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４～５月

住みよいくらしをつくる
水はどこから
□ NHK for School　よろしく！ファンファン「水はどこか
ら？飲料水のしくみ」（動画10分）
https://www.nhk.or.jp/syakai/funfun/?das_id=D0005120471
_00000

□　安全でおいしい水道水供給の推進（日本水道協会）
http://www.jwwa.or.jp/anzen/kinen.html

ごみのしょりと利用
□　NHK for School 知っトク地図帳「清掃工場」（動画10分）
https://www.nhk.or.jp/syakai/tizu/?das_id=D0005120004_00000

□　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/

表し方のちがいを考えよう
広告を読みくらべよう

ローマ字の書き方
◇　みやぎ単元問題ライブラリー４年生
21　ローマ字
http://www.edu-
c.pref.miyagi.jp/tangen/japanese/ele4_jp/question/21step1.pdf

本は友達
◇　ご家庭で過ごす児童生徒の皆さんと,その保護者の方へ（公益社団法人全国学
校図書館協議会（SLA））
https://www.j-sla.or.jp/post-195.html

小数のしくみ
◇　みやぎ単元問題ライブラリー４年生
５　小数のしくみ
http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/question/e4san.html
◇　うでだめシート４年（東京書籍）
１５　小数のしくみ
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/ten_download/dlf80/emwz8912.htm

そろばん
◇　みやぎ単元問題ライブラリー４年生
そろばん
http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/question/e4san.html

あたたかくなると
□　NHK for School　ミクロワールド「道ばたに育つ オオバコの秘密」（動画5
分）
https://www.nhk.or.jp/rika/micro/?das_id=D0005100140_00000

□　NHK for School　ふしぎがいっぱい４年生「春がやってきた」（動画１０分）
https://www.nhk.or.jp/rika/fushigi4/?das_id=D0005110021_00000

植物の成長
□　NHK for School　ふしぎがいっぱい４年生「春の一日」（動画１０分）
https://www.nhk.or.jp/rika/fushigi4/?das_id=D0005110022_00000
□　植物ずかん（教育出版）https://www.kyoiku-
shuppan.co.jp/docs/pages/rika/guide/plant/index.html

からだが動くしくみ
□　NHK for School　ミクロワールド「森を支える小昆虫 トビムシ」（動画5分）
https://www.nhk.or.jp/rika/micro/?das_id=D0005100065_00000

動物の骨と筋肉
□　NHK for School　　ミクロワールド「軽くて丈夫　骨の秘密」（動画5分）
https://www.nhk.or.jp/rika/micro/?das_id=D0005100157_00000

天気と気温
□　NHK for School　クリップ「晴れの日の太陽の動きと気温は」（動画約３分）
https://www.nhk.or.jp/school/textbook/search/index.html?guideline=%22%E5%B
0%8F%E5%AD%A6%20%E7%90%86%E7%A7%91%204%E5%B9%B4%20B%20%283%29%20%E3%82%A2%
22#genre=g01_025&id=L3

電流のはたらき
□　NHK for School　ふしぎエンドレス　理科４年「電池カーの速さの秘密」（動
画１０分）https://www.nhk.or.jp/rika/endless4/?das_id=D0005110403_00000

雨水のゆくえと地面のようす
□　NHK for School　ふしぎエンドレス　理科４年「校庭にふった雨はどこへ」
（動画１０分）
https://www.nhk.or.jp/rika/endless4/?das_id=D0005110406_00000

水はどこから
□　NHK for School　ふしぎエンドレス　理科４年「すいてきはどこから」（動画
１０分）
https://www.nhk.or.jp/rika/endless4/?das_id=D0005110416_00000

夏の星
□　NHK for School　ふしぎエンドレス　理科４年「夏の星空」（動画１０分）
https://www.nhk.or.jp/rika/endless4/?das_id=D0005110407_00000

月の見え方
□　NHK for School　ふしぎエンドレス　理科４年
　　　　　　　「満月は時間がたつと」（動画１０分）

https://www.nhk.or.jp/rika/endless4/?das_id=D0005110408_00000

大きい数のしくみ
◇　みやぎ単元問題ライブラリー４年生
１　大きい数のしくみ
http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/question/e4san.html
◇　うでだめシート４年（東京書籍）
８　大きい数のしくみ①
９　大きい数のしくみ②
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/ten_download/dlf80/emwz8912.htm
□　NHK for School　マテマティカ２
大きい数の感じ方　https://www.nhk.or.jp/sansuu/matemate2/

※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。

７月６月

もしも、どうしたい
□　NHK for School　お伝と伝じろう「ピンチ！意見が対立」（動画10分）
【話す・聞く】
https://www.nhk.or.jp/kokugo/otsuta/?das_id=D0005150170_00000
□　NHK for School　お伝と伝じろう「何を話し合ったの？」（動画各10分）
【話す・聞く】
https://www.nhk.or.jp/kokugo/otsuta/?das_id=D0005150169_00000

グループにまとめて整理しよう
□　NHK for School　わかる国語　読み書きのツボ「数えてすっきり」（動画10
分）
【書く】
https://www.nhk.or.jp/kokugo/tsubo/?das_id=D0005150030_00000

想像したことを音読で表そう
□　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　お伝と伝じろう「劇で表現しよう」（動画10分）
【読む】
https://www.nhk.or.jp/kokugo/otsuta/?das_id=D0005150179_00000

説明のまとまりを見つけよう
□　NHK for School　お伝と伝次郎「ちゃんと説明できたかな？」（動画10分）
【読む】
https://www.nhk.or.jp/kokugo/otsuta/?das_id=D0005150171_00000

説明のまとまりを見つけよう
□ NHK for School　わかる国語　読み書きのツボ「背筋をまっすぐ～ねじれ文を
直す」（動画10分）
https://www.nhk.or.jp/kokugo/tsubo/?das_id=D0005150027_00000

たしかめながら話を聞こう
□　NHK for School　お伝と伝じろう「ほんとうに分かっているの？」（動画10
分）
【話す・聞く】
https://www.nhk.or.jp/kokugo/otsuta/?das_id=D0005150165_00000
□　NHK for School　お伝と伝じろう「意見を言おう」（動画10分）
【話す・聞く】
https://www.nhk.or.jp/kokugo/otsuta/?das_id=D0005150163_00000

みんなで新聞を作ろう
□　NHK for School　わかる国語「新聞をつくろう」（動画3分）【書く】
http://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005310971_00000
□　NIEこどもページ　https://nie.jp/child/

お願いやお礼の手紙を書こう
◇　みやぎ単元問題ライブラリー４年生
10  手紙文
http://www.edu-
c.pref.miyagi.jp/tangen/japanese/ele4_jp/question/10step1.pdf

折れ線グラフと表
◇　みやぎ単元問題ライブラリー４年生
２　折れ線グラフと表
【かく力を高める問題】折れ線グラフと表
http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/question/e4san.html
◇　うでだめシート４年（東京書籍）
１　折れ線グラフと表①
２　折れ線グラフと表②
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/ten_download/dlf80/emwz8912.htm

わり算の筆算(1)
◇　みやぎ単元問題ライブラリー４年生
３　わり算の筆算(1)
【かく力を高める問題】わり算の筆算(1)
http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/question/e4san.html
◇　うでだめシート４年（東京書籍）
４　わり算の筆算(1)①
５　わり算の筆算(1)②
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/ten_download/dlf80/emwz8912.htm
◇　NHK for School　マテマティカ２
割り算って何だ　https://www.nhk.or.jp/sansuu/matemate2/

角の大きさ
◇　みやぎ単元問題ライブラリー４年生
４　角の大きさ
【かく力を高める問題】角の大きさhttp://www.edu-
c.pref.miyagi.jp/tangen/question/e4san.html
◇　うでだめシート４年（東京書籍）
３　角の大きさ
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/ten_download/dlf80/emwz8912.htm

わたしたちの県
日本地図を広げて
◇　東書Dマーク
https://tsho.jp/02pk/s4/menu/s4.html
「四方位・八方位」
「地図記号わかるかな？」
「地図帳の使い方をたしかめよう」
「ビンゴ！都道府県かるた」
「都道府県いくついえるかな？」

◇子どものページ（国土地理院）
https://www.gsi.go.jp/KIDS/index.html

県の広がり
□　NHK for School 見えるぞ！ニッポン「宮城県～米～」（動画15分）
https://www.nhk.or.jp/syakai/mieruzo/?das_id=D0005120148_00000



体育

外国語

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！２音声データ】　https://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/gaikokugo/1387503_00001.htm

Unit1:Hello,world!　世界のいろいろなことばであいさつをしよう
□　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」（動画15:00）

Unit2:Let's play cards.　好きな遊びを伝えよう
□　NHK for School  エイゴビート
https://www.nhk.or.jp/eigo/beat/?das_id=D0005140224_00000
第２０回「野球をしているよ」
第２２回「立って！」（動画各10:00）
□　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３６回「世界の天気を伝えよ！」（動画10:00）

Unit3:I like Mondays.　好きな曜日は何かな？
□　NHK for School  エイゴビート
https://www.nhk.or.jp/eigo/beat/?das_id=D0005140224_00000
第１８回「日曜日あいてる？」（動画10:00）
第２３回「どの教科が好き？」（動画10:00)

Unit4:What time is it?　今，何時？
□　NHK for School  エイゴビート
https://www.nhk.or.jp/eigo/beat/?das_id=D0005140224_00000
第１１回「いま何時？」（動画10:00）

音楽で心の輪を広げよう
・花束をあなたに　（共）さくら　さくら
https://textbook.kyogei.co.jp/library/2020/04/01/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%
92%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%80%80%e5%b0%8f%e5%ad%a6%e7%94%9f%e3%81%ae%e9%9f%b3
%e6%a5%bd%ef%bc%94/

歌声のひびきを感じ取ろう
・いいこと ありそう　・歌のにじ　（共）まきばの朝
https://textbook.kyogei.co.jp/library/2020/04/01/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%
92%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%80%80%e5%b0%8f%e5%ad%a6%e7%94%9f%e3%81%ae%e9%9f%b3
%e6%a5%bd%ef%bc%94/

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）」
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/supoken/exercise.html

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）
https://www.nhk.or.jp/school/clip/

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）
　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://www.nhk.or.jp/school/clip/

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://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/

音楽
◇音楽しらべ隊　世界の音楽，いろいろな音楽，作曲家（教育芸術社）https://www.kyogei.co.jp/shirabe/
◇Musical Zoo（どうぶつがっきずかん）（ヤマハ）https://www.yamaha-mf.or.jp/zoo/ja/instpark.html

いろいろなリズムを感じ取ろう
・風のメロディー　・クラッピングファンタジー　第７番楽しいマーチ
・いろんな木の実

ちいきにつたわる音楽に親しもう
・こきりこ
音楽しらべ隊　郷土の音楽（教育芸術社）
https://www.kyogei.co.jp/shirabe/kyoudo/kyoudo_idx.html


