みやぎ

わくわくスタディ・なび【小学６年】
１月

学年

国語

社会

※URLをクリックしてもサイトにつながらないときは，ウェブページのアドレスバーにURLを直接入力してください。

２月

宮城県教育委員会

３月

心が動いたことを十七音で表そう
◇ みやぎの誕Ｑ
芭蕉に挑戦！

将来の夢や生き方について考えよう／プロフェッショナルたち
□ NHKプロフェッショナル仕事の流儀「かあちゃん，命と向き合う

https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/789803.pdf

https://www.nhk.or.jp/professional/2006/1214/index.html

https://www2.nhk.or.jp/archives/jinbutsu/detail.cgi?das_id=D0009071336_00000

心が動いたことを十七音で表そう
□ NHK for Schooi おはなしのくにクラシック第3回

将来の夢や生き方について考えよう／プロフェッショナルたち
□ NHKプロフェッショナル仕事の流儀「ハンマー一筋，新幹線を作る

漢字のまとめ
◇ みやぎ単元問題ライブラリー６年生

俳句（１）「春・夏」（動画10分）

https://www.nhk.or.jp/kokugo/classic/?das_id=D0005150083_00000

https://www.nhk.or.jp/professional/2008/0722/index.html

心が動いたことを十七音で表そう
□ NHK for Schooi おはなしのくにクラシック第3回

将来の夢や生き方について考えよう／プロフェッショナルたち
□ NHKプロフェッショナル仕事の流儀「あたり前が一番むずかしい

俳句（２）「秋・冬」（動画10分）

海獣医師，勝俣悦子」

板金職人，国村次郎」

未来に向かって／君たちに伝えたいこと
□ NHK人×物×録「日野原重明」

漢字のまとめ

読む

(1)～(8)

http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/japanese/ele6_jp/question/24step1.pdf
パティシエ，杉野英実」

漢字のまとめ
◇ みやぎ単元問題ライブラリー６年生

漢字のまとめ

書く

(1)～(8)

https://www.nhk.or.jp/kokugo/classic/?das_id=D0005150092_00000

https://www.nhk.or.jp/professional/2006/0124/index.html

http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/japanese/ele6_jp/question/14step2.pdf

日本の歴史 11 長く続いた戦争と人々のくらし
□ NHK for School 歴史にドキリ「戦争そして戦後」（動画10分）

世界の中の日本 １ 日本とつながりの深い国々
□ キッズ外務省「世界の学校を見てみよう」

世界の中の日本 ２ 世界の未来と日本の役割
□ NHK for School 歴史にドキリ「くらしと政治④

https://www.nhk.or.jp/syakai/dokiri/?das_id=D0005120250_00000

https://www.mofa.go.jp/mofaj/kids/kuni/

https://www.nhk.or.jp/syakai/dokiri/?das_id=D0005120255_00000

算数のしあげ
◇ みやぎ単元問題ライブラリー６年生
【書く力を高める問題】たしかめ問題１
【書く力を高める問題】たしかめ問題２
【書く力を高める問題】たしかめ問題３
※必要に応じて各問題を印刷してご活用ください

算数のしあげ
◇ みやぎ単元問題ライブラリー６年生
【書く力を高める問題】たしかめ問題１
【書く力を高める問題】たしかめ問題２
【書く力を高める問題】たしかめ問題３
※必要に応じて各問題を印刷してご活用ください

算数のしあげ
◇ みやぎ単元問題ライブラリー６年生
【書く力を高める問題】たしかめ問題１
【書く力を高める問題】たしかめ問題２
【書く力を高める問題】たしかめ問題３
※必要に応じて各問題を印刷してご活用ください

http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/question/e6san.html

http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/question/e6san.html

http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/question/e6san.html

◇

◇

◇

https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/detail/113372/

https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/detail/113372/

https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/detail/113372/

水溶液にとけている物
□ NHK for School ふしぎエンドレス 理科６年
「消えたアルミニウムのなぞ 実験計画編」（動画10分）

水溶液のはたらき
□ NHK for School

環境を守る
□ NHK for School

https://www.nhk.or.jp/rika/endless6/?das_id=D0005110445_00000

https://www.nhk.or.jp/rika/rika6/?das_id=D0005110273_00000

https://www.nhk.or.jp/rika/endless6/?das_id=D0005110455_00000

水溶液にとけている物
□ NHK for School ふしぎエンドレス 理科６年
「消えたアルミニウムのなぞ 考察編」（動画10分）

人と環境とのかかわり
□ NHK for School ふしぎ情報局 理科６年
「地球をめぐる空気」（動画15分）

環境を守る
□ NHK for School

https://www.nhk.or.jp/rika/endless6/?das_id=D0005110446_00000

https://www.nhk.or.jp/rika/rika6/?das_id=D0005110274_00000

https://www.nhk.or.jp/rika/endless6/?das_id=D0005110456_00000

水溶液のなかま分け
□ NHK for School ふしぎ情報局 理科６年
「酸とアルカリ」（動画15分）

人と環境とのかかわり
□ NHK for School ふしぎ情報局 理科６年
「地球はひとつ」（動画15分）

環境の変化に対応する
□ NHK for School ふしぎ情報局 理科６年
「未来のエネルギーを」（動画15分）

https://www.nhk.or.jp/rika/rika6/?das_id=D0005110271_00000

https://www.nhk.or.jp/rika/rika6/?das_id=D0005110280_00000

https://www.nhk.or.jp/rika/rika6/?das_id=D0005110278_00000

平和主義と世界の中の日本」（動画10分）

日本の歴史 12 新しい日本，平和な日本へ
□ 東書Ｄマーク「学習を深めよう 日本国憲法」
https://sw12.tsho.jp/02pk/s6b/contents/qr17/index.html

算数

理科

うでだめシート６年（東京書籍）
算数のまとめ～数と計算
算数のまとめ～図形
算数のまとめ～変化と関係
算数のまとめ～データの活用
※下記リンク先ページの「ＰＤＦ」アイコンをクリックして該当する項目の問題を開き，
必要に応じて印刷してご活用ください

文部科学省：小学校外国語活動教材「Let's Try!」及び小学校外国語教材「We Can!」音声データリンク一覧

うでだめシート６年（東京書籍）
算数のまとめ～数と計算
算数のまとめ～図形
算数のまとめ～変化と関係
算数のまとめ～データの活用
※下記リンク先ページの「ＰＤＦ」アイコンをクリックして該当する項目の問題を開き，
必要に応じて印刷してご活用ください

【We Can!2

ふしぎ情報局 理科６年
「役に立つ化学」（動画15分）

音声データ】

https://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/gaikokugo/1387503_00001.htm
Unit7:My Bset Memory
□ NHK for School 基礎英語0
第45回「なくしたバッジを見つけ出せ！」（動画10:00）
第48回「英語でもてなせ！」（動画10:00）
※下記リンク先ページの下部にある「配信リスト」で，
該当回の画像やタイトルをクリックして動画をご視聴ください。
外国語

https://www.nhk.or.jp/eigo/mission/

Unit8:My Future,My Dream
□ NHK for School 基礎英語0
第30回「何を作っているのか当てよ！」（動画10:00）
第43回「メンバーの居場所をつきとめろ！」（動画10:00）
第46回「将来なりたいものを見つけろ！」（動画10:00）
第47回「お祭りでやることを決めろ！」（動画10:00）
※下記リンク先ページの下部にある「配信リスト」で，
該当回の画像やタイトルをクリックして動画をご視聴ください。
https://www.nhk.or.jp/eigo/mission/
□

NHK for School エイゴビート
第24回「アイドルになりたい」（動画10:00）

https://www.nhk.or.jp/eigo/beat/?das_id=D0005140247_00000

うでだめシート６年（東京書籍）
算数のまとめ～数と計算
算数のまとめ～図形
算数のまとめ～変化と関係
算数のまとめ～データの活用
※下記リンク先ページの「ＰＤＦ」アイコンをクリックして該当する項目の問題を開き，
必要に応じて印刷してご活用ください

ふしぎエンドレス 理科６年
「生物どうしのつながりは？」（動画10分）

ふしぎエンドレス 理科６年
「なぜ酸素はなくならない？」（動画10分）

体育

跳び箱運動
□ NHK for School
「小学校３～４年 かかえこみとび できるポイント(体育ノ介）」（動画1分12秒）
「できないポイント（体育ノ介）」（動画26秒）
「できるポイント(冨田洋之さん）」(動画49秒）
※下記リンク先（クリップ一覧）より，
「教科」を『体育』，「学年」を『小４』にして表示された動画の中から，
該当する動画の画像（タイトル）をクリックして動画をご視聴ください。
（「もっとみる」のボタンをクリックしていただく場合もございます）

保健 病気の予防
□ 文部科学省 わたしの健康
※リンク先は音楽や動画のファイルではありません。文章や画像等をＰＣのモニタで見たり，
必要に応じてプリンタで印刷したりするなどしてご活用ください。

ゴール型ゲーム サッカー
□ NHK for School
「小学校３～４年 サッカー パスできるポイント(体育ノ介）」（動画51秒）
「パスできないポイント」（動画33秒）
「パスできるポイント(原菜摘子さん）」（動画50秒）
※下記リンク先（クリップ一覧）より，
「教科」を『体育』，「学年」を『小４』にして表示された動画の中から，
該当する動画の画像（タイトル）をクリックして動画をご視聴ください。
（「もっとみる」のボタンをクリックしていただく場合もございます）

https://www.nhk.or.jp/school/clip/

https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/__icsFiles/afieldfile/2018/03/08/1233282_1.pdf

https://www.nhk.or.jp/school/clip/

日本や世界の音楽に親しもう
・(共)越天楽今様
（日本に古くから伝わる音楽に親しみましょう。）

日本や世界の音楽に親しもう
・世界の国々の音楽
（世界のいろいろな国の音楽に親しみましょう。）

音楽で思いを伝えよう
・さよなら友よ
（感謝の気持ちをこめて歌いましょう。）

https://textbook.kyogei.co.jp/library/r2-es6

https://www.kyogei.co.jp/shirabe/sekai/

https://textbook.kyogei.co.jp/library/2020/03/02/小学生の音楽６

・雅楽「越天楽」
（日本に古くから伝わる音楽に親しみましょう。）

音楽で思いを伝えよう
・きっと届ける
（曲想を生かして表情豊かに歌いましょう。）

・あおげばとうとし
（感謝の気持ちをこめて歌いましょう。）

https://textbook.kyogei.co.jp/library/r2-es6

https://textbook.kyogei.co.jp/library/2020/03/02/小学生の音楽６

https://textbook.kyogei.co.jp/library/2020/03/02/小学生の音楽６

跳び箱運動
□ NHK for School
「小学校３～４年 台上前転 できるポイント(体育ノ介）」（動画1分21秒）
「できないポイント（体育ノ介）」（動画58秒）
「できるポイント(冨田洋之さん）(動画54秒）」
※下記リンク先（クリップ一覧）より，
「教科」を『体育』，「学年」を『小４』にして表示された動画の中から，
該当する動画の画像（タイトル）をクリックして動画をご視聴ください。
（「もっとみる」のボタンをクリックしていただく場合もございます）
https://www.nhk.or.jp/school/clip/

音楽

https://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/contents/learn/edc6/index.html

