
  みやぎ　わくわくスタディ・なび【小学３年】 宮城県教育委員会

教科

https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/ten_download/dlf80/emwz8888.htm　　

６　暗算

国語

７月６月

かけ算 わり算 たし算とひき算の筆算 あまりのあるわり算

わたしのまち　みんなのまち　市のようす はたらく人とわたしたちのくらし　農家の仕事

□　何をしているのかな
□　NHK for School　お伝と伝じろう「表情にも言葉が」（動画10分）
【話す・聞く】
https://www.nhk.or.jp/kokugo/otsuta/?das_id=D0005150174_00000

□　何をしているのかな
□　NHK for School　お伝と伝じろう「どうしてそう思ったの？」（動画10分）
【話す・聞く】
https://www.nhk.or.jp/kokugo/otsuta/?das_id=D0005150167_00000

□　くらべてみよう
□　NHK for School　お伝と伝じろう「意見を言おう」（動画10
分）
【書く】
https://www.nhk.or.jp/kokugo/otsuta/?das_id=D0005150163_0000
0

□　メモを取りながら話を聞こう

□　NHK for School　お伝と伝じろう「ほんとに分かってる

の？」（動画10分）【話す・聞く】

https://www.nhk.or.jp/kokugo/otsuta/?das_id=D0005150165_0000
0

□　物語を音読しよう
□　NHK for School　お伝と伝じろう「声だけで表現しよう」（動画10分）
【読む】
https://www.nhk.or.jp/kokugo/otsuta/?das_id=D0005150178_00000

□　NHK for School コノマチ☆リサーチ　知っトク地図帳（動画各10分）

https://www.nhk.or.jp/syakai/tizu/?das_id=D0005120010_00000https://www.nhk.or.jp/syakai/tizu/

□  NHK for School 知っトク地図帳 「田んぼ」（動画10分）

□　NHK for School 教科書から探す　コノマチ☆リサーチ 「工場で働（はたら）く人の仕事　～検査（けんさ）・新商品作り～」（動画2分40秒）

http://www.nhk.or.jp/syakai/konomachi/

社会

算数

工場の仕事

□　NHK for School 教科書から探す　コノマチ☆リサーチ 「工場のひみつをさぐれ！」（動画10分）

http://www.nhk.or.jp/syakai/konomachi/

□　NHK for School 教科書から探す　コノマチ☆リサーチ 「おいしいものはどうやって作るんだ？」（動画10分）

http://www.nhk.or.jp/syakai/konomachi/

◇　うでだめシート３年（東京書籍）

３　長いものの長さのはかり方と表し方

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　【Let's Try！１音声データ】　https://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/gaikokugo/1387503_00001.htm

Unit1:Hello!　あいさつをして友達になろう Unit2:How are you?　ごきげんいかが？

http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/question/e3san.html

◇　うでだめシート３年（東京書籍）

２　時こくと時間のもとめ方

https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/ten_download/dlf80/emwz8888.htm

春のしぜんにとび出そう
□　NHK for School　ミクロワールド
　　　　　「生きものの宝庫 春のプール」（動画5分）

春のしぜんにとび出そう
□　NHK for School　ふしぎエンドレス　理科３年
　　　　　　「ふしぎをみつけるには」（動画１０分）

たねをまこう
□　NHK for School　ふしぎがいっぱい３年生
　　　　　　　　　　「たねのふしぎ」（動画１０分）

https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/ten_download/dlf80/emwz8888.htm

暗算

◇　みやぎ単元問題ライブラリー３年生

https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/ten_download/dlf80/emwz8888.htm

長いものの長さのはかり方と表し方

http://www.educ.pref.miyagi.jp/tangen/question/e3san.html

https://www.nhk.or.jp/sansuu/wan/

６　あまりのあるわり算

Unit3:How many?　教えてあそぼう Unit4:I like blue. 　すきなものをつたえよう

https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/ten_download/dlf80/emwz8888.htm ５　たし算とひき算の筆算１　かけ算

時こくと時間のもとめ方

◇　みやぎ単元問題ライブラリー３年生

２　時こくと時間のもとめ方

【かく力を高める問題】時こくと時間のもとめ方

◇　みやぎ単元問題ライブラリー３年生

３　わり算

◇　みやぎ単元問題ライブラリー３年生

５　長いものの長さのはかり方と表し方

http://www.educ.pref.miyagi.jp/tangen/question/e3san.html

※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。

□　調べて書こう、わたしのレポート
□　NHK for Schoolわかる国語読み書きのツボ５・６年「数えて
すっきり」（動画15分）【書く】
https://www.nhk.or.jp/kokugo/tsubo/?das_id=D0005150030_00000

□　書き手のくふう考えよう
□　NHK for School　お伝と伝じろう「会話のキャッチボール」
（動画10分）
【読む】
https://www.nhk.or.jp/kokugo/otsuta/?das_id=D0005150164_0000
0

□　NHK for School　ひょうたんからことば「がんばる」等　慣用
句
https://www.nhk.or.jp/kokugo/kotoba/

◇　ドリルの王様　ローマ字
https://happylilac.net/ssk/#3gra

□「新しい社会 3年」東京書籍

・「地図帳の使い方をたしかめよう」　・「四方位・八方位」

・「地図記号わかるかな？」　　　　　・「学習の進め方をたしかめよう」

□　NHK for School コノマチ☆リサーチ（動画各10分）

http://www.nhk.or.jp/syakai/konomachi/

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

https://www.nhk.or.jp/syakai/tizu/?das_id=D0005120010_00000

□　NHK for School 知っトク地図帳 「畑・果樹園」（動画10分）

□　NHK for School 教科書から探す　コノマチ☆リサーチ 「米が食卓に届くまで」（動画２分15秒）

http://www.nhk.or.jp/syakai/konomachi/

□　NHK for School 教科書から探す　コノマチ☆リサーチ 「まちの外とつながる工場の生産（せいさん）」（動画4分12秒）

http://www.nhk.or.jp/syakai/konomachi/

◇　みやぎ単元問題ライブラリー３年生

１　かけ算

【かく力を高める問題】かけ算

http://www.edu-pref.miyagi.jp/tangen/question/e3san.html

◇　うでだめシート　３年（東京書籍）

◇　みやぎ単元問題ライブラリー３年生

４　たし算とひき算の筆算

http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/question/e3san.html

たし算とひき算の筆算

◇　うでだめシート３年（東京書籍）

http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/question/e3san.html

◇　うでだめシート３年（東京書籍）

◇　みやぎ単元問題ライブラリー３年生

４　わり算

https://www.nhk.or.jp/rika/fushigi3/?das_id=D0005110005_00000

https://www.nhk.or.jp/rika/endless3/?das_id=D0005110387_00000

https://www.nhk.or.jp/rika/fushigi3/?das_id=D0005110012_00000

理科

□　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

□　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

https://www.nhk.or.jp/rika/fushigi3/?das_id=D0005110002_00000

成虫のからだのつくり
□　NHK for School　 ミクロワールド
　　　　　　「チョウのはねの多様な模様」（動画5分）

チョウを育てよう
□　NHK for School　ふしぎがいっぱい３年生
　　　　「アオムシのへんしん（１）」（動画１０分）

チョウの育ち方
□　NHK for School　ふしぎがいっぱい３年生
　　　　「アオムシのへんしん（２）」（動画１０分）

https://www.nhk.or.jp/rika/micro/?das_id=D0005100072_00000

https://www.nhk.or.jp/rika/fushigi3/?das_id=D0005110003_00000

https://www.nhk.or.jp/rika/fushigi3/?das_id=D0005110006_00000

トンボやバッタを育てよう
□　NHK for School　ミクロワールド
　　　　　「食べ物でさまざま 昆虫の口」（動画5分）

バッタの育ち方
□　NHK for School　ふしぎがいっぱい３年生
　　　　　　　　　「バッタの育ち方」（動画１０分）

どれくらい育ったかな
□　NHK for School　ふしぎがいっぱい３年生
　　　　　　　　　　「草花のからだ」（動画１０分）

https://www.nhk.or.jp/rika/micro/?das_id=D0005100120_00000

https://www.nhk.or.jp/rika/fushigi3/?das_id=D0005110008_00000

https://www.nhk.or.jp/rika/fushigi3/?das_id=D0005110004_00000

https://www.nhk.or.jp/rika/micro/?das_id=D0005100153_00000

https://www.nhk.or.jp/rika/endless3/?das_id=D0005110381_00000

４～５月

「だれにでもあるよね、すき・きらい」（動画14:59）

□　NHK for School  エイゴビート

https://www.nhk.or.jp/eigo/beat/?das_id=D0005140224_00000

第３回「ベーコンが好きなんだ」（動画10:00）

□　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

「数えるのって楽しいね」（動画14:51）

□　NHK for School  エイゴビート

https://www.nhk.or.jp/eigo/beat/?das_id=D0005140224_00000

　第１４回「１１こ持っている」（動画10:00）

「英語でHi みんな友だち」（動画15:00）

□　NHK for School  エイゴビート

https://www.nhk.or.jp/eigo/beat/?das_id=D0005140224_00000

◇　うでだめシート３年（東京書籍）

http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/question/e3san.html

◇　NHK for School　さんすう犬ワン　あまりはどうする～わり算～　

https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/ten_download/dlf80/emwz8888.htm

７　あまりのあるわり算

https://www.nhk.or.jp/syakai/tizu/?das_id=D0005120011_00000https://sw11.tsho.jp/02pk/s3/menu/s3.html

外国語

　第１回「ぼくはランディ」（動画10:00）

□　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

「友だちは今日は元気かな？」（動画15:00）

□　NHK for School  エイゴビート

https://www.nhk.or.jp/eigo/beat/?das_id=D0005140224_00000

第２回「つかれているの？」（動画10:00）

風やゴムで動かそう
□　NHK for School　ふしぎがいっぱい３年生
　　　　　　　　　　　　　「風の力」（動画１０分）

かぜのはたらき
□　NHK for School　ふしぎエンドレス　理科３年
　　　　　　　　　「動き方が変わる」（動画１０分）

太陽とかげの動きを調べよう
NHK for School　ふしぎがいっぱい３年生
　　　　　　　　　　　「かげと太陽」（動画１０分）
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◇　音楽そいらべ隊　世界の音楽，いろいろな音楽，作曲家（教育芸術社）

Musical Zoo（どうぶつがっきずかん）（ヤマハ）

音楽で心をつなげよう
・友だち

歌って音の高さをかんじとろう
・ドレミで歌おう　・海風きって　（共）春の小川

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 A（約2分26秒）」

かけっこ・リレー
□　NHK for School
「小学校３～４年　走る　できるポイント
(体育ノ介）」（動画1分５４秒）
「小学校３～４年　走る　できないポイント
（体育ノ介）」（動画３３秒）
「小学校３～４年　走る　できるポイント
(朝原宣治さん）」（動画２分１６秒）

マット運動
□　NHK for School
「小学校３～４年　前転　できるポイント (体育ノ介）」（動画1分０１秒）
「小学校３～４年　前転　できないポイント（体育ノ介）」（動画３９秒）
「小学校３～４年　前転　できるポイント(冨田洋之さん）」（動画３９秒）
「小学校３～４年　後転　できるポイント(体育ノ介）」（動画1分３２秒）
「小学校３～４年　後転　できないポイント（体育ノ介）」（動画４２秒）
「小学校３～４年　後転　できるポイント(冨田洋之さん）」（動画５９秒）

浮く，泳ぐ運動
□　NHK for School
「小学校３～４年　背泳ぎ　できるポイント(水泳ノ介）」（動画1分５３秒）
「小学校３～４年　背泳ぎ　できないポイント（水泳ノ介）」（動画５８秒）
「小学校３～４年　背泳ぎ　できるポイント(宮下純一さん）」（動画２分０４秒）
「小学校５～６年　クロール　できるポイント(水泳ノ介）」（動画１分４９秒）
「小学校５～６年　クロール　できないポイント（水泳ノ介）」（動画１分１秒）
「小学校５～６年　クロール　できるポイント(宮下純一さん）」（動画１分４３秒）

https://textbook.kyogei.co.jp/library/2020/04/01https://textbook.kyogei.co.jp/library/2020/04/01

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/supoken/exercise.html https://www.nhk.or.jp/school/clip/ https://www.nhk.or.jp/school/clip/ https://www.nhk.or.jp/school/clip/

浮く，泳ぐ運動

□京都市小学校体育研究会「京都市小学校体育研究会で制作した学習教材・資料等　映像
教材　授業映像　水泳」

http://www.edu.city.kyoto.jp/sogokyoiku/kenkyukai/s-taiiku/

https://www.kyogei.co.jp/shirabe/index.html

https://www.yamaha-mf.or.jp/zoo/ja/instpark.html

音楽

体育

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

タグラグビー
□　NHK for School
「小学校３～４年　タグをとる　できるポイ
ント(冨岡耕児さん）」（動画２６秒）
「小学校３～４年　パス　できるポイント
(冨岡耕児さん）」（動画５１秒）
「小学校３～４年　キャッチ　できるポイン
ト(体育ノ介）」（動画１分０６秒）
「キャッチ　できないポイント(体育ノ
介）」（動画３０秒）「キャッチ　できない
ポイント(冨岡耕児さん）」（動画５３秒）

https://textbook.kyogei.co.jp/library/2020/04/01
https://textbook.kyogei.co.jp/library/2020/04/01
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/supoken/exercise.html
https://www.nhk.or.jp/school/clip/
https://www.nhk.or.jp/school/clip/
https://www.nhk.or.jp/school/clip/
http://www.edu.city.kyoto.jp/sogokyoiku/kenkyukai/s-taiiku/
https://www.nhk.or.jp/school/clip/

