NARUTO27巻分無料、BORUTO4巻分無料、ハイキュー28巻分無料、
BLEACH48巻分無料、Dr.STONE3巻分無料、食戟のソーマ20巻分無料。

無料 3月2日～5月6日

https://jumpbookstore.com/item_list.html?keyword=%e3%80%90%e7%84%a1%e6
%96%99%e7%89%88%e3%80%91%e9%80%b1%e5%88%8a%e5%b0%91%e5%b9%b4
%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%97&_ga=2.166926910.105703385
0.1583307303-409108455.1583307303

14 漫画 宇宙兄弟Official Web 『宇宙兄弟』の1〜50話を無料公開
小山宙哉さんと相談し、2020年3月3日〜『宇宙兄弟』の1〜50話を無料公開することに。自宅で過ご
す時間が多くなったり、予定がなくなったりと、いつもと異なることが多い日々ですが、物語を楽しんでもら
えると嬉しいとのこと。

無料 3月3日～ https://comic-days.com/episode/10834108156628505403

15 漫画 ドラゴン桜公式note 『ドラゴン桜』1～11巻無料公開
一斉休校になった子供たちの不安は大きく、自宅学習のモチベーション維持はなかなか難しいかもしれ
ない。そんな中で『ドラゴン桜』を読んで、少しでも明るい気持ちで勉強に取り組んでもらえたら嬉しい。

無料 ～4月30日
https://note.com/mitanorifusa/n/n434b28927f27?fbclid=IwAR1wJFdDO7EyX
xN2vcJUskQW6a1Fw0dagZSL8yhQIMq1yq9NFCxs7AxTeAY

16 漫画 ソノラマplus 科学漫画サバイバル無料公開
累計900万部を突破している人気シリーズ「科学漫画サバイバル」シリーズと科学まんがシリーズ「バト
ル・ブレイブス」をコミックサイト「ソノラマプラス」で順次公開。

無料 3月3日～4月30日 http://sonorama.asahi.com/

17 漫画 AUブックパス 読み放題プラン無料提供 AUブックパスの読み放題プラン無料提供（総合コース・マガジンコース）を無料で提供。 無料 3月9日～4月30日
https://bookpass.auone.jp/info/bookpassfree/?cs=bnr_freecomics_info_book

passfree

18 読書 ボン先輩は今日もご機嫌
親愛なる生徒たちへ〜ミラノのヴォルタ高
校校長先生の手紙

117世紀のペスト流行の状況を語り、社会と人間性、私たちの最も貴重な資産であるこれらを守るため
に、文明的で合理的な思考をしようと語り掛けるヴォルタ高校校長の手紙。読書がしたくなる。

無料 いつでも
https://bonsenpai.com/coronavirus-in-
italia0228?fbclid=IwAR28enfClp0PT4FgH7HflN0rxBC1Kqscw_tHwkPS3iOD5W_b
FQ4UixSitwI

19 読書 キングベアー出版
『7つの習慣』親子・中高生向け書籍を全
文無料公開

新型コロナウイルスの影響を受けて休校となる全国の小・中・高校生ならびに、休校対応にて家での学
習時間が必要となるご家族向けに『ぼくに7つの習慣を教えてよ！』(2015年 フランクリン・コヴィー・ジャ
パン編）『7つの習慣 ティーンズ』（2014年 ショーン・コヴィー著）を全文無料公開。

無料 3月4日～4月10日
https://www.value-
press.com/pressrelease/237458?fbclid=IwAR0SayGwGmzYidLHZTf8M7wZx-
dd9zqVmPG02YB826yycMMxAPt879AhmTI

20 読書 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
つばさ文庫＆まんが学習シリーズ一部無
料公開

角川まんが学習シリーズ「漫画人物伝」や「日本の歴史」などのつばさ文庫＆まんが学習シリーズ人気作
200冊以上を無料公開。

一部無料 3月2日～
https://yomeruba.com/news/entry-9851.html?fbclid=IwAR0SYCl7Zq-
rTZC7Mn085OS9N-UTUXa6SdwPCFJFo44Az72dkqFpiGjQ9W4

21 自習 ネットで自習室 平日9〜21時まで無料オープン
平日は平日夜と土曜のみ開室の「ネットで自習室」を平日9〜21時まで特別オープン（保護者のリアルタ
イム見学も可能）。

無料 3月2日～ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000044929.html

休校措置中に使えるコンテンツのまとめ
(2020.04.08.最終更新）

https://gakken-meds.jp/special/InfectionPrevention.html
https://lin.ee/qZZIxWA
https://www.shiminkagaku.org/9753-2/?fbclid=IwAR2QbqDiF2Yuw6teTtJ5e8tznsfTiXB3PEd2kWvy6lw8NjRzKPAM_OuqzY8
https://www.shiminkagaku.org/9753-2/?fbclid=IwAR2QbqDiF2Yuw6teTtJ5e8tznsfTiXB3PEd2kWvy6lw8NjRzKPAM_OuqzY8
https://www.shiminkagaku.org/9753-2/?fbclid=IwAR2QbqDiF2Yuw6teTtJ5e8tznsfTiXB3PEd2kWvy6lw8NjRzKPAM_OuqzY8
https://katariba.online/
https://www.cirquedusoleil.com/cirqueconnect
https://jumpbookstore.com/item_list.html?keyword=%e3%80%90%e7%84%a1%e6%96%99%e7%89%88%e3%80%91%e9%80%b1%e5%88%8a%e5%b0%91%e5%b9%b4%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%97&_ga=2.166926910.1057033850.1583307303-409108455.1583307303
https://jumpbookstore.com/item_list.html?keyword=%e3%80%90%e7%84%a1%e6%96%99%e7%89%88%e3%80%91%e9%80%b1%e5%88%8a%e5%b0%91%e5%b9%b4%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%97&_ga=2.166926910.1057033850.1583307303-409108455.1583307303
https://jumpbookstore.com/item_list.html?keyword=%e3%80%90%e7%84%a1%e6%96%99%e7%89%88%e3%80%91%e9%80%b1%e5%88%8a%e5%b0%91%e5%b9%b4%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%97&_ga=2.166926910.1057033850.1583307303-409108455.1583307303
https://jumpbookstore.com/item_list.html?keyword=%e3%80%90%e7%84%a1%e6%96%99%e7%89%88%e3%80%91%e9%80%b1%e5%88%8a%e5%b0%91%e5%b9%b4%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%97&_ga=2.166926910.1057033850.1583307303-409108455.1583307303
https://comic-days.com/episode/10834108156628505403
https://note.com/mitanorifusa/n/n434b28927f27?fbclid=IwAR1wJFdDO7EyXxN2vcJUskQW6a1Fw0dagZSL8yhQIMq1yq9NFCxs7AxTeAY
https://note.com/mitanorifusa/n/n434b28927f27?fbclid=IwAR1wJFdDO7EyXxN2vcJUskQW6a1Fw0dagZSL8yhQIMq1yq9NFCxs7AxTeAY
http://sonorama.asahi.com/
https://bookpass.auone.jp/info/bookpassfree/?cs=bnr_freecomics_info_bookpassfree
https://bookpass.auone.jp/info/bookpassfree/?cs=bnr_freecomics_info_bookpassfree
https://bonsenpai.com/coronavirus-in-italia0228?fbclid=IwAR28enfClp0PT4FgH7HflN0rxBC1Kqscw_tHwkPS3iOD5W_bFQ4UixSitwI
https://bonsenpai.com/coronavirus-in-italia0228?fbclid=IwAR28enfClp0PT4FgH7HflN0rxBC1Kqscw_tHwkPS3iOD5W_bFQ4UixSitwI
https://bonsenpai.com/coronavirus-in-italia0228?fbclid=IwAR28enfClp0PT4FgH7HflN0rxBC1Kqscw_tHwkPS3iOD5W_bFQ4UixSitwI
https://www.value-press.com/pressrelease/237458?fbclid=IwAR0SayGwGmzYidLHZTf8M7wZx-dd9zqVmPG02YB826yycMMxAPt879AhmTI
https://www.value-press.com/pressrelease/237458?fbclid=IwAR0SayGwGmzYidLHZTf8M7wZx-dd9zqVmPG02YB826yycMMxAPt879AhmTI
https://www.value-press.com/pressrelease/237458?fbclid=IwAR0SayGwGmzYidLHZTf8M7wZx-dd9zqVmPG02YB826yycMMxAPt879AhmTI
https://yomeruba.com/news/entry-9851.html?fbclid=IwAR0SYCl7Zq-rTZC7Mn085OS9N-UTUXa6SdwPCFJFo44Az72dkqFpiGjQ9W4
https://yomeruba.com/news/entry-9851.html?fbclid=IwAR0SYCl7Zq-rTZC7Mn085OS9N-UTUXa6SdwPCFJFo44Az72dkqFpiGjQ9W4
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000044929.html


No. 目的 業者名 コンテンツ 説明 料金 配信期間 URL

休校措置中に使えるコンテンツのまとめ
(2020.04.08.最終更新）

22 自己分析 かもめ大学 自己分析の問いとその活用法 『メモの魔力』という書籍で紹介されている自己分析の1000問と、その活用法が書かれているサイト。 無料 いつでも
[1000問]https://www.google.com/…/kamomedaiga…/entry-
12431803709.html
 [活用法]https://stepup-blog.com/memomagic-self-analysis1000/

23 自己分析 note（ゼロ高）
いますぐ家でできる、ゼロ高の「夢を目的に
変える」遊び

少しの時間を使って、自分の人生がほんの少しだけワクワクできるコツを伝授。①キャラの理解②キャラ
の使い方③やりたいことをしている人探し④小さいことから成功

無料 いつでも https://note.com/zerokonote/n/n5b6d839ecf99

24 授業 N高等学校（N高） オンライン授業を無料開放
全国の休校中の生徒に向け、オンライン学習アプリ「N予備校」を無料で解放。大学受験コース（英語、
数学、国語、理科、社会）、中学復習講座（英語、数学、国語）、プログラミングコース、Webデザインコー
ス。

無料 3月1日～
https://nnn.ed.jp/news/blog/archives/10023.html?fbclid=IwAR0yWd7UVm8WE
mPlzPyVqoBVka1kDqot2kzg58_15yiM2YmQ-ATD9L3-mP8

26 授業 NHK NHK for School
Eテレで放送している約２０００本の教育番組と、それに関連する約７０００本の動画クリップを公開。さら
に全国各地の先生たちが考えた「おうちで学ぼう！特設ページ」を準備中（３月４日から順次公開予
定）。

無料 3月4日～ https://www.nhk.or.jp/school/

27 授業 ほぼ日刊イトイ新聞 オンラインクラスを１ヶ月間無料公開
シェイクスピア、歌舞伎、万葉集講座のほとんどの授業と、これまでの「ほぼ日の学校スペシャル」のオン
ライン・クラスを、１ヶ月間無料公開。

無料 ～4月30日
https://www.1101.com/n/s/gakkou_onlinefree20sp/index.html?fbclid=IwAR1b
J9hFNJwMlf_QY1v6rTHaoAZpDGVB92I0kMFbZ7wPTp7iAOIuSlBa5MU

28 授業 ＣＲＡＳＨ COURSE 無料自主学習サイト
Anatomy, Astronomy, Big History, Biology, Chemistry, Computer Science, Ecology, Econmomics,
Film Study, Games, Government, Intellectual Property, Literature, Mythology, Philosophy, Physics,
Psychology, US History, World History, Study Skillsといったアカデミックな動画が英語で視聴できる。

無料 ー
https://thecrashcourse.com/courses?fbclid=IwAR0nc33va9jCFtuB2WWdn_3v7
7eo_JmCxZ03gHLfU5_meMQfBVoH9EH97Mc

29 授業 リクルート スタディサプリ
1動画最短1分から学べる！だから短時間でギュッと効率的に成績が伸びる。月額1980円で小中高、
大学受験に必要な5教科18科目の神授業が見放題。

14日間無料
(以降月額
1980円）

いつでも https://studysapuri.jp/

33 教材 まなびポケット まなびポケット提携コンテンツの無償提供

・eboard／NPO法人eboard（動画・デジタル問題集）、英検®予想問題ドリル／イースト株式会社（版元：
旺文社）（英検対策）、EnglishCentral／株式会社EnglishCentral（リスニング・スピーキング）、おさらい先
生 for まなびポケット／NPO法人教室ICT実践会（読解・計算）、すいスタ for まなびポケット／株式会
社東大英数理教室（ドリル学習）、schoolTakt／株式会社コードタクト（協働学習）、DONGRI／イースト株
式会社（版元：学研プラス、三省堂、大修館書店）（辞書）、BANSHOT／イーキューブ株式会社（板書
共有）、ポプラディアネット／株式会社ポプラ社（百科事典ソフト）。

無料 2月28日～5月31日
https://manabipocket.ed-
cl.com/795/?fbclid=IwAR1nFX_TKOLtrmRthCulXqmCTAtmddhHDwxjszP0MPN1e
0BZdbO1AC9KOL4

34 教材 カーンアカデミー 無料でワールドクラスの教育を受講
無料でワールドクラスの教育を誰にでもどこででも提供することを使命とする非営利団体。数学、芸術と
人文、科学、経済と金融などのコースがある。

無料 いつでも https://ja.khanacademy.org/

35 教材 Quizlet 単語カード 先生や他の人たちが作った単語カード・ゲーム形式で遊べる。メジャーな英単語帳などもある。 無料 いつでも https://quizlet.com/latest

36 教材 科学技術広報研究会 科学技術の面白デジタルコンテンツ
各研究機関の広報担当者がセレクトした休校中の子供たちにぜひ見て欲しい科学技術の面白デジタル
コンテンツが見られる。特別授業、ゲーム、工作、VR対応映像など様々。

無料 いつでも
https://sites.google.com/view/jacst-for-
kids/home?fbclid=IwAR2pEG6b7dgw3f6pM-
149_lq6GIIIYnbUFT8wLzjozmh9CPBilvzEfOEqEU

37 教材 ＳＨＡＲＰ
「インタラクティブスタディ」のオンライン学
習教材を無償提供

自宅のパソコンやタブレット端末からログインし、クラウド上の問題集を解くことで日々の学習が行える。5
教科で6万を超える問題の中から、理解度や不得意分野に応じた問題が出題されるので、一人ひとりに
合った自宅学習を支援することが可能。

無料 3月3日～ 休校措置解除まで
https://corporate.jp.sharp/news/200303-
a.html?fbclid=IwAR1AlA4ac5km9x8LJx9O1nuq5N6eFFneK_j-
q1af6kcJmjPpjODM-LhT33I#.Xl4vhKa5ZKY.facebook

38 教材 進研ゼミ 自宅学習教材・サービスの一部無償提供
自宅学習に使えるオリジナル教材「春の総復習ドリル」（小・中・高校生向け）を30万冊無料提供（ＰＤＦ
版あり）。「電子図書館まなびライブラリー」（小・中・高校生向け）が進研ゼミ会員以外でも、登録すれば
期間限定で利用可能（3月23日23:00まで）。

無料 3月2日～未定
https://www.benesse.co.jp/zemi/homestudy/?fbclid=IwAR2H-
gltWb0MR_Mto0EQtgDYmad43mx9-9Twg0-Of7gMgHr5Z-12OAG9kLk

39 探究 探究学舎 授業をyoutube配信
「宇宙のふしぎ」や「ダイヤモンドの謎」など子どもの興味を育てる内容。授業の視聴だけでなく、やってみ
る・つくってみる、といった探究学習の提案。

無料 いつでも？ youtube「探究学舎オンライン授業」で検索

40 探究 Z会 Ｚ会Asteria「総合探究講座」一部公開
自宅待機の中高生を対象にＺ会Asteria総合探究講座の探究学習のアーカイブの一部をYouTubeにて
無料公開。「新しい時代に必要となる学びとは」、「宇宙産業の最前線と、今後の可能性」、「税と社会保
障－－税金がないと社会はどうなる？」、「エビデンスに基づいてエネルギーの未来を語ろう」。

無料 2月28日～4月30日
https://www.zkai-
gr.co.jp/news/4786/?fbclid=IwAR2kiIriIpIToOQDEzryzmo1VZCZp8dScXjWVaUw
cUpw3FD1XClfwl6MiH0

https://www.google.com/amp/s/gamp.ameblo.jp/kamomedaigaku/entry-12431803709.html?fbclid=IwAR2Ux3Q2Jy4FrkwH4nLt-v2JkR8GIVejyEswmxFmKybKIuly11BWGqsjjIM
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https://note.com/zerokonote/n/n5b6d839ecf99
https://nnn.ed.jp/news/blog/archives/10023.html?fbclid=IwAR0yWd7UVm8WEmPlzPyVqoBVka1kDqot2kzg58_15yiM2YmQ-ATD9L3-mP8
https://nnn.ed.jp/news/blog/archives/10023.html?fbclid=IwAR0yWd7UVm8WEmPlzPyVqoBVka1kDqot2kzg58_15yiM2YmQ-ATD9L3-mP8
https://www.nhk.or.jp/school/
https://www.1101.com/n/s/gakkou_onlinefree20sp/index.html?fbclid=IwAR1bJ9hFNJwMlf_QY1v6rTHaoAZpDGVB92I0kMFbZ7wPTp7iAOIuSlBa5MU
https://www.1101.com/n/s/gakkou_onlinefree20sp/index.html?fbclid=IwAR1bJ9hFNJwMlf_QY1v6rTHaoAZpDGVB92I0kMFbZ7wPTp7iAOIuSlBa5MU
https://thecrashcourse.com/courses?fbclid=IwAR0nc33va9jCFtuB2WWdn_3v77eo_JmCxZ03gHLfU5_meMQfBVoH9EH97Mc
https://thecrashcourse.com/courses?fbclid=IwAR0nc33va9jCFtuB2WWdn_3v77eo_JmCxZ03gHLfU5_meMQfBVoH9EH97Mc
https://studysapuri.jp/
https://manabipocket.ed-cl.com/795/?fbclid=IwAR1nFX_TKOLtrmRthCulXqmCTAtmddhHDwxjszP0MPN1e0BZdbO1AC9KOL4
https://manabipocket.ed-cl.com/795/?fbclid=IwAR1nFX_TKOLtrmRthCulXqmCTAtmddhHDwxjszP0MPN1e0BZdbO1AC9KOL4
https://manabipocket.ed-cl.com/795/?fbclid=IwAR1nFX_TKOLtrmRthCulXqmCTAtmddhHDwxjszP0MPN1e0BZdbO1AC9KOL4
https://ja.khanacademy.org/
https://quizlet.com/latest
https://sites.google.com/view/jacst-for-kids/home?fbclid=IwAR2pEG6b7dgw3f6pM-149_lq6GIIIYnbUFT8wLzjozmh9CPBilvzEfOEqEU
https://sites.google.com/view/jacst-for-kids/home?fbclid=IwAR2pEG6b7dgw3f6pM-149_lq6GIIIYnbUFT8wLzjozmh9CPBilvzEfOEqEU
https://sites.google.com/view/jacst-for-kids/home?fbclid=IwAR2pEG6b7dgw3f6pM-149_lq6GIIIYnbUFT8wLzjozmh9CPBilvzEfOEqEU
https://corporate.jp.sharp/news/200303-a.html?fbclid=IwAR1AlA4ac5km9x8LJx9O1nuq5N6eFFneK_j-q1af6kcJmjPpjODM-LhT33I#.Xl4vhKa5ZKY.facebook
https://corporate.jp.sharp/news/200303-a.html?fbclid=IwAR1AlA4ac5km9x8LJx9O1nuq5N6eFFneK_j-q1af6kcJmjPpjODM-LhT33I#.Xl4vhKa5ZKY.facebook
https://corporate.jp.sharp/news/200303-a.html?fbclid=IwAR1AlA4ac5km9x8LJx9O1nuq5N6eFFneK_j-q1af6kcJmjPpjODM-LhT33I#.Xl4vhKa5ZKY.facebook
https://www.benesse.co.jp/zemi/homestudy/?fbclid=IwAR2H-gltWb0MR_Mto0EQtgDYmad43mx9-9Twg0-Of7gMgHr5Z-12OAG9kLk
https://www.benesse.co.jp/zemi/homestudy/?fbclid=IwAR2H-gltWb0MR_Mto0EQtgDYmad43mx9-9Twg0-Of7gMgHr5Z-12OAG9kLk
https://www.zkai-gr.co.jp/news/4786/?fbclid=IwAR2kiIriIpIToOQDEzryzmo1VZCZp8dScXjWVaUwcUpw3FD1XClfwl6MiH0
https://www.zkai-gr.co.jp/news/4786/?fbclid=IwAR2kiIriIpIToOQDEzryzmo1VZCZp8dScXjWVaUwcUpw3FD1XClfwl6MiH0
https://www.zkai-gr.co.jp/news/4786/?fbclid=IwAR2kiIriIpIToOQDEzryzmo1VZCZp8dScXjWVaUwcUpw3FD1XClfwl6MiH0
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休校措置中に使えるコンテンツのまとめ
(2020.04.08.最終更新）

41 英語 EnglishCentral 動画学習プランを無償提供
動画学習プラン「アカデミックプレミアム」を無償提供。EnglishCentralは英語の4技能（読む・書く・聞く・
話す）を強化するICT教材で、学習記録のすべてを教師アカウントで管理できる。

無料 ～4月30日
https://ja.englishcentral.com/videos
 sales-ja@englishcentral.com

43 英語 TED Ed TEDの動画リスト
様々なトピックについて5分から10分程度の英語のプレゼンテーション。字幕はオフ、日本語、英語、その
他の言語から選択できる。

無料 いつでも
https://www.youtube.com/channel/UCsooa4yRKGN_zEE8iknghZA?fbclid=IwAR2
V0kzr4DmsjKhTQXJ6TkUJ8tuAisZpG2gKoVKRzxfs8T6tVPIj10ACLmo&app=des
ktop

44 英語 Weblio 語彙力診断テスト 英語の推定語彙数が診断できる。テストは選択形式の25問、約2分半で完了。 無料 いつでも https://uwl.weblio.jp/vocab-index

45 英語 Lyricstraining 洋楽のリスニング学習サイト
音楽(洋楽)を聴きながら歌詞をディクテーションする事で、リスニング力を鍛える事ができる。ウェブブラウ
ザ、アプリ(iPhone、Android)のどちらからでも使える。

ー ー
https://lyricstraining.com/?fbclid=IwAR18jFe3MAWM5tWE2C3jlwySiNSO2zaug
MclwNebG9PHhlkNzxVIIWXi2gM

49 音楽 TOSSランド 家庭学習用音楽鑑賞プリント
家庭学習として、日常で聞いた音楽について
 感じたことや思ったことを言語化するためのプリント。

無料 いつでも
https://land.toss-
online.com/lesson/myWaLHhH4VyKQiQnXXpi?fbclid=IwAR2ulXgbCRA86JciUzfC
2z4_-AHXYmiGd0hoIPTmi7YLRyN5QoT4mvAiMps

51 社会 コッカイオンドク！ 国会審議の音読サイト
国会審議を書き起こしされている小原美由紀さんから転載許可を得て掲載しているサイト。 実際に国会
で審議されたリアルな内容を、声に出してみると、議員の発言の意味、言葉の選び方、声のトーン、どん
な心理で言葉を発しているかなど、会議録を読むだけではわからないことが見えてくるかもしれない。

ー ー
https://believe-
j.jimdo.com/?fbclid=IwAR27Ibvhtkc5tvPUnIqLzupFP5V1f5UiHMZAM2MeQ3xJC4
UR15wiKDdqyg0

53 進路 Inspire High InspireHighの動画アーカイブを無償利用
24歳起業家の辻愛沙子さん、現代アーティスト松下徹さん、詩人の谷川俊太郎さんなどの生きかたに
ふれる、それぞれ90分の動画。

無料 ？ https://www.facebook.com/watch/?v=779346089552616

54 タイピング Neutral 寿司打 ローマ字タイピングゲーム。寿司の他にも様々なバリエーションあり。 無料 いつでも http://neutral.x0.com/home/sushida/play1.html

56 プログラミング TechAcademyジュニア オンラインプログラミング学習
通常は学校や塾、各種教室でのサービス提供を行うTechAcademyジュニアの学習システムの一部を一
般のユーザー様に無償提供。

無料 2月28日〜5月30日
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTRYueCRsubUbQch6NHYe3q3a
oAd0a6CpqUiebvfMFCBjvNQ/viewform

57 プログラミング Hour of Code プログラミング入門講座
「コード（プログラム）」の謎を解き明かし、誰もがその基本を学ぶことが可能なことを明らかにして、コン
ピューターサイエンス分野への参加者を拡大するための、1時間のコンピューターサイエンス入門講座。

無料 いつでも https://hourofcode.com/jp

58 プログラミング Scratch
ビジュアルブロックでプログラミングの基礎
が学べる

自由にインタラクティブストーリーやゲーム、アニメーションを作ることができる。 無料 いつでも https://scratch.mit.edu/

59 プログラミング CODE.org
オンラインプログラミングレッスン（4～18歳
向け）

初心者向けに、無料のプログラミングレッスンが受けられるオンライン学習サイト。アナと雪の女王やマイ
ンクラフトなどのキャラクターを使ったレッスンもある。

無料 いつでも https://studio.code.org/courses

60 プログラミング LOGY プログラミング授業の無料提供 オンラインプログラミング授業を初期費用無料・レッスン費用の一部を減額。 減額 3月1日～4月30日
https://logy.app/?fbclid=IwAR1nTHS6mkCCqwF69nxfUVIxe2Jyf2MG-
JHvV738N8uLBFc42lVKJjqBKQc

61 プログラミング Scho My プログラミング授業の無料提供
「感染症」対策・予防と現状を突破することを目的とした問題解決×プログラミングを含めたオンライン教
材を無償提供。

一部無料 ？
https://event.schoomy.com/2020/02/27/01-101/?fbclid=IwAR2MdtIjX4ve-
I1c8YuM9BeLdlxXoPSw5uxch8f1B1mFlyLFFhR6z2U80Bw

62 プログラミング Lightbot オンラインプログラミング学習サイト
キャラクターがどう効率よくポイントを通過できるかを考えプログラミングしていくパズルのような問題がレベ
ルアップしながら次々に出ててくる。シンプルながら、取り組んでいるうちに自然とプログラミングの基本的
な考え方を学べるようになっている。

ー ー
https://lightbot.com/flash.html?fbclid=IwAR2nj_Ahfzu3eyxyjdYAAVne7wVhXdR
QwMCwTlKwZF7AkF-UN5yVq0mPdTE

64 留学情報 公益財団法人AFS日本協会 三菱商事高校生海外留学奨学金

日本の将来を担うグローバル人材の育成を目的として、AFS年間派遣プログラムにより多くの生徒が参
加できるよう、プログラム参加費（派遣先によって120万円、145万円、170万円）を全額給付し、国際的
な相互理解や異文化学習に関心を持ちながらも経済的な理由で留学に踏み切れなかった生徒を応
援。

ー 4月13日～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000033354.html?fbclid=IwAR0
yApspocK8irAL8Xmf-ilXxafrVf-6Eojeq9Gsd1QEx-Vu0S2d1adukWY

65 アンケート まなそびてらこ 現役中学生起業家からのアンケート
現在中1の佐藤夢奏さんが小学生の時に起業した寺子屋「まなそびてらこ」の小学生から高校生・大学
生・保護者の方々に向けたアンケート。協力者には希望すれば調査結果をまとめたレポートをプレゼント。

ー ー
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6TEyys0STq-
D0tevTZI6omFZPqxmJ329RiUgXkT1x6Kg1RQ/viewform?fbclid=IwAR1UC2UiKK
FF-vFOE_24Cw8NJglRkUmHxo-1n85lYB72CmRuKIAQpzzc8AI

https://ja.englishcentral.com/videos
https://ja.englishcentral.com/videos
https://www.youtube.com/channel/UCsooa4yRKGN_zEE8iknghZA?fbclid=IwAR2V0kzr4DmsjKhTQXJ6TkUJ8tuAisZpG2gKoVKRzxfs8T6tVPIj10ACLmo&app=desktop
https://www.youtube.com/channel/UCsooa4yRKGN_zEE8iknghZA?fbclid=IwAR2V0kzr4DmsjKhTQXJ6TkUJ8tuAisZpG2gKoVKRzxfs8T6tVPIj10ACLmo&app=desktop
https://www.youtube.com/channel/UCsooa4yRKGN_zEE8iknghZA?fbclid=IwAR2V0kzr4DmsjKhTQXJ6TkUJ8tuAisZpG2gKoVKRzxfs8T6tVPIj10ACLmo&app=desktop
https://uwl.weblio.jp/vocab-index
https://lyricstraining.com/?fbclid=IwAR18jFe3MAWM5tWE2C3jlwySiNSO2zaugMclwNebG9PHhlkNzxVIIWXi2gM
https://lyricstraining.com/?fbclid=IwAR18jFe3MAWM5tWE2C3jlwySiNSO2zaugMclwNebG9PHhlkNzxVIIWXi2gM
https://land.toss-online.com/lesson/myWaLHhH4VyKQiQnXXpi?fbclid=IwAR2ulXgbCRA86JciUzfC2z4_-AHXYmiGd0hoIPTmi7YLRyN5QoT4mvAiMps
https://land.toss-online.com/lesson/myWaLHhH4VyKQiQnXXpi?fbclid=IwAR2ulXgbCRA86JciUzfC2z4_-AHXYmiGd0hoIPTmi7YLRyN5QoT4mvAiMps
https://land.toss-online.com/lesson/myWaLHhH4VyKQiQnXXpi?fbclid=IwAR2ulXgbCRA86JciUzfC2z4_-AHXYmiGd0hoIPTmi7YLRyN5QoT4mvAiMps
https://believe-j.jimdo.com/?fbclid=IwAR27Ibvhtkc5tvPUnIqLzupFP5V1f5UiHMZAM2MeQ3xJC4UR15wiKDdqyg0
https://believe-j.jimdo.com/?fbclid=IwAR27Ibvhtkc5tvPUnIqLzupFP5V1f5UiHMZAM2MeQ3xJC4UR15wiKDdqyg0
https://believe-j.jimdo.com/?fbclid=IwAR27Ibvhtkc5tvPUnIqLzupFP5V1f5UiHMZAM2MeQ3xJC4UR15wiKDdqyg0
https://www.facebook.com/watch/?v=779346089552616
http://neutral.x0.com/home/sushida/play1.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTRYueCRsubUbQch6NHYe3q3aoAd0a6CpqUiebvfMFCBjvNQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTRYueCRsubUbQch6NHYe3q3aoAd0a6CpqUiebvfMFCBjvNQ/viewform
https://hourofcode.com/jp
https://scratch.mit.edu/
http://code.org/
https://studio.code.org/courses
https://logy.app/?fbclid=IwAR1nTHS6mkCCqwF69nxfUVIxe2Jyf2MG-JHvV738N8uLBFc42lVKJjqBKQc
https://logy.app/?fbclid=IwAR1nTHS6mkCCqwF69nxfUVIxe2Jyf2MG-JHvV738N8uLBFc42lVKJjqBKQc
https://event.schoomy.com/2020/02/27/01-101/?fbclid=IwAR2MdtIjX4ve-I1c8YuM9BeLdlxXoPSw5uxch8f1B1mFlyLFFhR6z2U80Bw
https://event.schoomy.com/2020/02/27/01-101/?fbclid=IwAR2MdtIjX4ve-I1c8YuM9BeLdlxXoPSw5uxch8f1B1mFlyLFFhR6z2U80Bw
https://lightbot.com/flash.html?fbclid=IwAR2nj_Ahfzu3eyxyjdYAAVne7wVhXdRQwMCwTlKwZF7AkF-UN5yVq0mPdTE
https://lightbot.com/flash.html?fbclid=IwAR2nj_Ahfzu3eyxyjdYAAVne7wVhXdRQwMCwTlKwZF7AkF-UN5yVq0mPdTE
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000033354.html?fbclid=IwAR0yApspocK8irAL8Xmf-ilXxafrVf-6Eojeq9Gsd1QEx-Vu0S2d1adukWY
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000033354.html?fbclid=IwAR0yApspocK8irAL8Xmf-ilXxafrVf-6Eojeq9Gsd1QEx-Vu0S2d1adukWY
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6TEyys0STq-D0tevTZI6omFZPqxmJ329RiUgXkT1x6Kg1RQ/viewform?fbclid=IwAR1UC2UiKKFF-vFOE_24Cw8NJglRkUmHxo-1n85lYB72CmRuKIAQpzzc8AI
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6TEyys0STq-D0tevTZI6omFZPqxmJ329RiUgXkT1x6Kg1RQ/viewform?fbclid=IwAR1UC2UiKKFF-vFOE_24Cw8NJglRkUmHxo-1n85lYB72CmRuKIAQpzzc8AI
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6TEyys0STq-D0tevTZI6omFZPqxmJ329RiUgXkT1x6Kg1RQ/viewform?fbclid=IwAR1UC2UiKKFF-vFOE_24Cw8NJglRkUmHxo-1n85lYB72CmRuKIAQpzzc8AI

