
令和２年３月６日  

  

 保護者 様  

  

                                             倉敷市立第一福田小学校  

校 長   乾  知樹       

  

  

新型コロナウィルス感染症対策のための臨時休業期間における学習支援について  

  

  

  早春の候，皆様におかれましては，ますますご清栄のことと存じます。 

さて，新型コロナウィルス感染症の対応のため，小学校が臨時休業となり，保護者の皆様

にご心配とご迷惑をおかけしておりますが，温かい励ましのお言葉をいただき恐縮しておりま

す。 

臨時休業中の児童生徒の家庭学習についてお願いしているところですが，岡山県教育庁義

務教育課を通じて文部科学省より別添のとおり通知がありましたのでお知らせします。  

また，現在民間企業・団体等が無料の学習教材等の提供についてホームページ等を通じて掲

載しており，臨時休業期間中の家庭学習教材の不足等も想定されるため，次のページの通り，

追加の情報提供をいたしますので，御家庭の責任において御活用いただけるようお願いいたし

ます。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



無料で利用できるオンライン学習サービス・アプリ  

【個人で利用できる学習サービス】  
・Gakken 家庭学習応援サイト（3 月 2 日～3 月 31 日 無料）  

https://www.gakken.co.jp/homestudy-support/  （3 月 2 日公開予定）  

【ニューコース学習システム（小学校 国・算・理・社）（中学校 国・社・数・理・英）】  

【「やさしくまるごと小学」シリーズ授業動画 小 3~6 国・算・理・社】  

【「ひとつひとつわかりやすく。」シリーズ授業動画 中 1~3 数・英・理・社】  

【プライムゼミ特別講座 高 難関大対策】  

情報ソース https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002636.000002535.html  

  

・まなぶてらす ネットで自習室（3 月 2 日～3 月 19 日 無料）  

https://www.manatera.com/  

【自習環境】  

情報ソース https://www.manatera.com/blog/?p=3857  

  

・Libry （2 月 28 日～4 月上旬 無料）  

https://libry.jp/  
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無料で利用できるオンライン学習サービス・アプリ  

【学校等が登録して利用できる学習サービス】  
・NTT コミュニケーションズ まなびポケット（2 月 28 日～5 月 31 日 教育委員会・学校が登録で無

料）  

【eboard・英検予想問題ドリル・EnglishCentral・おさらい先生・すいスタ・schoolTakt・DONGRI・ 

BANSHOT・ポプラディアネット などコンテンツ】情報ソース 

https://manabipocket.ed-cl.com/795/  

  

・NPO 法人 eboard（2 月 27 日より 休校機関＋1 週間無料 公立学校は継続無料）  

対象：新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、休校となった公立および私立学校。休校となった学 

校に在籍する不登校児童・生徒が通うフリースクールやオルタナティブスクール等の民間教育施設  

https://info.eboard.jp/  

【小学校（算・漢字）・中（国・社・数・理・英）・高（数Ⅰ）】  

情報ソース https://info.eboard.jp/2020/02/27/coronavirus_action/  

  

・すららネット（2 月 28 日～3 月 31 日 全国先着 50 校無料）  

https://surala.jp/  

【国・数・英】  

情報ソース https://surala.jp/supporter/covid-19/  

  

・株式会社ベネッセコーポレーション 学習探検ナビ（～２０２０年３月末予定 ）  

 【小学校（国・社・算・理）・中（国・社・数・理・英）】  

① 学習探検ナビを起動  

http://www.bc-supporter.net/tanken_navi/manabi  

  

② 下記の ID・パスワードでログインする  

■小学校 ユーザ名：２４４６ パスワード：qV6Geu  

■中学校 ユーザ名：２４４７ パスワード：7pTbPF  

  

③ 入り口が児童用と先生用とあるが、先生用でログイン（パスワード：0000）  

※利用は学校内に限定。保護者への通知，家庭でのご利用はご遠慮ください。  

  

・EnglishCentral（2 月 28 日～4 月 30 日 教育機関無料）  

https://ja.englishcentral.com/videos  

【英語 動画コンテンツ】  

https://manabipocket.ed-cl.com/795/
https://manabipocket.ed-cl.com/795/
https://manabipocket.ed-cl.com/795/
https://manabipocket.ed-cl.com/795/
https://info.eboard.jp/
https://info.eboard.jp/
https://info.eboard.jp/2020/02/27/coronavirus_action/
https://info.eboard.jp/2020/02/27/coronavirus_action/
https://surala.jp/
https://surala.jp/
https://surala.jp/supporter/covid-19/
https://surala.jp/supporter/covid-19/
https://surala.jp/supporter/covid-19/
https://surala.jp/supporter/covid-19/
http://www.bc-supporter.net/tanken_navi/manabi
http://www.bc-supporter.net/tanken_navi/manabi
http://www.bc-supporter.net/tanken_navi/manabi
http://www.bc-supporter.net/tanken_navi/manabi
https://ja.englishcentral.com/videos
https://ja.englishcentral.com/videos


情報ソース https://resemom.jp/article/2020/02/28/55013.html  

【個人で利用できる学習サービス】  
・N 予備校（3 月 1 日～無料）  

 https://www.nnn.ed.nico/  

【中学（国・数・英）・高校（現国・古典・数・世界史・日本史・地理・物理・化学・生物・英）】  

  

・ワンダーラボ シンクシンク（3 月 1 日～3 月 31 日 無料）   

https://think2app.hanamarulab.com/  

【空間認識・平面認識・試行錯誤・論理・数理処理】  

情報ソース https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000047.000012970.html  

  

・Ｚ会 アオイゼミ（3 月 1 日～3 月 31 日 無料）  

https://www.aoi-zemi.com/  

【中学（国・社・数・理・英）・高校（国・数・英）】情報ソース 

https://www.zkai-gr.co.jp/news/4783/  

・Gakken 家庭学習応援サイト（3 月 2 日～3 月 31 日 無料）  

https://www.gakken.co.jp/homestudy-support/  （3 月 2 日公開予定）  

【ニューコース学習システム（小学校 国・算・理・社）（中学校 国・社・数・理・英）】  

【「やさしくまるごと小学」シリーズ授業動画 小 3~6 国・算・理・社】  

【「ひとつひとつわかりやすく。」シリーズ授業動画 中 1~3 数・英・理・社】  

【プライムゼミ特別講座 高 難関大対策】  

情報ソース https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002636.000002535.html  

  

・まなぶてらす ネットで自習室（3 月 2 日～3 月 19 日 無料）  

https://www.manatera.com/  

【自習環境】  

情報ソース https://www.manatera.com/blog/?p=3857  

  

・Libry （2 月 28 日～4 月上旬 無料）  

https://libry.jp/  

【問題集参考書 高校（数・英）】  

情報ソース https://resemom.jp/article/2020/02/28/55049.html  

  

・Classi （3 月 9 日～4 月 30 日 機能限定版無料）  

https://classi.jp/  

【学習動画 中・高，web テスト，EnglishCentral】  
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情報ソース https://corp.classi.jp/news/1785/  

  

・カラオケ English 【小学校 外国語活動・外国語科 音読学習教材】（近日公開予定）アプリの説明動画  

https://ciqba.jp/2087  

  

１.教材の特長【カラオケ English】  

https://youtu.be/LN95pMs6yI0  

   

2. 操作の仕方【カラオケ English】  

https://youtu.be/bRqV-Kpqruc  

  

※このほかにも，経済産業省のホームページにて無料のオンライン教材に関する情報が掲載されていま

す。  

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

  

今後，学習サイト等の情報提供を追加していく予定です。  
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