
授業に役立つリンク集

教科資料 関係教育機関
国語 高知県教育委員会 YAHOO!キッズ ヤフーの総合学習サイト楽しいゲームもいっぱい

算数・数学 高知県教育センター キッズgoo グー総合学習サイト楽しいゲームもいっぱい

社会 心の教育センター キッズ＠nifty 子どものための楽しいゲームもいっぱい

土佐市 教科研究センター 学研キッズネット 学研の総合学習サイト

高知県 中部教育事務所 S-KIDS.LAND（集英社） 集英社の児童図書サイト

理科 東部教育事務所 小学館 小学館のホームページ

英語 西部教育事務所 教育技術.net 教師のためのポータルサイト

その他 高知市教育研究所 小学館教育技術（YouTube） 授業で使える動画が豊富

いの町教育研究所 窓の杜 総合無料ダウンロードサイト

教育関係 仁淀川町教育研究所 学び.ｃｏｍ 学校・教育をよりよくする教育ネットワークサイト

報道 須崎市教育研究所 内田洋行 電子黒板の活用事例

TV 四万十町教育研究所 教育のまぐまぐ！ 子どもの教育を考える人のために役立つ情報をご紹介

新聞社 室戸市教育研究所 先生のためのリンク集　パワーアップ版 先生のための約４９０サイトを紹介

出版社 安芸市教育研究所 子どもたちと先生のためのリンク集 子どもたちと先生のためのリンク集サイト

教科書・教材出版社 香南市教育研究所 学習リンク集 先生と子どものためのリンク集サイト

辞書・翻訳 香美市立教育研究所 子どもと先生のためのリンク集 子どもと先生のための総合リンクサイト

excite 南国市立教育研究所 子どもリンク集 子どものための総合リンクサイト

天気 四万十市教育研究所 ORICON TV みんなでシェアするメディアのページ

気象庁 土佐清水市教育研究所 Enchanting Sky 子ども向けの無料学習ゲーム

気象協会 宿毛市教育研究所 wowGame（ワウゲーム） 無料ゲームの総合サイト

ウェザーニュース 黒潮町教育研究所 キッズひむか 世界中とつながった総合サイト

土佐市公式ホームページ 怪盗ネコピー ネコピーと楽しく学習

土佐市教育委員会 まなゲーらんど 算数、国語、英語をゲームで楽しく学習

全国の教育研究所 SKY社 Sky menu の会社　実践事例の多数

不登校支援センター

国立教育研究所

教育情報共有ポータルサイト

コンピューター教育推進センター（CEC）

高知県教育ネットポータルサイト
（教育ネットのみ）

その他

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310000
http://kids.yahoo.co.jp/
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310308
http://kids.goo.ne.jp/
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/311902
http://kids.nifty.com/
http://www.kochinet.ed.jp/studycenter
http://kids.gakken.co.jp/
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310305
http://kids.shueisha.co.jp/
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310304
http://www.shogakukan.co.jp/
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310307
http://family.shogakukan.co.jp/teachers/education
http://www.kochinet.ed.jp/kochi-l
https://www.youtube.com/user/kyoikugijutsu
http://www.kochinet.ed.jp/ino-l
http://www.forest.impress.co.jp/
http://www.kochinet.ed.jp/niyodogawa
http://www.manabinoba.com/
http://www.kochinet.ed.jp/susaki-l
http://edusight.uchida.co.jp/e-iwb
http://education.mag2.com/
http://www.kochinet.ed.jp/muroto-c/kenkyusho.html
http://testkyouzai.zero-yen.com/link2.htm
http://www.kochinet.ed.jp/aki-l
http://www.ne.jp/asahi/edu/labo/link/index.htm
http://www.osumi.or.jp/sakata/kankyoulnk.htm
http://www.kochinet.ed.jp/kamishi-l
http://www.torikyo.ed.jp/misasae-e/link/index.html
http://www.excite.co.jp/
http://www1.s2.starcat.ne.jp/kzykysd/k-rink.htm
http://www.kochinet.ed.jp/shimanto-l
http://tv.oricon.co.jp/
http://www.jma.go.jp/jma/index.html
http://www.kochinet.ed.jp/tosashimizu-l
http://enchanting.cside.com/service/freestudy.html
http://www.jwa.or.jp/
http://www.kochinet.ed.jp/sukumo-l
http://www.wowgame.jp/
http://weathernews.jp/
http://www.kochinet.ed.jp/kuroshio-l
http://kids.miyazaki-c.ed.jp/
http://www.city.tosa.lg.jp/
http://www.nekopy.com/
http://www.city.tosa.lg.jp/education
http://www.19online.net/sansuu
http://members3.jcom.home.ne.jp/mi_saito/link.html
http://www.sky-school-ict.net/
https://www.futoukou119.or.jp/
http://www.nier.go.jp/
https://www.contet.nier.go.jp/
http://www.cec.or.jp/CEC
http://yairo.kochinet.ed.jp/enportal/
http://yairo.kochinet.ed.jp/enportal/


国語 おもしろ漢字・ことわざ辞典 おもしろい漢字やことわざがたくさん
すぐできる読み聞かせ すぐできる、読み聞かせやゲーム、心の話がいっぱい
青空文庫 インターネット版の電子図書館

算数・数学算数・数学の思考過程をイメージする動画素材 文部科学省「教育用コンテンツ開発事業」
あとまあくクラブ 算数・数学中心の学習サポート
中学数学の基本問題 中学校数学の全単元の演習
数学苦手な中学生，応援します 中学校3年間のプリント集

社会 高知県 高知県のリンク集へ
土佐市 土佐市のリンク集へ
農林水産省 社会科のデータが掲載
統計情報 最新統計を活用
文化遺産 文化遺産のオンライン
ユネスコ ユネスコのサイト
社会科資料集 日本標準の社会科資料集サイト
歴史りんく。 歴史のリンク集
社会科リンク集 社会科の総合サイト
ぼくたちの地図記号 地図記号の意味や由来、書き方、ゲームまで

理科 インターネット図鑑『自然界』 検索形式のサイトで名前を調べられる
理科ねっとわーく 科学技術振興機構のサイト
富山県総合教育センター内デジタル理科室 富山のデジタル理科室
教室生き物ワールド 全国の生き物係と、生き物が苦手な先生の応援サイト
中学理科の攻略☆りかちゃんのサブノート 普段の理科の予習復習に
インターネット版【理科の部屋】 理科の総合サイト
あいらう゛サイエンする！ 楽しい実験のリンク集
米村でんじろうサイエンスプロダクション でんじろう先生の公式サイト

英語 えいごばたけ フラッシュカード、イラスト、ゲームを掲載
元気イングリッシュ オンラインゲームや歌、発音ガイドなど掲載
HAPPY　ハピラボ 旺文社のHi,Friends!対応指導法
小学校英語活動実践事例集 先生用、児童用があり

その他 eteachersイーティーチャーズ　 フラッシュ型教材ダウンロードサイト
E-TOPIA 東京芸術大学の教育情報ポータルサイト
技術.ｃｏｍ技術のおもしろ素材集 技術のおもしろ素材サイト
JUST SYSTEM ジャストシステムのホームページ
JUST.School 先生のためのＷｅｂサイト
IPA教育画像素材集 情報処理推進機構の総合サイト
新TOSSランド ＴＯＳＳの総合サイト
旧TOSSランド 旧版ＴＯＳＳの総合サイト
岐阜県まるごと学園 岐阜県教育委員会作成のデジタルコンテンツ総合サイト

役に立つといいなソフト たくさんのフラッシュを掲載
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http://aaskh1.net/
http://www5b.biglobe.ne.jp/~honyomi
http://www.aozora.gr.jp/
http://www.dainippon-tosho.co.jp/mext/nhk
http://www5a.biglobe.ne.jp/~atmark2/index.htm
http://www.geisya.or.jp/~mwm48961/math/index_m.htm
http://homepage1.canvas.ne.jp/ynaka
http://www.maff.go.jp/
http://www.maff.go.jp/j/tokei/index.html
http://bunka.nii.ac.jp/Index.do
http://www.unesco.or.jp/
http://www.nipponhyojun.co.jp/syakai
http://www.rekisi.nu/
http://www.tcp-ip.or.jp/~syaraku/rink.htm
http://www.bokuchiki.com/
http://www.knowledgelink.co.jp/services/index.html
http://www.rikanet.jst.go.jp/
http://digirika.el.tym.ed.jp/
http://ikimono.ciao.jp/
http://www.max.hi-ho.ne.jp/lylle
http://www.rikanoheya.gr.fks.ed.jp/index_ja.html
http://www8.plala.or.jp/i_love/index.html
http://www.denjiro.co.jp/
http://eigobatake.x0.com/
http://www.genkienglish.net/gamemenuj.htm
http://hapilab.obunsha.co.jp/guide/index4.html
http://www.e-net21.city.omuta.fukuoka.jp/english
http://eteachers.jp/
https://library.u-gakugei.ac.jp/etopia
http://gijyutu.com/main
http://www.justsystems.com/jp
http://www.justsystems.com/jp/school
https://www2.edu.ipa.go.jp/
http://www.tos-land.net/
http://acv.tos-land.net/
http://gakuen.gifu-net.ed.jp/
http://kokubukita.web9.jp/soft


高知家 高知のえいもんがいっぱい
よさこいネット 高知県の観光情報サイト
高知まるごとネット 高知県公式特産品・観光情報紹介サイト
高知県の観光 高知県のお勧め観光地
JA全農こうち 高知の農家の情報がいっぱい
高知県手すき和紙協同組合 高知県の手すき和紙情報
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高知県

http://www.kochike.pref.kochi.lg.jp/~top/index_ie.html
http://www.attaka.or.jp/kanko/spot.php
http://www.kochi-marugoto.pref.kochi.lg.jp/
http://kochi.michikusa.jp/
http://www.kc.zennoh.or.jp/index02.htm
http://www.tosawashi.or.jp/
授業に役立つリンク集レイアウト.files/sheet001.htm


土佐市役所 土佐市役所の公式ホームページ
土佐市の文化財 土佐市公認文化財
京間の大イチョウ
その2
神おどり 土佐市の商工会のサイト
土佐市の公共施設
北原クリーンセンター
土佐市ドラゴン広場 土佐市のドラゴン広場のサイト
土佐市の姉妹都市・友好都市土佐市役所のサイト
江別市 北海道江別市のホームページ
土佐市警察署 高知県警察のホームページから土佐警察署へ
JAとさし 地元土佐市の特産物がいっぱい
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土佐市

京間の大イチョウの情報がいっぱい

土佐市役所のサイト

http://www.city.tosa.lg.jp/
http://www.city.tosa.lg.jp/kanko/bunka.php
http://river.houkou-onchi.com/newpage233.html
http://www.hitozato-kyoboku.com/kyouma-ichou.htm
http://www.kochi-shokokai.jp/tosashi/05-2/02-4
http://www.city.tosa.lg.jp/shisetsu
http://www.city.tosa.lg.jp/life/list.php?hdnSKBN=C&hdnZoku=1270&hdnJPN=%C6%FC%CB%DC%B8%EC
http://doragonhiroba.com/
http://www.city.tosa.lg.jp/life/detail.php?hdnKey=176
http://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/
http://www.police.pref.kochi.lg.jp/portal/
http://www.jatosashi.or.jp/
授業に役立つリンク集レイアウト.files/sheet001.htm


TV NHK NHKの総合ホームページ
NHK for school(NHKオンライン) デジタル教材がいっぱいのオンラインページ
日本テレビ 無料の動画コンテンツがおすすめ
TBS ＴＢＳの総合ホームページ
テレビ朝日 出前授業のサイトがおすすめ
フジテレビ フジテレビの総合ホームページ
高知放送 高知の情報がいっぱい
テレビ高知 見逃した情報も見える動画がおすすめ
さんさんテレビ いろいろな情報がいっぱい

新聞社 朝日新聞　教育 全国の教育情報がいっぱい
朝日小学生新聞　朝日中高生新聞 小中高生の情報がいっぱい
読売新聞　教育 教育に関する記事がいっぱい
読売KODOMO新聞 子どもに関する記事がいっぱい
読売中高生新聞 中高生の教育情報がいっぱい
読売新聞ネットワーク 先駆的な授業などの取り組みを発信
読売学びサポート 教育イベント・事業一覧がおすすめ
毎日新聞　教育 教育情報を掲載
毎日小学生新聞 小学生の教育情報がいっぱい
産経新聞　教育 教育に関する記事がいっぱい
日本経済新聞 教育に役立つ情報がいっぱい
教育家庭新聞 セミナーや研究会の情報がいっぱい
日本教育新聞 最新の教育情報が充実
高知新聞 高知の情報やＮＩＥの情報も掲載
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教育情報（報道）

http://www.nhk.or.jp/
http://www.nhk.or.jp/school
http://www.ntv.co.jp/
http://www.tbs.co.jp/
http://www.tv-asahi.co.jp/
http://www.fujitv.co.jp/index.html
http://www.rkc-kochi.co.jp/index.html
http://www.kutv.co.jp/
http://www.sunsuntv.co.jp/
http://www.asahi.com/edu/
http://www.asagaku.com/index.html
http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/
http://www.yomiuri.co.jp/kodomo/
http://www.yomiuri.co.jp/teen/
http://kyoiku.yomiuri.co.jp/
http://y-manabi.jp/ednet.html
http://mainichi.jp/edu
http://mainichi.jp/feature/maisho
http://www.sankei.com/life/newslist/education-n1.html
http://www.nikkei.com/
http://www.kknews.co.jp/
http://www.kyoiku-press.co.jp/
http://www.kochinews.co.jp/


東京書籍＜東書Enet＞ 先生のための教育資料データベース
Edu Town 子どもたちと先生のための教育総合サイト
教育出版 年間学習指導計画・評価計画案も掲載
啓林館 教科書の情報はもちろん教育情報も掲載
日本文教出版 教科や読み物の情報も豊富
大日本図書 授業に役立つデジタルデータバンクがおすすめ
学校図書 教育に関する情報が豊富
光村図書 デジタル教材の実践活用ガイドがおすすめ
三省堂 辞書アプリがおすすめ
帝国書院 白地図がダウンロード可能
新学社 教材情報が満載
小学校のお役立ち情報 社会科中心のリンクがおすすめ
中学校のお役立ち情報 スポーツサイト「ワンダフルスポーツ」がおすすめ
旺文社 おすすめアプリも豊富
文渓堂 社会科資料集インターネット資料集がおすすめ
学習研究社 教育に関する情報がてんこ盛り
開隆堂出版 研修会の情報も掲載
教育芸術社 音楽に関する情報が満載
明治図書 教育所などの情報が満載
光文書院 学級経営に役立つプリントがダウンロード可能
文教社 年間指導計画例があり便利
青葉出版 学習に役立つリンク集がおすすめ
日本標準 学習に役立つリンク集がおすすめ
ベネッセ 赤ちゃんから大人までの教育情報満載
教育同人社 教育情報が満載「ｗutan」の通読がおすすめ
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教育情報
教科書・教材出版社

http://ten.tokyo-shoseki.co.jp/
https://www.edutown.jp/
http://www.kyoiku-shuppan.co.jp/
http://www.shinko-keirin.co.jp/
http://www.nichibun-g.co.jp/
http://www.dainippon-tosho.co.jp/
http://www.gakuto.co.jp/web
http://www.mitsumura-tosho.co.jp/
http://www.sanseido-publ.co.jp/
http://www.teikokushoin.co.jp/
http://www.sing.co.jp/
http://www.sing.co.jp/elementary_school/usefulinfo.html
http://www.sing.co.jp/junior_high_school/usefulinfo.html
http://www.obunsha.co.jp/
http://www.bunkei.co.jp/
http://www.gakken.co.jp/
http://www.kairyudo.co.jp/
http://www.kyogei.co.jp/index.php
http://www.meijitosho.co.jp/
http://www.kobun.co.jp/
http://www.bunkyosya.co.jp/taiiku-top1.html
http://www.aob.co.jp/
http://www.nipponhyojun.co.jp/index.html
http://www.benesse.co.jp/
http://www.djn.co.jp/index.html

