
検索  

Yahooキッズ 

キッズ goo 

goo（グー） 

Google（グーグル） 

YAHOO（ヤフー） 

リンク  

ひろいもの（愛媛大学 平田研究室） 

3Dデザインソフト（図工や家庭科で使えます！大人もはまるかも！）・・・英語がで

きなくても感覚的にわかります。 

理科の資料  

ＮＨＫ ミクロワールド 生物分野を中心にミクロの世界を描くミニ番組 

NHK3年理科（ふしぎだいすき） 

NHK4年理科（ふしぎ大調査） 

NHK5年理科（ふしぎワールド） 

NHK6年理科（ふしぎ情報局） 

四季の山野草（写真や花の色、季節などで調べることができるサイト・携帯電話からも

調べられます！） 

人体のしくみ（科学技術振興機構） 

ロボット君の体の旅（日本医師会） 

人の体のつくり（生き物探検センター） 

腎臓の働き（井上病院） 

肝臓の働き（りかちゃんのサブノート） 

人の体（動画による説明） 

心臓と肺（国立循環器病センター） 

肺の構造と働き（西新潟中央病院） 

肺の働き（アンチスモークサイト） 

肺の働き（肺呼吸） 

胃の働き（興和株式会社） 

人の体のしくみ（goo） 

えら呼吸 こども科学ミュージアム 

魚の呼吸 なんでも質問隊 

胃の構造とはたらき 

腸の構造とはたらき 

理科ネットワーク 

深海ワンダー（深海の様子を楽しく探検しよう） 

http://kids.yahoo.co.jp/
http://kids.goo.ne.jp/
http://www.goo.ne.jp/
http://www.google.co.jp/
http://www.yahoo.co.jp/
http://www.ed.ehime-u.ac.jp/~hirata/hiroimono/index.html
http://www.homestyler.com/
http://www.homestyler.com/
http://www.nhk.or.jp/rika/micro/list_2012.html
http://www.nhk.or.jp/rika/fushigi3/origin/hosouotei.html
http://www.nhk.or.jp/rika/fushigi4/origin/hosouotei.html
http://www.nhk.or.jp/rika/fushigi5/origin/hosouotei.html
http://www.nhk.or.jp/rika/fushigi6/origin/hosouotei.html
http://www.ootk.net/shiki/
http://www.ootk.net/shiki/
http://rikanet2.jst.go.jp/contents/cp0040b/start.html
http://www.med.or.jp/forest/robot/index.html
http://anatomy.dept.med.gunma-u.ac.jp/rika/5_human/index.html
http://www.soryu.jp/jinzo/hataraki.htm
http://www.max.hi-ho.ne.jp/lylle/kokyu4.html
http://www1.nagano-ngn.ed.jp/vod/html/jintai/index.htm
http://www.ncvc.go.jp/cvdinfo/Sick_pph/sick111.html
http://www.masa.go.jp/res/files/resQnA/lungFunc.html
http://www.anti-smoke-jp.com/KID/lang.htm
http://maoda.hp.infoseek.co.jp/haikokyuu.html
http://hc.kowa.co.jp/coffeebreak/shiruhodo-naruhodo/file_002/02.php
http://health.goo.ne.jp/medical/mame/karada/index.html
http://www.bob-an.com/kids/museum/data/animal/q_03.asp
http://373news.com/_nie/qa/061128.php
http://maoda.hp.infoseek.co.jp/i.html
http://homepage1.nifty.com/koichiro-w/hirsch/chokouzou.htm
http://rikanet2.jst.go.jp/
http://www.mext.go.jp/wonder/shinkai/


南極ワンダー（南極を探検しよう） 

宇宙ワンダー（宇宙を探検しよう） 

社会  

ＮＨＫ 3～4年 知っトク地図帳・・・地図関係の知識にくわしくなります。 

ＮＨＫ 3～4年 見えるぞ日本・・・日本各地のくらしがよくわかります 

ＮＨＫ どきどくこどもふどき・・・日本の昔ながらの風習がよくわかります 

ＮＨＫ 社会のとびら・・・日本の産業について詳しくまとめてあります 

ＮＨＫ 歴史にドキリ・・・人物中心の日本の歴史 

ＮＨＫ 見える歴史・・・歴史を体系的に学ぶことができる 

どーする？地球のあした 

地図クイズ 

なるほど統計学園（総務省統計局） 

高知大学気象のページ 

統計・ニュース（帝国書院） 

マピオン（地図情報） 

気象庁 

環境省 

農林水産省 

東京都中央卸売市場 

小学生のためのよくわかる自動車百科 

経済産業省 資源エネルギー庁 

工場からの発信 

江戸時代から伝統を継承する老舗 

東京の伝統工芸 

宇宙航空研究開発機構（JAXA) 

アブラハムくんのオイルワー 

日本鉄鋼連盟 

日本アルミニウム協会 

日本貿易振興機構 

みなとへ GO！（横浜港） 

財務省貿易統計 

コピーライトワールド 

総務省 KIDS（情報通信関係） 

体育関係  

世田谷 ID体操（運動会の準備運動） 

縄跳び動画（群馬 ICTネット・縄跳びの様々な動画が見やすく並べられています） 

縄跳びの技紹介のページ 

「チャレンジ おおさか なわとびカード」の動画付き説明のページ 

http://www.mext.go.jp/wonder/nankyoku.html
http://www.mext.go.jp/wonder/space.html
http://www.nhk.or.jp/syakai/tizu/list_2012.html
http://www.nhk.or.jp/syakai/mieruzo/list_2012.html
http://www.nhk.or.jp/syakai/hudoki/list_2012.html
http://www.nhk.or.jp/syakai/tobira/list_2012.html
http://www.nhk.or.jp/syakai/dokiri/list_2012.html
http://www.nhk.or.jp/syakai/rekishi/list_2012.html
http://www.nhk.or.jp/sougou/dosuru/list_2012.html
http://www.nhk.or.jp/school/bangumi/go/2-hp3-game.html
http://www.stat.go.jp/naruhodo/index.htm
http://weather.is.kochi-u.ac.jp/
http://www.teikokushoin.co.jp/statistics/japan/index.html
http://www.mapion.co.jp/
http://www.jma.go.jp/jma/index.html
http://www.env.go.jp/
http://www.maff.go.jp/
http://www.shijou.metro.tokyo.jp/index.html
http://www.jama.or.jp/children/encyclopedia/index.html
http://www.enecho.meti.go.jp/
http://www.remus.dti.ne.jp/kojyo/index.html
http://www.hitoyasumi.com/index.html
http://dentou.aitoku.co.jp/
http://www.jaxa.jp/
http://kids.paj.gr.jp/
http://www.jisf.or.jp/
http://www.aluminum.or.jp/
http://www.jetro.go.jp/indexj.html
http://www.city.yokohama.lg.jp/kowan/m-learn/kids-index.html
http://www.customs.go.jp/toukei/info/index.htm
http://www.kidscric.com/
http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/kids/index.html
http://www.se-sports.or.jp/iddi/id01a.htm
http://www2.g-tak.gsn.ed.jp/es/05/taiiku/karada/tairyoku/nawatobi/01nawatobi50/nawatobi501.html
http://www.jrsf.jp/skill/skillsheet.html
http://www.osaka-c.ed.jp/kak/karikenweb/dougahp/nawatobi-top.html


縄跳びの技動画 

縄跳び・長野市 

ダブルダッチファイター（大縄跳び） 

ダブルダッチの基本（図がわかりやすい） 

前方支持回転 動画 

け上がり 動画 

逆上がりの練習 動画（京都府教育委員会） 

鉄棒の様々な技（京都市小学校 体育研究会） 

跳び箱の様々な技（京都市小学校 体育研究会） 

マット運動（京都市小学校 体育研究会） 

水泳 動画（京都市小学校 体育研究会） 

算数  

NHKマティマティカの放送内容（算数 4年から 6年） 

ＮＨＫ 計算ドリル 

「ひろいもの」 愛媛大学平田研究室 （最高におもしろい！江戸時代の問題。現代人

が解けるかな。） 

えんおう（鴛鴦）愛媛大学平田研究室 （1743年に作られた問題。たぶん、すぐには

できません。） 

油わけ算 愛媛大学 平田研究室（これも 1627年に作られた和算の問題）  

拡張えんおう 愛媛大学 平田研究室（さらに難しくなったえんおう。できるかな？） 

情報の勉強  

Prezi（新しいプレゼンテーションソフト）大きな模造紙上で提示する形 

ＮＨＫネットコミュニケーション  

ＮＨＫ for School ＮＨＫのデジタルデータの玄関口 

情報通信白書 for Kids 

情報倫理教育教材（高知県教育委員会） 

メディアのめ 

平成教育学院 

平成教育予備校 

プログラミン（文部科学省） 

scratch（マサチューセッツ工科大学開発のプログラム開発用ソフト） 

ビスケット（パソコンで絵を描いて動かして共有するサイト） 

国語  

ＮＨＫ おはなしのくに 1年～3年 

ＮＨＫ おはなしのくにクラッシック 3年～6年 

http://www.ogisawa-e.fks.ed.jp/nawatobi/nawatobi.html
http://www1.nagano-ngn.ed.jp/vod/html/taiiku/nawatobi.html
http://dutch.fotfot.com/
http://www.start-doubledutch.com/
http://www.kome100.ne.jp/main/contents/cec/s-spo/s-kaa/s-kja/IPA-spo0750.htm
http://material.miyazaki-c.ed.jp/ipa/taiiku/kikai_tetubo_1/keagari_douga/IPA-spo0710.htm
http://www.kyoto-be.ne.jp/n-center/onepoint/taiiku/kikai/kikai%20tetubou%20sakaagari.html
http://www.edu.city.kyoto.jp/hp/s-taiiku/tetsubou/date/tetubouindex.htm
http://www.edu.city.kyoto.jp/hp/s-taiiku/tobibako/tobibako-hp/homepage1.htm
http://www.edu.city.kyoto.jp/hp/s-taiiku/matto/style/134.htm
http://www.edu.city.kyoto.jp/hp/s-taiiku/swimming/swimming_index.htm
http://www.nhk.or.jp/sansuu/matemate2/list_2012.html
http://www.nhk.or.jp/school/keisan/
http://www.ed.ehime-u.ac.jp/~hirata/hiroimono/index.html
http://www.ed.ehime-u.ac.jp/~hirata/hiroimono/index.html
http://www.ed.ehime-u.ac.jp/~hirata/enoh/index.html
http://www.ed.ehime-u.ac.jp/~hirata/enoh/index.html
http://www.ed.ehime-u.ac.jp/~hirata/aburawake/index.html
http://www.ed.ehime-u.ac.jp/~hirata/enoh/index_ex.html
http://prezi.com/
http://www.nhk.or.jp/literacy/game/index.html
http://www.nhk.or.jp/school/
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/kids/
http://www.kochinet.ed.jp/joho/rinri/top.htm
http://www.nhk.or.jp/sougou/media/list_2012.html
http://www.fujitv.co.jp/gakuin/index.html
http://wwwz.fujitv.co.jp/yobiko/index2.html
http://www.mext.go.jp/programin/
http://scratch.mit.edu/
http://www.viscuit.com/
http://www.nhk.or.jp/kokugo/ohanashi/list_2012.html
http://www.nhk.or.jp/kokugo/classic/


ＮＨＫ ひょうたんからコトバ 

ＮＨＫ 読み書きのツボ 5・6年 

ＮＨＫ 漢字ドリル１～6年 

ことばゲーム 

道徳  

ＮＨＫ ざわざわ森のがんこちゃん １・2年 道徳 

ＮＨＫ 時々迷々 ３・4年 道徳 

ＮＨＫ 道徳ドキュメント 

ペーパークラフト  

キヤノンのペーパークラフトサイト（全てにおいて素晴らしい） 

ヤマハのペーパークラフトサイト（オートバイが素晴らしい） 

サンワサプライの初心者向きペーパークラフトサイト 

JR西日本のペーパークラフトサイト（電車ならここで） 

学研のペーパークラフトサイト（簡単名物が多いです） 

笹徳印刷のペーパークラフトサイト（種類が豊富です） 

第一管区海上保安本部のペーパークラフトサイト（巡視船ならここ！） 

海洋開発研究機構（海の生きものならここ） 

東武電車のペーパークラフトサイト（東武の電車はここ） 

キリンビバレッジのペーパークラフトサイト（イベントが楽しそう） 

コニカミノルタのペーパークラフトサイト（希少動物のページ） 

エプソンのペーパークラフトサイト（レーシングカーが素晴らしい） 

紙飛行機型紙サイト（飛行機を飛ばしたい人はここ） 

 

http://www.nhk.or.jp/kokugo/kotoba/list_2012.html
http://www.nhk.or.jp/kokugo/tsubo/list_2012.html
http://www.nhk.or.jp/school/kanji/
http://www.nhk.or.jp/school/bangumi/wakaru-tubo/2-hp3-game.html
http://www.nhk.or.jp/doutoku/ganko/list_2012.html
http://www.nhk.or.jp/doutoku/mayomayo/
http://www.nhk.or.jp/doutoku/documentary/list_2012.html
http://cp.c-ij.com/ja/contents/1006/
http://www.yamaha-motor.co.jp/entertainment/papercraft/
http://paperm.jp/craft/index.html
http://www.westjr.co.jp/fan/paper/
http://kids.gakken.co.jp/craft/papercraft/
http://www.sasatoku.co.jp/hp/present/paper_craft/
http://www.kaiho.mlit.go.jp/01kanku/paper/paper.htm
http://www.jamstec.go.jp/j/museum/papercraft/
http://www.tobu.co.jp/monthly/paper/
http://www.beverage.co.jp/fun/papercraft/
http://www.konicaminolta.jp/about/csr/environment/env_contents/paperkraft/index.html
http://www.epson.jp/sponsor/nakajima/craft/hsv010.htm
http://www.venus.sannet.ne.jp/eyoshida/a.htm

