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７月６月４～５月

人物の思いを音読で伝えよう
□　NHK for School　お伝と伝じろう「声だけで表現しよう」（動画10分）
【知識・技能】
https://www.nhk.or.jp/kokugo/otsuta/?das_id=D0005150178_00000
このことば、あなたならどう考える
□　NHK for School　お伝と伝じろう「何を話し合ったの？」（動画10分）
【思考・判断・表現】
https://www.nhk.or.jp/kokugo/otsuta/?das_id=D0005150169_00000
□　NHK for School　お伝と伝じろう「ピンチ！意見が対立」（動画10分）
【思考・判断・表現】
https://www.nhk.or.jp/kokugo/otsuta/?das_id=D0005150170_00000
事実と考えを区別しよう
□　NHK for School　読み書きのつぼ５・６年「事実？意見？」（動画10分）【読
む】
https://www.nhk.or.jp/kokugo/tsubo/?das_id=D0005150031_00000

知りたいことを聞きだそう
□　NHK for School　お伝と伝じろう「ほんととに分かっているの」（動画10
分）【知識・技能】
https://www.nhk.or.jp/kokugo/otsuta/?das_id=D0005150165_00000
この言葉、あなたならどう考える
□　NHK for School　お伝と伝じろう「聞き上手になろう」（動画10分）
【知識・技能】
https://www.nhk.or.jp/kokugo/otsuta/?das_id=D0005150177_00000

山場で起こる変化について考えよう
□　NHK for School　読み書きのつぼ５・６年「あたまのなかで絵をかこう」
（動画15分）【読む】
https://www.nhk.or.jp/kokugo/tsubo/?das_id=D0005150024_00000
文の組み立てをとらえよう
□　NHK for School　読み書きのつぼ５・６年「せすじをまっすぐ」（動画15
分）【知識・技能】
https://www.nhk.or.jp/kokugo/tsubo/?das_id=D0005150027_00000

水泳
□　NHK for School「小学校５～６年　平泳ぎ　できるポイント(水泳ノ介）」
（動画１分５０秒）「小学校５～６年　平泳ぎ　できないポイント（水泳ノ
介）」（動画１分１３秒）「小学校５～６年　平泳ぎ　できるポイント(宮下純
一さん）」（動画１分４６秒）
https://www.nhk.or.jp/school/clip/

どんな計算になるのかな
◇　うでだめシート　５年（東京書籍）８　どんな計算になるのかな？
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/ten_download/dlf80/emwz9263.htm

Unit3:What do you want to study?
□　NHK for School  基礎英語０ 世界エイゴミッション
https://www.nhk.or.jp/eigo/mission/?das_id=D0005140253_00000
第１１回「フィンランドの授業を調査せよ！
第４６回「将来なりたいものを見つけろ！」
第４７回「お祭りでやることを決めろ！」（動画各10:00）

□　NHK for School  エイゴビート
https://www.nhk.or.jp/eigo/beat/?das_id=D0005140224_00000
第２４回「アイドルになりたい」（動画10:00）

Check Your Steps 外国の人に自己紹介をしよう

魚のたんじょう
□　（魚の卵は日がたつにつれて中の様子が変化してかえる様子を見よう）
□　NHK for School「魚のたんじょう」（動画10分）
https://www.nhk.or.jp/rika/fushigi5/?das_id=D0005110045_00000

比例
◇　みやぎ単元問題ライブラリー５年生　３　比例
http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/question/e5san.html

◇　うでだめシート　５年（東京書籍）
２　直方体や立方体の体積①　　３　直方体や立方体の体積②
　https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/ten_download/dlf80/emwz9263.htm

わたしたちの国土 あたたかい土地のくらし
□　NHK for School　未来広告ジャパン！「あたたかい土地
と寒い土地」（動画１０分）
https://www.nhk.or.jp/syakai/mirai/?das_id=D0005120433
_00000

歌声をひびかせて心をつなげよう
□　すてきな一歩　（共）こいのぼり
https://textbook.kyogei.co.jp/library/2020/04/01

音の重なりを感じ取ろう
□　小さな約束　　いつでもあの海は
https://textbook.kyogei.co.jp/library/2020/04/01

体つくり運動
□　宮城県教育委員会スポーツ健康課「みやぎっ子！元気アップエクササイズ）
Short Program B（約3分7秒）」
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/supoken/exercise.html

マット運動
□　NHK for School「小学校３～４年　ロンダート　できるポイント(体育ノ
介）」（動画1分３０秒）「小学校３～４年　ロンダート　できないポイント（体
育ノ介）」（動画４４秒）「小学校３～４年　ロンダート　できるポイント(冨田
洋之さん）」（動画１分３８秒）
https://www.nhk.or.jp/school/clip/

ソフトバレーボール
□　NHK for School「小学校３～４年　アタック　できるポイント(迫田さおり
さん）」（動画４２秒）「小学校３～４年　トス　できるポイント(迫田さおり
さん）」（動画４８秒）「小学校３～４年　レシーブ　できるポイント(体育ノ
介）」（動画５６秒）「小学校３～４年　レシーブできないポイント(体育ノ
介）」（動画２７秒）「小学校３～４年　レシーブできるポイント(迫田さおり
さん）」（動画５１秒）
https://www.nhk.or.jp/school/clip/

社会

わたしたちの国土 世界の中の国土
□　東書Dマーク「六つの大陸・三つの海
洋」

□　東書Dマーク「地図帳でさがそう！世
界の国々」

高い土地のくらし
□　NHK for School「長野県川上村・南
牧村のレタスづくり　～高い土地の農業
～」（動画３分１秒）

わたしたちの国土 国土の地形の特色
□　NHK for School「日本の地形」
（動画１分４６秒）

わたしたちの国土 低い土地のくらし
□　NHK for School　未来広告ジャパ
ン！「低い土地の特ちょうとくらし」
（動画１０分）
https://www.nhk.or.jp/syakai/mirai/?
das_id=D0005120432_00000

わたしたちの生活と食料生産
くらしを支える食料生産
□　NHK for School「食料の生産
地」（動画５分４３秒）

わたしたちの生活と食料生産米づくりのさかんな地域
□　NHK for School　未来広告ジャパン！「米づくりの
さかんな地域」（動画１０分）
https://www.nhk.or.jp/syakai/mirai/?das_id=D000512
0434_00000

□　NHK for School「雨温図　場所に
よって変わる気候」（動画３分５６秒）

寒い土地のくらし
□　NHK for School　未来広告ジャパン！「あたたかい土地
と寒い土地」（動画１０分）
https://www.nhk.or.jp/syakai/mirai/?das_id=D0005120433
_00000

わたしたちの国土 国土の気候の特色
□　東書Dマーク「どこの気候かわか
るかな」

合同な図形
◇　みやぎ単元問題ライブラリー５年生　７　合同な図形
http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/question/e5san.html

◇　うでだめシート５年（東京書籍）９　合同な図形
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/ten_download/dlf80/emwz9263.htm

理科

Unit1:Hello,friends.
□　NHK for School  基礎英語０ 世界エイゴミッション
https://www.nhk.or.jp/eigo/mission/?das_id=D0005140253_00000
第１回「ケリーを探せ！」
第３回「インドの人が好きな食べ物を調べよ！」（動画10:00）
第５回「かっこいいニックネームをつけよ！」（動画10:00）

算数

◇　うでだめシート５年（東京書籍）　４　比例
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/ten_download/dlf80/emwz9263.htm

小数のかけ算
◇　みやぎ単元問題ライブラリー５年生　４　小数のかけ算
http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/question/e5san.html

◇　うでだめシート５年（東京書籍）　６　小数のかけ算
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/ten_download/dlf80/emwz9263.htm

小数のわり算
◇　みやぎ単元問題ライブラリー５年生　５　小数のわり算
http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/question/e5san.html

◇　うでだめシート　５年（東京書籍）７　小数のわり算
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/ten_download/dlf80/emwz9263.htm

整数と小数
◇　みやぎ単元問題ライブラリー５年生  １　整数と小数
http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/question/e5san.html

◇　うでだめシート５年（東京書籍）　１　整数と小数
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/ten_download/dlf80/emwz8935.htm

直方体や立方体の体積
◇　みやぎ単元問題ライブラリー５年生　２　直方体や立方体の体積
http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/question/e5san.html

□　NHK for School えいごリアン/スーパーえいごリアン
https://www.nhk.or.jp/eigo/eigorian/?das_id=D0005140183_00000
「英語でHi みんな友だち」「だれにでもあるよね、すき・きらい」（動画14:59）

Unit2:When is your birthday?
□　NHK for School  基礎英語０ 世界エイゴミッション
https://www.nhk.or.jp/eigo/mission/?das_id=D0005140253_00000
第７回「パーティーの料理を集めよ！」
第９回「バースデーケーキを届けよ！」（動画各10:00）

□　NHK for School  エイゴビート
https://www.nhk.or.jp/eigo/beat/?das_id=D0005140224_00000
第１回「ぼくはランディ」（動画10:00）
第１９回「たんじょう日はいつ？」（動画10:00）

外国語

雲と天気
□　NHK for School　ふしぎがいっぱい５年生「雲と天気」（動画１０分）
https://www.nhk.or.jp/rika/fushigi5/?das_id=D0005110043_00000

明日の天気を予想する
□　NHK for School　ふしぎがいっぱい５年生「あすの天気は？」
（動画１０分）
https://www.nhk.or.jp/rika/fushigi5/?das_id=D0005110044_00000

種子の発芽と養分
□　NHK for School　ふしぎエンドレス　理科５年「発芽させるには？」（動画
１０分）
https://www.nhk.or.jp/rika/endless5/?das_id=D0005110431_00000

植物が成長する条件
□　NHK for School　ふしぎがいっぱい５年生「植物が育つには」（動画１０
分）
https://www.nhk.or.jp/rika/fushigi5/?das_id=D0005110042_00000

□　NHK for School  エイゴビート
https://www.nhk.or.jp/eigo/beat/?das_id=D0005140224_00000
第１回「ぼくはランディ」（動画10:00）
第３回「ベーコンが好きなんだ」
第２３回「どの教科が好き？」（動画10:00）

明日の天気を予想する
□　NHK for School　ふしぎエンドレス理科５年「天気の変化にきまりはある？」
（動画１０分）
https://www.nhk.or.jp/rika/endless5/?das_id=D0005110437_00000

花から実へ
□　NHK for School　　ふしぎエンドレス　理科５年５年生「植物が大きく育つ
には」（動画１０分）
https://www.nhk.or.jp/rika/endless5/?das_id=D0005110433_00000
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