
特別支援教育に関わる学習教材関連サイト 
 

★赤字の部分をクリックすると、該当ページに移動します。 

              ★青字の部分をクリックすると、該当ページのトップページに移動します。 
教科 単元 リンク集 

算数 

 

 

１）１～３までの数 

 

 

 

●数を数えて、数字を書く。 

（１） すぐに使える！プリント＋ビデオクリップ 

（２）５まで ちびむすドリル 

（３）１０まで ちびむすドリル 

（３）１０まで 怪盗ねこぴー 

 

●数とイラストのマッチングシート  

（１） すぐに使える！プリント＋ビデオクリップ 

（２） KanzaSoft学習教材集 

（３） FLASH 教材＋iPad 教材試作室 

（４） 特別支援教育手作り課題「わくわく教材」 

（５） 特別支援教育手作り課題「わくわく教材」 

 

●１０までの数の数字クイズ 

（１） fumys情報室 

（２） FLASH 教材＋iPad 教材試作室 

（３） KanzaSoft学習教材集 

（４） 怪盗ねこぴー 

 

 

 

 ２）５までの数 

 

 

 

 ３）１０までの数 

 

４）前後・左右・上下 

●絵の中で、指定されたものを、クイズ形式で指定された場所に貼っていく。 

（１）前後 KanzaSoft 学習教材集 

 

５）数唱 

●数字で点結びシート（結ぶと、いろいろな形ができる。）  

（１） ちびむすドリル 

（２） ちびむすドリル 

（３） 特別支援教育手作り課題「わくわく教材」 

 

６）図形 

●形クイズ（〇、△、□の３つを使用して、どんな形が隠れているか探す。） 

（１） 怪盗ねこぴー 

 

７）図形 

●図形模写（同じ場所に、同じ形を書くもの） 

（１） ちびむすドリル 

 

８）図形 

●点つなぎ（隣の形とまねをして、点をつないでいく。） 

（１） ぷりんときっず 

（２） ちびむすドリル 

（３） KanzaSoft学習教材集 

 

９）図形 

●いろいろな図形のマッチングシート  

（１） ぷりんときっず 

 

１０）合わせて 

  いくつ 

●１０までの数で、いくつといくつができるようにする。 

 （イラストやブロックなど、いろいろなバージョンがあるとよい） 

（１） すぐに使える！プリント＋ビデオクリップ 

（２） すぐに使える！プリント＋ビデオクリップ 

（３） KanzaSoft学習教材集 

（４） 怪盗ねこぴー 

（５） Kids Step 

 

１１）測定 

●大きい小さい、長い短いがクイズ形式になっているシート 

（１）大きさ比べ KanzaSoft 学習教材集 

（２）大きさ比べ 特別支援教育手作り課題「わくわく教材」 

（３）大きさ比べ ぷりんときっず 

（４）長さ比べ Kids Creative Lab 

（５）長さ比べ KanzaSoft 学習教材集 

 

１２）形作り 
●１つの絵を３枚程度になる様に切って、形合わせをするシート 

 

１３）データの活用 

●簡単なグラフを作成できるようなシート。クイズのようなもの 

●物の分類ができるようなシート 

（１） ぷりんときっず 

（２） 脳トレキッズ 

 

 

 

 １４）１０までの 

 たし算 

 

 

●段階を追って子どもたちの実態に合わせて、シートを選べるようにする。 

 ・まずは、イラストで増えた、減ったが分かりやすくまとめられている。 

 （１） KanzaSoft学習教材集 

 

 ・イラストはあるが、その下に自分で数を書いて、数を数えやすくする。 

 （１） 計算ドリルで算数学習 

 （２） ちびむすドリル 

 

 ・点で数を表して、計算の時に自分で数えて問題を解けるようにする。 

 （１） KanzaSoft学習教材集 

 ・数字のみ（できれば、解答用のシートがあるといい。） 

 １５）１０までの 

 ひき算 
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 （１） ちびむすドリル 

 

１６）１０までの 

たし・ひき算の 

文章問題 

●簡単な文章問題 

 ・文章の下に、イラストがあり、内容が分かりやすいもの。 

 （１） 計算ドリルで算数学習 

 ・文章の下に、数の点がある。 

 ・式を自分で書く欄がある。 

 （１） ちびむすドリル 

 （２） ぷりんときっず 

 

１７）数 

●クイズ形式で数字を探すシート 

（１）さかさま数字クイズ 日本マイクロソフト 

（２） Kids Step 

 

 

１８）数え方 

●いろいろなものの単位などがあるとおもしろそう。 

（１） 怪盗ねこぴー 

（２） もののかぞえかた 

 

１９）数 
●何もない「０」の数を学べるシート 

 

２０）図形 

●同じもの違うものを見つけていくシート 

（１） ぷりんときっず 

 

２１）図形 

●物の分類ができるようにする。 

（１） 特別支援教育手作り課題「わくわく教材」 

 

２２）分けると 

  いくつ 

●１０までの数を分解して考えるシート   

（１） KanzaSoft学習教材集 

 

２３）数 
●１対１対応できるようなシート（切り貼りして使えるカード付） 

 

２４）時計 

●時計の読み方を生活に即して表しているシート （時刻無し） 

（１）時刻あり すぐに使える！プリント＋ビデオクリップ 

（２）時刻なし すぐに使える！プリント＋ビデオクリップ 

 

●何時、何時半、何時何分の３パターンのシート 

（１） すぐに使える！プリント＋ビデオクリップ 

（２） すぐに使える！プリント＋ビデオクリップ 

（３） KanzaSoft学習教材集 

 

●時刻と時間の違いが分かるようなシート 

（１） KanzaSoft学習教材集 

 

 

２５）測定 

●長さや重さの単位が分かるようなシート 

（１） ちびむすドリル 

 

 

＜追加＞図形をうごかす掛け声（スー（平行移動）、クル（回転）、パタン（裏返し）） 

（１） 新興出版社啓林館 

 

 

＜追加＞繰り上がりのある足し算 

（１） すぐに使える！プリント＋ビデオクリップ 

（２） ぷりんときっず 

 

 

＜追加＞割合％教材 

（１） OCT くんと学ぼう 

 

 
教科 単元 リンク集 

国語 

２６）運筆練習 

●線なぞり（鉛筆のコントロールをするため。） 

（１） ぷりんときっず 

（２） 特別支援教育手作り課題「わくわく教材」 

（３） 特別支援教育手作り課題「わくわく教材」 

 

●迷路（鉛筆のコントロールをするため。） 

（１） ぷりんときっず 

（２） ちびむすドリル 

（３） 特別支援教育手作り課題「わくわく教材」 

（４） 特別支援教育手作り課題「わくわく教材」 

 

２７）文字 

●かるたシート（ひらがなやカタカナを覚えるため） 

（１） ぷりんときっず 

（２） ちびむすドリル 

 

２８）文字 

●ひらがなシート（その文字が入っている言葉をイラスト入りでのせる。） 

（１） すぐに使える！プリント＋ビデオクリップ 

（２） すぐに使える！プリント＋ビデオクリップ 
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２９）文字 

●カタカナシート（その文字が入っている言葉をイラスト入りでのせる。） 

（１） すぐに使える！プリント＋ビデオクリップ 

 

３０）ことば 

●いろいろな名前シート（動物、乗り物、食べ物、などなど）  

 ※いろいろなパターンがあると、活用しやすい。 

（１） すぐに使える！プリント＋ビデオクリップ 

（２） 無料で幼児学習ゲーム 

 

３１）ことば 

●仲間結び（名前や分類を覚えるため） 

（１） ぷりんときっず 

 

 

３２）文字 

●ひらがなやカタカナの書き順が分かりやすく示されているシート 

（１）ひらがな すぐに使える！プリント＋ビデオクリップ 

（２）ひらがな 日本語学習モバイル教材 

（３）カタカナ 日本語学習モバイル教材 

 

３３）漢字 

●漢字を分解して、どのような形でできているのか分かりやすいシート  

（１） Yattoke！ー小中学生の学習サイト 

（２） 日本語学習モバイル教材 

（３） TESS ランド 

（４） 怪盗ねこぴー 

 

３４）ことば 

●言葉と音を併せるようなシート 

（１）やさい KanzaSoft 学習教材集 

（２）やさい KanzaSoft 学習教材集 

（３）くだもの KanzaSoft 学習教材集 

 

３５）ことば 

●幼促音を練習するためのシート 

（１）ひらがな すぐに使える！プリント＋ビデオクリップ 

（２）カタカナ すぐに使える！プリント＋ビデオクリップ 

 

３６）てにをは 

●助詞の練習をするシート  

（１） すぐに使える！プリント＋ビデオクリップ 

（２） すぐに使える！プリント＋ビデオクリップ 

 

３７）話し方 
●話し言葉を丁寧な話し方に変えるシート 

 

３８）絵日記や作文 

●いつ、どこで、だれと、何をして、どうだったのかを書くシート 

分かりやすい解説付きの物だとよい（モデル文あり） 

（１）解説なし すぐに使える！プリント＋ビデオクリップ 

 

３９）話し方 

●スピーチ練習ができるようなシート 

（１） みんなの教育技術 

 ・自己紹介用のシート 

 ・好きなものを紹介するようなシート 

 ・お出かけした時のことを話すシート 

 ・○○紹介について 

 （これについては、質問の仕方などもあるとよい。） 

 

４０）聞き方 

●簡単な文章を誰かに読んでもらう。 

 その文章の中から、指定されたものを聞き取り、シートに書き込む。 

 若しくは、選択肢に〇をつける。 

 例）動物の名前を聞き取ってね。 

  ・たぬきさんのお家に、たろうさんとウサギさんが遊びに行きました。 

   答え たぬきとウサギ  

 

４１）読解 

●簡単な文章を読んで、質問に答える。 

 例）今日は、とてもいい天気でした。 

  問題：今日の天気は、何ですか？ 

  答え 晴れ 

（１） 特別支援教育手作り課題「わくわく教材」 

 

４２）言葉 

●イラストの吹き出しに合わせて、どのような言葉を言ったらよいか、 

 選択肢の中から選んでいく。 

●もしできるようであれば、自分でセリフを書き込んでよい。 

 

 

 

 
教科 単元 リンク集 

生活 

４３）１日の予定表 
●準備の仕方などを手順が分かりやすいように示せるシート 

（１） すぐに使える！プリント＋ビデオクリップ 

４４）着替えの 

  手順表 

●着替えるときの手順をイラスト付きで解説するシート 

https://sn1.e-kokoro.ne.jp/print/print_detail.php?kyozaino=P-019
https://sn1.e-kokoro.ne.jp/
https://sn1.e-kokoro.ne.jp/print/print_detail.php?kyozaino=P-128
https://sn1.e-kokoro.ne.jp/
http://kodomoclick.blog95.fc2.com/blog-entry-195.html
http://kodomoclick.blog95.fc2.com/
https://print-kids.net/print/unpitsu/mono-no-musubitsuke/
https://print-kids.net/
https://sn1.e-kokoro.ne.jp/print/print_detail.php?kyozaino=P-006
https://sn1.e-kokoro.ne.jp/
https://sn1.e-kokoro.ne.jp/japanese/select/miru_hira1.html
https://sn1.e-kokoro.ne.jp/japanese/
https://sn1.e-kokoro.ne.jp/japanese/select/miru_kata1.html
https://sn1.e-kokoro.ne.jp/japanese/
https://yattoke.com/2018/11/21/kanji-busyu-list/
https://yattoke.com/
https://sn1.e-kokoro.ne.jp/japanese/select/miru_kanji1.html
https://sn1.e-kokoro.ne.jp/japanese/
https://land.toss-online.com/lesson/aafr2hwljay7n6se
https://land.toss-online.com/
http://www.nekopy.com/studys/kanji_game/kanji1.html
http://www.nekopy.com/
http://kanza.qee.jp/htmswf/yasaimoji.html
http://kanza.qee.jp/
http://kanza.qee.jp/htmswf/yasaizukan.html
http://kanza.qee.jp/
http://kanza.qee.jp/htmswf/kudamonozukan.html
http://kanza.qee.jp/
https://sn1.e-kokoro.ne.jp/web/web_detail.php?kyozaino=W-008
https://sn1.e-kokoro.ne.jp/
https://sn1.e-kokoro.ne.jp/print/print_detail.php?kyozaino=P-028
https://sn1.e-kokoro.ne.jp/
http://sn1.e-kokoro.ne.jp/web/web_detail.php?kyozaino=W-014
https://sn1.e-kokoro.ne.jp/web/web_detail.php?kyozaino=W-014
https://sn1.e-kokoro.ne.jp/
http://sn1.e-kokoro.ne.jp/print/print_top.php?mid=6
https://sn1.e-kokoro.ne.jp/
http://sn1.e-kokoro.ne.jp/print/print_detail.php?kyozaino=P-122
https://sn1.e-kokoro.ne.jp/
https://kyoiku.sho.jp/16827/
https://kyoiku.sho.jp/
https://kyozaisupport.com/yomitori01.htm
https://kyozaisupport.com/index.html
https://sn1.e-kokoro.ne.jp/print/print_detail.php?kyozaino=P-104
https://sn1.e-kokoro.ne.jp/


４５）表情の理解 

●気持ちの理解をするためのシート 

（１） すぐに使える！プリント＋ビデオクリップ 

（２） すぐに使える！プリント＋ビデオクリップ 

（３） ぷりんときっず 

 

●相手の行動から状況を読み取る  

（１） KanzaSoft学習教材集 

（２） すぐに使える！プリント＋ビデオクリップ 

４６）頑張ったね カ

ード 

●何か、目標を立てたときに、モチベーションを保つためのシート 

（１） ぷりんときっず 

 

 

４７）カレンダー 

 づくり 

●カレンダーを作成するためのシート 

（１） 日本マイクロソフト 

 

４８）あいさつ 

●どんな時に、どんな言葉を使ったらよいのかシート 

（１） 無料で幼児学習ゲーム 

 

４９）観察シート 

●野菜や花を育てたときに、どのように書いたらよいか分かるように 

 解説付きのシート 

 

５０）お手伝い 
●お家の中でできるお手伝いを解説付きで一覧にしたもの。 

 

５１）人間関係 
●友達と関わるときの大切な約束シート 

 

５２）安全 

●道路での安全を守るためのルールが分かるようなクイズ式のシート 

（１） JA 共済 

（２） Honda 

（３） 三菱自動車 

 

５３）電話 
●電話に出るときに、どのように出たらよいのかわかるシート 

 

５４）はさみ練習 
●はさみとのり使い方シート 

（１）はさみ こどもプリント広場 

（２）はさみ Kids Creative Lab 

（２）はさみとのり ちびむすドリル 

 
５５）のり練習 

５６）折り紙 

●５回くらい折れたらできるような折り紙。（指先のトレーニング） 

（１） おりがみくらぶ 

（２） 折り紙 JAPAN 

 

５７）ビジョン 

●目のトレーニング的なもの 

（１） 特別支援教育手作り課題「わくわく教材」 

 

 ・数字を読む（大きさが様々） 

 （１） メノコト３６５ byわかさ生活 

 ・目を動かす（跳躍性運動） 

 （１） メノコト３６５ byわかさ生活 

 ・目を動かす（追従性運動） 

 （１） メノコト３６５ byわかさ生活 

 ・間違え探しシート 

 （１） ちびむすドリル 

 （２） ぷりんときっず 

 

その他 

５８）思考ツール 

●仲間あつめ 

（１）絵 KanzaSoft学習教材集 

（２）文字 KanzaSoft学習教材集 

 

５９）視覚支援 

  ツール 

●絵カードメーカー（視覚支援カードが手軽に作れるサイト） 

（１） ザ・プロンプト 

 

６０）自分の気持ちを 

    知る 

●アンガーマネージメント 

（１） アンガーマネジメント 

（２） すぐに使える！プリント＋ビデオクリップ 
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