
学年

https://www.nhk.or.jp/syakai/konomachi/?das_id=D0005120423_00000 https://www.nhk.or.jp/syakai/konomachi/?das_id=D0005120424_00000

□　NHK for School　コノマチ☆リサーチ「”スーパーマーケット”につれていってくれ！」（動画10分）
 □　NHK for School　知っトク地図帳「消防署」（動画10分）

https://www.nhk.or.jp/syakai/konomachi/?das_id=D0005120419_00000 https://www.nhk.or.jp/syakai/tizu/?das_id=D0005120001_00000

https://www.nhk.or.jp/syakai/tizu/?das_id=D0005120009_00000 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005311199_00000

https://www.nhk.or.jp/syakai/tizu/?das_id=D0005120008_00000

https://www.nhk.or.jp/rika/rika3/?das_id=D0005110208_00000 https://www.nhk.or.jp/rika/endless3/?das_id=D0005110388_00000

実ができたよ
□　NHK for School　ふしぎエンドレス　理科３年
　　　　         　「花がさいたあと」（動画10分）

こん虫のからだ
□　NHK for School　ふしぎエンドレス　理科３年
　　　　　         「虫のからだ」（動画10分）

https://www.nhk.or.jp/rika/endless3/?das_id=D0005110389_00000 https://www.nhk.or.jp/rika/endless3/?das_id=D0005110386_00000

外国語
活動

https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/ten_download/2020/2020058246.htm

どんな計算になるのかな
◇　うでだめシート　３年（東京書籍）どんな計算になるのかな？

◇　うでだめシート　３年（東京書籍）重さのたんいとはかり方

https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/ten_download/2020/2020058246.htm https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/ten_download/2020/2020058246.htm

円と球
◇　みやぎ単元問題ライブラリー３年生
１１　円と球

□　NHK for School　さんすう犬ワン「はかりのめもりは何ｇ？～重さ～」（動画10
分）

https://www.nhk.or.jp/sansuu/wan/?das_id=D0005160056_00000

◇　うでだめシート　３年（東京書籍）円と球

理科

https://www.nhk.or.jp/rika/endless3/?das_id=D0005110399_00000

物の重さ調べ
□　NHK for School　ふしぎエンドレス　理科３年
　　　　　         「形がかわると？」（動画10分）

https://www.nhk.or.jp/rika/endless3/?das_id=D0005110400_00000

物の重さ調べ
□　NHK for School　ふしぎエンドレス　理科３年
　　　　　         「重いのはどれ？」（動画10分）
　

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

https://www.nhk.or.jp/eigo/beat/?das_id=D0005140246_00000 https://www.nhk.or.jp/eigo/beat2/?das_id=D0005140377_00000 https://www.nhk.or.jp/eigo/beat2/

□　NHK for School  エイゴビート2
  第6回「What do you like?何が好き？」（動画10:00）
　第8回「英語で弟子入り！②　第5～7回のまとめ」（動画10:00）

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005301930_00000

物の重さくらべ
□　NHK for School　クリップ
　　　　　         「重さくらべのけっか」（動画3分）

集めた日光
□　NHK for School　ふしぎエンドレス　理科３年
　　　　　         「日光を集めると？」（動画10分）
　

https://www.nhk.or.jp/rika/endless3/?das_id=D0005110393_00000

音が出るとき
□　NHK for School　ふしぎエンドレス　理科３年
　　　　　　　　　 「音のふしぎ」（動画10分）

https://www.nhk.or.jp/rika/endless3/?das_id=D0005110394_00000

https://www.nhk.or.jp/sansuu/wan/?das_id=D0005160064_00000

□　NHK for School　さんすう犬ワン「分数たせる？～分数のたし算～」（動画10分）

https://www.nhk.or.jp/sansuu/wan/?das_id=D0005160066_00000

本をしょうかいしよう
□NHK for school お伝と伝じろう
第１３回　「言葉が人をひきつける」（動画10分）
https://www.nhk.or.jp/kokugo/otsuta/?das_id=D0005150173_00000

□　NHK for School　知っトク地図帳「スーパーマーケット」（動画10分）

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

Unit7:This is for you.　カードをおくろう
□　NHK for School  エイゴビート2
  第9回「これあげる」（動画配信予定）

□　NHK for School　知っトク地図帳「商店街」（動画10分）

□　NHK for School　さんすう犬ワン「小数ってなに？～小数～」（動画10分）

https://www.nhk.or.jp/sansuu/wan/?das_id=D0005160062_00000

重さのたんいとはかり方
◇　みやぎ単元問題ライブラリー３年生
１３　重さのたんいとはかり方
http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/question/e3san.htmlhttps://ten.tokyo-shoseki.co.jp/ten_download/2020/2020058246.htm

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

実ができたよ
□　NHK for School　ふしぎだいすき３年生
　　　　　         「あらら！花からな－んだ」（動画15分）

こん虫などのすみか
□　NHK for School　ふしぎエンドレス　理科３年
　　　　　         「虫はどこにいる？」（動画10分）

１１月 １２月
ローマ字
◇ドリルの王様
３ねんローマ字

自分の考えを伝えよう
□NHK for school 読み書きのツボ
「なぜかというと～理由を言葉にする～」（動画15:00）

https://happylilac.net/ssk/sk1812201027.html https://www.nhk.or.jp/kokugo/tsubo/?das_id=D0005150028_00000

話したいな，わたしのすきな時間
□NHK for school お伝と伝じろう
第６回　「何を言いたいの？」（動画10分）

本をしょうかいしよう
□NHK for school お伝と伝じろう
第７回　「どうしてそう思ったの？」（動画10分）

https://www.nhk.or.jp/kokugo/otsuta/?das_id=D0005150166_00000 https://www.nhk.or.jp/kokugo/otsuta/?das_id=D0005150167_00000

社会

算数

◇　うでだめシート　３年（東京書籍）大きい数のわり算，分数とわり算

はたらく人とわたしたちのくらし　店ではたらく人
□　NHK for School　コノマチ☆リサーチ「マチの外と”つながる”シゴト」（動画10分）

くらしを守る　火事からくらしを守る
□　NHK for School　コノマチ☆リサーチ「火事がおこった！大変だ！」（動画10分）

□　NHK for School　「自主防災組織の活動」（動画２分50秒）

パラリンピックについて調べよう【言葉の力】要約してまとめる
□NHK for school 読み書きのツボ
「切ってつないで～文を分ける・まとめる～」（動画15:00）

https://www.nhk.or.jp/kokugo/otsuta/?das_id=D0005150169_00000

国語
グループの合い言葉をきめよう
□NHK for school お伝と伝じろう
第１８回　「声だけで表現しよう」（動画10分）

くわしく表す言葉
◇　みやぎ単元ライブラリー３年生
１４　様子をくわしく表す言葉

https://www.nhk.or.jp/kokugo/tsubo/?das_id=D0005150026_00000

９月 １０月

http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/japanese/ele3_jp/question/14step1.pdf

https://www.nhk.or.jp/kokugo/otsuta/?das_id=D0005150178_00000

実ができたよ
□　NHK for School　ふしぎだいすき３年生
　　　　　　　　   「大集合！たねにもいろいろ」（動画15分）

太陽とかげ
□　NHK for School　ふしぎエンドレス　理科３年
　　　　         　「かげのふしぎ」（動画10分）

https://www.nhk.or.jp/rika/rika3/?das_id=D0005110209_00000 https://www.nhk.or.jp/rika/endless3/?das_id=D0005110390_00000

※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。　　　宮城県教育委員会

□　NHK for School  えいごリアン
  「だれにでもあるよね、すき・きらい／Do you like math? Yes,I do.」（動画
14:59）

https://www.nhk.or.jp/eigo/eigorian/?das_id=D0005140147_00000

□　NHK for School  基礎英語0
　第3回「インドの人が好きな食べ物を調べよ！」（動画10:00）

https://www.nhk.or.jp/eigo/mission/?das_id=D0005140253_00000

Unit5:What do you like?　何が好き？
□　NHK for School  エイゴビート
  第23回「どの教科が好き？」（動画10:00）

Unit6:ALPHABET　アルファベットとなかよし
□　NHK for School  エイゴビート2
  第7回「アルファベットで遊ぼう(1)」（動画10:00）

https://www.nhk.or.jp/eigo/beat2/

みやぎ　わくわくスタディ・なび【小学３年】

大きい数のわり算，分数とわり算
◇　みやぎ単元問題ライブラリー３年生
１０　大きい数のわり算，分数とわり算

グループの合い言葉をきめよう
□NHK for school お伝と伝じろう
第９回　「何を話し合ったの？」（動画10分）

□　NHK for School　さんすう犬ワン「まるってなに？～円～」（動画10分）

https://www.nhk.or.jp/syakai/konomachi/?das_id=D0005120423_00000
https://www.nhk.or.jp/syakai/konomachi/?das_id=D0005120424_00000
https://www.nhk.or.jp/syakai/konomachi/?das_id=D0005120419_00000
https://www.nhk.or.jp/syakai/tizu/?das_id=D0005120001_00000
https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005311199_00000
https://www.nhk.or.jp/syakai/tizu/?das_id=D0005120008_00000
https://www.nhk.or.jp/rika/rika3/?das_id=D0005110208_00000
https://www.nhk.or.jp/rika/endless3/?das_id=D0005110388_00000
https://www.nhk.or.jp/rika/endless3/?das_id=D0005110389_00000
https://www.nhk.or.jp/rika/endless3/?das_id=D0005110386_00000
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/ten_download/2020/2020058246.htm
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/ten_download/2020/2020058246.htm
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/ten_download/2020/2020058246.htm
https://www.nhk.or.jp/sansuu/wan/?das_id=D0005160056_00000
https://www.nhk.or.jp/rika/endless3/?das_id=D0005110399_00000
https://www.nhk.or.jp/rika/endless3/?das_id=D0005110400_00000
https://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/gaikokugo/1387503_00001.htm
https://www.nhk.or.jp/eigo/beat/?das_id=D0005140246_00000
https://www.nhk.or.jp/eigo/beat2/?das_id=D0005140377_00000
https://www.nhk.or.jp/eigo/beat2/
https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005301930_00000
https://www.nhk.or.jp/rika/endless3/?das_id=D0005110393_00000
https://www.nhk.or.jp/rika/endless3/?das_id=D0005110394_00000
https://www.nhk.or.jp/sansuu/wan/?das_id=D0005160064_00000
https://www.nhk.or.jp/sansuu/wan/?das_id=D0005160066_00000
https://www.nhk.or.jp/kokugo/otsuta/?das_id=D0005150173_00000
http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/question/e3san.html
https://www.nhk.or.jp/sansuu/wan/?das_id=D0005160062_00000
http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/question/e3san.html
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/ten_download/2020/2020058246.htm
http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/question/e3san.html
https://happylilac.net/ssk/sk1812201027.html
https://www.nhk.or.jp/kokugo/tsubo/?das_id=D0005150028_00000
https://www.nhk.or.jp/kokugo/otsuta/?das_id=D0005150166_00000
https://www.nhk.or.jp/kokugo/otsuta/?das_id=D0005150167_00000
https://www.nhk.or.jp/kokugo/otsuta/?das_id=D0005150169_00000
https://www.nhk.or.jp/kokugo/tsubo/?das_id=D0005150026_00000
http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/japanese/ele3_jp/question/14step1.pdf
https://www.nhk.or.jp/kokugo/otsuta/?das_id=D0005150178_00000
https://www.nhk.or.jp/rika/rika3/?das_id=D0005110209_00000
https://www.nhk.or.jp/rika/endless3/?das_id=D0005110390_00000
https://www.nhk.or.jp/eigo/eigorian/?das_id=D0005140147_00000
https://www.nhk.or.jp/eigo/mission/?das_id=D0005140253_00000
https://www.nhk.or.jp/eigo/beat2/


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

体つくり運動
□　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　からだほぐしの運動」

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

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）」

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），トスできるポイント(迫田さおりさん）（動画４８秒），　レシーブできる
ポイント(体育ノ介）（動画５６秒）」

https://www.nhk.or.jp/school/clip/
体育

リズムダンス
□　NHK for School「小学校３～４年　コロブチカ　できるポイント（動画１分２１
秒），できないポイント（動画１分０２秒）(体育ノ介），できるポイント(梅澤順子さ
んと財原宏一さん），おどりかた　(梅澤順子さんと財原宏一さん）（動画３８秒）

ベースボール型（ソフトボール）
□　NHK for School「小学校３～４年　バッティング　できるポイント(体育ノ介）（動
画１分１７秒）」

https://www.nhk.or.jp/school/clip/ https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005360088_00000

鉄棒運動
□　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　てつぼうあそび・鉄棒」

走り幅跳び
□　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　陸上運動」

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

https://textbook.kyogei.co.jp/library/2020/03/02/小学生の音楽３

・ふじ山
（曲の山をかんじながら歌いましょう。）

・帰り道
（歌詞の表す様子を思いうかべながら，曲のかんじを生かして歌いましょう。）

https://textbook.kyogei.co.jp/library/r2-es3 https://textbook.kyogei.co.jp/library/2020/03/02/小学生の音楽３

音楽

せんりつのとくちょうをかんじとろう
・とどけよう　このゆめを／（共）うさぎ
（せんりつの音の上がり下がりをかんじとって歌いましょう。）

曲のかんじを生かそう
・メヌエット
（曲のかんじをあじわってききましょう。）

いろいろな音のひびきをかんじとろう
・トランペットふきの休日／アレグロ
（トランペットとホルンのひびきに親しみましょう。）

いろいろな音のひびきをかんじとろう
・おかしのすきな　まほう使い

https://textbook.kyogei.co.jp/library/r2-es3 https://youtu.be/wbwUBlYU9eQ https://youtu.be/E1Aa1_tG8ZE https://textbook.kyogei.co.jp/library/2020/03/02/小学生の音楽３

・あの雲のように
（せんりつのとくちょうを生かしてえんそうしましょう。）

・山のポルカ／練習（ソ・ファ・ミ）
（曲のかんじに合ったふき方をくふうしてえんそうしましょう。）

・パフ
（重なり合う音のひびきをかんじとりながらえんそうしましょう。）

・まほうの音楽
（音のとくちょうを生かしておんがくをつくりましょう。）

https://textbook.kyogei.co.jp/library/r2-es3 https://textbook.kyogei.co.jp/library/r2-es3 https://textbook.kyogei.co.jp/library/r2-es3

http://www.edu.city.kyoto.jp/sogokyoiku/kenkyukai/s-taiiku/
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/supoken/exercise.html
https://www.nhk.or.jp/school/clip/
https://www.nhk.or.jp/school/clip/
https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005360088_00000
http://www.edu.city.kyoto.jp/sogokyoiku/kenkyukai/s-taiiku/
http://www.edu.city.kyoto.jp/sogokyoiku/kenkyukai/s-taiiku/
https://textbook.kyogei.co.jp/library/2020/03/02/小学生の音楽３
https://textbook.kyogei.co.jp/library/r2-es3
https://textbook.kyogei.co.jp/library/2020/03/02/小学生の音楽３
https://textbook.kyogei.co.jp/library/r2-es3
https://youtu.be/wbwUBlYU9eQ
https://youtu.be/E1Aa1_tG8ZE
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https://textbook.kyogei.co.jp/library/r2-es3

