
幌加内小学校HPからのリンク

教育関係リンク集

トピックス
新型コロナウイルス感染症に関すること（「学びの保障」に関すること）

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に関する情報【北海道】 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/ssa/singatakoronahaien.htm
新型コロナウイルス感染症に関する情報サイト【道教委：健康・体育課】 https://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ktk/corona.html
「学びの保障」に関係する通知【道教委：ICT教育推進課】 http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ict/tuchi.htm
新型コロナウイルス感染症の予防に関わる指導資料【文部科学省】 https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/08060506_00001.htm
新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について【文部科学省】 https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus
幼小中高・特別支援学校に関する情報【文部科学省】 https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00015.html
学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル～「学校の新しい生活様式」～【文部科学省】 https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00029.html
子供たちの「学びの保障」【文部科学省】 https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/1411020_00004.html
スマートライフのために【内閣官房】 https://corona.go.jp/prevention
新型コロナウイルス感染対策【内閣官房】 https://corona.go.jp
感染拡大防止特設サイト【内閣官房】 https://corona.go.jp/proposal

・マスクの効果【内閣官房】 https://corona.go.jp/proposal/pdf/mask_kouka_20201215.pdf
・正しいマスクの着用編【内閣官房】 https://www.youtube.com/watch?v=H3P_r1gwxWg
・布マスクの洗い方【経済産業省】 https://www.youtube.com/watch?v=AKNNZRRo74o
・新型コロナウイルス感染症対策としての学校給食等の対応について【道教委：健康・体育課】 https://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/fs/2/5/5/9/9/7/5/_/corona020526kyusyokutaiou2.pdf

新型コロナウイルス感染症について【厚生労働省】 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

ICTに関すること

教育の情報化の推進【文部科学省】 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/index.htm
ICTを活用した授業に関係する情報を集めたポータルサイト【道教委：ICT教育推進課】 http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ict/index.htm

・小学校プログラミング教育の手引【文部科学省】 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1403162.htm
・教育の情報化に関する手引【文部科学省】 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/mext_00724.html
・やむを得ず学校に登校できない児童生徒等へのICTを活用した学習指導等について【文部科学省】 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/mext_99901.html

働き方改革に関すること

学校における働き方改革（アクション・プラン，Road，アイデア・バンク）【道教委：教職員課】 http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ksi/hatarakikatakaikaku.htm
・新時代の教育を支える働き方改革通信～My Revolution～【道教委：教職員課】 http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ksi/hatarakikata/myrevo.htm
・全国の学校における働き方改革事例集（令和3年3月）【文部科学省】 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/hatarakikata/mext_01423.html

教育の動向に関すること

教育再生実行会議【内閣府】 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kyouikusaisei
中央教育審議会【文部科学省】 https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0

・新しい学習指導要領の考え方－中央教育審議会における議論から改訂そして実施へ－【文部科学省】 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/__icsFiles/afieldfile/2017/09/28/1396716_1.pdf

Society 5.0 に向けた人材育成【文部科学省】 https://www.mext.go.jp/a_menu/society/index.htm
「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実【文部科学省】 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/senseiouen/mext_01317.html
「令和の日本型学校教育」の構築を目指して【文部科学省】 https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/079/sonota/1412985_00002.htm

SDGsに関すること

・特集　SDGs（持続可能な開発目標）と科学技術イノベーションの推進【文部科学省】 https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpaa201801/detail/1418488.htm
・SDGsに関するページ【外務省】 https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/index.html
・男女共同参画をテーマとした副教材【内閣府男女共同参画局】 https://www.gender.go.jp/public/subtextbooks/index.html
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教育関係機関
幌加内町 https://www.town.horokanai.hokkaido.jp

幌加内町教育委員会 https://www.town.horokanai.hokkaido.jp/archives/category/news/kyoiku
朱鞠内小学校 https://shumarinai-els.ed.jp/
幌加内中学校

北海道幌加内高等学校 https://horokou.ed.jp

文部科学省 https://www.mext.go.jp
学習指導要領（本文・解説等） https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1384661.htm

小学校学習指導要領解説 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1387014.htm
中学校学習指導要領解説 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1387016.htm
高等学校学習指導要領解説 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1407074.htm
特別支援学校学習指導要領等 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/main/1386427.htm

・主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/__icsFiles/afieldfile/2020/01/28/20200128_mxt_kouhou02_01.pdf

・主体的・対話的で深い学びの実現（「アクティブ・ラーニング」の視点からの授業改善）について https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2017/10/24/1397727_001.pdf

国立教育政策研究所 https://www.nier.go.jp
学習評価に関する参考資料・指導資料・事例集 https://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidousiryou.html
全国学力・学習状況調査 https://www.nier.go.jp/kaihatsu/zenkokugakuryoku.html

・主体的・対話的で深い学びを実現する授業改善の視点について https://www.nier.go.jp/05_kenkyu_seika/pdf_seika/r02/r020603-01.pdf
・「生徒指導リーフ」シリーズ https://www.nier.go.jp/shido/leaf/index.html
・「キャリア教育」資料集 https://www.nier.go.jp/shido/centerhp/30career_shiryoushu/index.html

国立特別支援総合研究所 http://www.nise.go.jp/nc
発達障害教育推進センター http://cpedd.nise.go.jp/home

・指導・支援 http://cpedd.nise.go.jp/shido_shien
・発達障害Q&A http://cpedd.nise.go.jp/qa

独立行政法人教職員支援機構（NITS） https://www.nits.go.jp

北海道教育委員会 http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp
総務政策局教育政策課 http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ksk/index.htm

教育行政執行方針 http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ksk/seisaku/r3housin.htm
北海道教育総合大綱 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/ksk/kyouikutaikou.htm
北海道教育推進計画 http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ksk/kyouikusuishinkeikaku30.htm

上川教育局 http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/kkk/index.htm
上川管内教育推進の重点 http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/kkk/h25-kihonhoushin.htm

北海道立教育研究所 http://www.doken.hokkaido-c.ed.jp
ほっかいどうカリキュラムセンター http://www.doken.hokkaido-c.ed.jp/curricen
附属情報処理センター http://www.ipec.hokkaido-c.ed.jp
附属理科教育センター　※各学校種の理科の指導資料あり http://www.ricen.hokkaido-c.ed.jp

北海道立特別支援教育センター http://www.tokucen.hokkaido-c.ed.jp
資料・刊行物 http://www.tokucen.hokkaido-c.ed.jp/?page_id=45
ほっかいどうカリキュラムセンター http://www.doken.hokkaido-c.ed.jp/curricen

その他

内閣官房

・あなたはひとりじゃない　孤独・孤立対策【孤独・孤立対策担当室】 https://notalone-cas.go.jp/
・国民保護ポータルサイト（弾道ミサイル落下時の行動について） https://www.kokuminhogo.go.jp/

北海道警察

・もしものための護身術【教養課術科指導室】 https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/keimu/kyouyou/asedel/manual.pdf
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教育活動に関する指導資料等
全般的なもの

教師向け参考資料（指導資料，学習評価など）【文部科学省】 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/senseiouen/index.htm
指導資料等【北海道立教育研究所】 http://www.doken.hokkaido-c.ed.jp/?page_id=71
ほっかいどうカリキュラムセンター【北海道立教育研究所】 http://www.doken.hokkaido-c.ed.jp/curricen

・～新規採用教員のための常識ノート～ はじめの一歩【奈良県教育委員会】 http://www.pref.nara.jp/secure/82003/hajimenoippo.pdf
・～新規採用教員のための常識ノート～ はじめの一歩Vol.2【奈良県教育委員会】 http://www.pref.nara.jp/secure/81995/hajime2-1.pdf

学校経営（運営）

ほっかいどうカリキュラムセンター【北海道立教育研究所】 http://www.doken.hokkaido-c.ed.jp/curricen
コミュニティ・スクール【道教委：義務教育課】 http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/sgg/hirakaretag/cs.htm
地域と学校の連携・協働【道教委：社会教育課】 http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/sgg/kcs/index2.htm

・学校における危機管理の手引き（改訂３版）適切な学校運営のために【北海道教育委員会】 http://www.s-shido.hokkaido-c.ed.jp/kikikanrinotebiki/kikikanri3.pdf

学力向上【義務教育課】 http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/gky/gks
体力向上【健康・体育課】 http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ktk

全国学力・学習状況調査【国立教育政策研究所】 https://www.nier.go.jp/kaihatsu/zenkokugakuryoku.html
全国学力・学習状況調査 授業アイディア例【国立教育政策研究所】 https://www.nier.go.jp/jugyourei/r03/index.htm
全国体力・運動能力、運動習慣等調査【スポーツ庁】 https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/toukei/kodomo/zencyo/1368222.htm
学力・体力向上運動（子ども向けページ）【義務教育課】 http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ksk/undou-kodomopage.htm
学力・体力向上運動（道民・保護者向けページ）【義務教育課】 http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/gky/gks/hogosya_page.htm
METs Kamikawa（体力向上のページ）【上川教育局義務教育指導班】 https://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/kkk/gimuhan/TAIRYOKU.html

学習指導

言語活動の充実に関する指導事例集（小・中・高版）【文部科学省】 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/senseiouen/1300990.htm
子供の学び応援サイト～学習支援コンテンツポータルサイト～【文部科学省】 https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/index_00001.htm
NHK for School ばんぐみ一覧【NHK for School】 https://www.nhk.or.jp/school/program

・新型コロナウイルス感染症拡大防止のための配慮を行いながら「主体的・対話的で深い学び」を実現するために【上川教育局義務教育指導班】 https://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/kkk/gakuryoku/gimu-sheat.html
・主体的・対話的で深い学びを実現する授業改善の視点について【文部科学省】 https://www.nier.go.jp/05_kenkyu_seika/pdf_seika/r02/r020603-01.pdf
・思考ツールについて【和歌山県教育委員会】 https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/501100/ictforum_d/fil/shikou_tooklpdf.pdf
・思考ツール【NHK for School】 https://www.nhk.or.jp/school/data/keyword/tool.html
・思考ツールとは【NHK for School】 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005320340_00000
・実践データベース【NHK for School】 https://www.nhk.or.jp/school/data

リンク集 LINK【福岡市教育センター】※無償で利用できる動画や写真等あり http://www.fuku-c.ed.jp/center/linkkyouzai02.html
学習指導の充実のために【上川教育局義務教育指導班】 http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/kkk/gimuhan/gimu-sheat.htm

校内研究（研修）

オンライン講座　校内研修シリーズ【教職員支援機構 NITS】 https://www.nits.go.jp/materials/intramural
・「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて：校内研修シリーズ No25【教職員支援機構 NITS】 https://www.nits.go.jp/materials/intramural/025.html
・「主体的・対話的で深い学び」を見取り、実現する校内研修：校内研修シリーズ No58【教職員支援機構 NITS】 https://www.nits.go.jp/materials/intramural/058.html
・アクティブ・ラーニング授業実践事例（200事例）【教職員支援機構 NITS】 https://www.nits.go.jp/jisedai/achievement/jirei/index.html

校内研修の充実のために【上川教育局義務教育指導班】 http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/kkk/gimuhan/gimu-sheat.htm

教職員研修

学校教育の手引【道教委：教職員育成課】 http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/kks/kennsyu/page.htm
北海道における教員育成指標【道教委：教職員育成課】 https://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/kks/sihyou.html
服務規律【道教委：教育政策課】 https://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ksk/fukumukiritu.html

教育課程 http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/gky/kyouikukatei/page.htm
小・中学校教育課程編成の手引【道教委：義務教育課】 http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/gky/kyouikukatei/tebiki.htm

国語

・小学校国語【教育出版】 https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/textbook/shou/kokugo/index.html
・小学校書写【教育出版】 https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/textbook/shou/shosha/index.html
・中学校国語【教育出版】 https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/textbook/chuu/kokugo/index.html
・中学校書写【教育出版】 https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/textbook/chuu/shosha/index.html
・国語【NHK for School】 https://www.nhk.or.jp/school/kokugo
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社会

・小学校社会【教育出版】 https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/textbook/shou/shakai/index.html
・中学校社会【教育出版】 https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/textbook/chuu/shakai/index.html
・中学校社会　地理的分野【教育出版】 https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/textbook/chuu/shakai/document/ducu6/docu602/index.html

・中学校社会　歴史的分野【教育出版】 https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/textbook/chuu/shakai/document/ducu6/docu603/index.html

・社会【NHK for School】 https://www.nhk.or.jp/school/syakai
・北方領土のコーナー【道教委：義務教育課】 http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/gky/kodomo/hoppo.htm

算数・数学

・小学校算数【教育出版】 https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/textbook/shou/sansu/index.html
・小学校算数プログラミング教材【教育出版】 https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/textbook/shou/sansu/programing.html
・中学校数学【教育出版】 https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/textbook/chuu/sugaku/index.html
・算数・数学【NHK for School】 https://www.nhk.or.jp/school/sansuu

理科

・小学校理科の観察，実験の手引き【文部科学省】 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/senseiouen/1304649.htm
・小学校理科【教育出版】 https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/textbook/shou/rika
・小学校理科プログラミング教材【教育出版】 https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/textbook/shou/rika/document/ducu2/docu211/index.html

・中学校理科【教育出版】 https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/textbook/chuu/rika/index.html
・理科【NHK for School】 https://www.nhk.or.jp/school/rika

生活

・小学校生活【教育出版】 https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/textbook/shou/seikatsu/index.html
・生活【NHK for School】 https://www.nhk.or.jp/school/seikatsu

音楽

・小学校音楽【教育出版】 https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/textbook/shou/ongaku/index.html
・中学校音楽【教育出版】 https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/textbook/chuu/ongaku/index.html
・中学校音楽・器楽まなびリンク【教育出版】 https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/ml-jh/ongaku/top.html
・音楽【NHK for School】 https://www.nhk.or.jp/school/ongaku
・管楽器・教育楽器の飛沫可視化実験【YAMAHA】 https://jp.yamaha.com/products/contents/winds/visualization_experiment/index.html

図工・美術

・図画工作科で扱う教材や用具【文部科学省】 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zukou/index.htm
・小学校図画工作【日本文教出版】 https://www.nichibun-g.co.jp/textbooks/zuko
・図工【NHK for School】 https://www.nhk.or.jp/school/zukou
・中学校美術【光村図書】 https://www.mitsumura-tosho.co.jp/kyokasho/c_bijutsu/index.html
・北海道リモート・ミュージアム【道教委：文化財・博物館課】 http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/bnh/Hokkaido_remotemuseum.htm

家庭・技術家庭

・小学校　わたしちの家庭科５・６【開隆堂】 https://krdkrk.jp/s/h32/h5/index.html
・中学校技術・家庭　技術分野【開隆堂】 http://www.kairyudo.co.jp/contents/02_chu/gijutsu/r3/index.htm
・中学校技術・家庭　家庭分野【開隆堂】 https://www.kairyudo.co.jp/contents/02_chu/katei/r3/index.htm
・小学生のための環境リサイクル学習ホームページ【資源・リサイクル促進センター】 http://www.cjc.or.jp/j-school/f/f-2-2-2.html
・家庭【NHK for School】 https://www.nhk.or.jp/school/program/#kateiList
・技術【NHK for School】 https://www.nhk.or.jp/school/gijutsu

体育・保健体育

・学校体育指導資料集【文部科学省】　※小学校デジタル教材，体つくり運動，水泳，ダンス等の指導資料あり https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/jyujitsu/1330884.htm
・小学校保健【東京書籍】 https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/text/shou/hoken
・中学校保健体育【東京書籍】 https://www.tokyo-shoseki.co.jp/textbook/j/8
・体育【NHK for School】 https://www.nhk.or.jp/school/taiiku
・学校体育実技指導資料第4集「水泳指導の手引（三訂版）」【文部科学省】 https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/jyujitsu/1348589.htm
・体育活動中の事故防止【スポーツ庁】 https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop04/list/1417536.htm
・学校の水泳授業における感染症対策について【スポーツ庁】 https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/hakusho/nc/jsa_00020.html
・学校における水泳事故防止必携【日本スポーツ振興センター】 https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/anzen_school/suiei2018/suiei2018_0.pdf

・幼稚園等のプール活動・水遊びでの溺れ事故を防ぐために【消費者庁】 https://www.caa.go.jp/policies/council/csic/teaching_material
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外国語活動・外国語

・外国語教育【文部科学省】 https://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/gaikokugo/index.htm
・小学校英語の広場【東京書籍】 https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/spl/eigo/shou
・中学校英語【東京書籍】 https://www.tokyo-shoseki.co.jp/textbook/j/6
・英語【NHK for School】 https://www.nhk.or.jp/school/eigo

道徳

・道徳教育【文部科学省】 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/doutoku
・小学校道徳【光村図書】 https://www.mitsumura-tosho.co.jp/kyokasho/s_dotoku/index.html
・中学校道徳【光村図書】 https://www.mitsumura-tosho.co.jp/kyokasho/c_dotoku/index.html
・道徳【NHK for School】 https://www.nhk.or.jp/school/doutoku

特別活動

・「キャリア・パスポート」の効果的な活用に向けて【道教委：義務教育課】 https://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/gky/kyouikukatei/careerpassport.html
・特別活動【NHK for School】 https://www.nhk.or.jp/school/tokkatsu
・上川版キャリアノート「マイノート」【上川教育局義務教育指導班】 http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/kkk/gimuhan/mynote-1st.htm

総合的な学習（探究）の時間

・今、求められる力を高める総合的な学習の時間の展開（小・中・高編）【文部科学省】 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/sougou/main14_a2.htm
・総合的な学習の時間【NHK for School】 https://www.nhk.or.jp/school/sougou

生徒指導（いじめ・不登校）

生徒指導提要【文部科学省】 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1404008.htm
いじめの問題に対する施策【文部科学省】 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1302904.htm
生徒指導に関する資料【北海道立教育研究所】 http://www.doken.hokkaido-c.ed.jp/curricen/seito
指導・啓発資料【道教委：生徒指導・学校安全課】 http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ssa/shiryou.htm

・「生徒指導リーフ」シリーズ【国立教育政策研究所】 https://www.nier.go.jp/shido/leaf/index.html
・インターネットトラブル事例集（2021年版）【総務省】 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/kyouiku_joho-ka/jireishu.html

子ども相談支援センター【道教委：生徒指導・学校安全課】 http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ssa/ijimedenwasoudan.htm

学校安全

安全教育ポータルサイト【文部科学省】 https://anzenkyouiku.mext.go.jp
指導・啓発資料【道教委：生徒指導・学校安全課】 http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ssa/shiryou.htm

・学んDE防災（地震編，津波編，気象編）【道教委：生徒指導・学校安全課】 https://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ssa/75626.html
・台風等の風水害に対する学校施設の安全のために【文部科学省】 https://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/bousai/mext_00477.html
・台風・集中豪雨に対する学校施設の安全のために【文部科学省】 https://www.mext.go.jp/a_menu/shisetu/shuppan/05030701.htm

学校安全Ｗｅｂ【日本スポーツ振興センター】 https://www.jpnsport.go.jp/anzen
・刊行物一覧（学校安全ナビ，学校安全・災害共済給付ガイド）【日本スポーツ振興センター】 https://www.jpnsport.go.jp/anzen/kankobutuichiran/tabid/467/Default.aspx

特別支援教育

特別支援教育に関わる資料【文部科学省】 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/1321539.htm
・障害のある子供の教育支援の手引～子供たち一人一人の教育的ニーズを踏まえた学びの充実に向けて～【文部科学省】 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1340250_00001.htm
・小学校等における医療的ケア実施支援資料～医療的ケア児を安心・安全に受け入れるために～【文部科学省】 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1340250_00002.htm

ほっかいどうカリキュラムセンター（北海道立特別支援教育センター資料）【北海道立教育研究所】 http://www.doken.hokkaido-c.ed.jp/index.php?page_id=316
資料・刊行物【北海道立特別支援教育センター】 http://www.tokucen.hokkaido-c.ed.jp/?page_id=45

・教育支援資料【文部科学省】 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1340250.htm
・個別の教育支援計画モデル【道教委：特別支援教育課】 https://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/tkk/kobetsunokyouikusienkeikaku.html
・すくらむ通信【上川教育局義務教育指導班】 http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/kkk/sukuramutuushin.htm
・すくらむ（上川版個別の支援計画）のページ【上川教育局義務教育指導班】 http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/kkk/sukuramunopeji.htm

へき地・複式教育

へき地・複式教育【北海道立教育研究所】 http://www.doken.hokkaido-c.ed.jp/curricen/hekifuku

学校保健

「学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き」の作成について【文部科学省】 https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/1401870_00001.htm
・熱中症事故の防止について（依頼）」 https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/1417343.htm
・環境省熱中症予防情報サイト【環境省】 https://www.wbgt.env.go.jp
・熱中症対応フロー【日本スポーツ振興センター】 https://www.jpnsport.go.jp/anzen/Portals/0/anzen/anzen_school/H30nettyuusyouPamphlet/h30nettyuusyou_4.pdf

・体育活動における熱中症予防　調査研究報告書【日本スポーツ振興センター】 https://www.jpnsport.go.jp/anzen/anzen_school/bousi_kenkyu/tabid/1729/Default.aspx
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学校給食

・新型コロナウイルス感染症対策としての学校給食等の対応について【道教委：健康・体育課】 http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ktk/corona020526kyusyokutaiou2.pdf
・安全な学校給食の提供のために～窒息事故防止に関する資料～【道教委：健康・体育課】 https://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ktk/kyusyoku/anzennakyuusyoku.html
・第３次改訂版学校給食衛生管理マニュアル【道教委：健康・体育課】 https://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ktk/kyusyoku/eiseikanri-m3.html

その他○○教育等

・「ふるさと教育」に関するページ【道教委：義務教育課】 http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/gky/hurusato-kankou.htm
・「がん教育」に関するページ【道教委：健康・体育課】 http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/ktk/gannokyouiku.htm
・キャリア教育【文部科学省】 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/career/index.htm
・各教科等に関係する教材や資料集等のウェブサイト【文部科学省】 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1394142.htm
・小中一貫教育に関するページ【道教委：義務教育課】 http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/gky/gks/shochuikkankyouiku2.htm
・～MIZUBE ASOBI GUIDE～【水管理・国土保全局河川環境課】 http://www.mlit.go.jp/river/kankyo/pdf/mizubeasobiguide.pdf
・小学生向け水難事故防止動画 「リバーアドベンチャー ～川に魅せられし者たち～」【水管理・国土保全局河川環境課】 https://www.youtube.com/watch?v=IrIkZCm11l0
・水辺の安全ハンドブック【（公財）河川財団】 https://www.kasen.or.jp/mizube/tabid129.html
・小中高校生向け食育に係る動画（北海道農業シリーズ）【農業・農村ふれあいネットワーク・JA北海道中央会】 https://ja-dosanko.jp/supporter/movie_syokuiku/
・小中高校生向け食育に係る動画（北海道の食べ物，食料自給率）【農業・農村ふれあいネットワーク・JA北海道中央会】 http://www.ja-kitasorachi.com/news/?pid=937
・小学生（中学生・高校生）のための放射線副読本【文部科学省】 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/housyasen/1410005_00001.htm
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