
みやぎ　わくわくスタディ・なび【小学３年】

学年

https://www.nhk.or.jp/syakai/konomachi/?das_id=D0005120425_00000 https://www.nhk.or.jp/syakai/konomachi/?das_id=D0005120429_00000

□　NHK for School　知っトク地図帳「警察署」（動画10分）

https://www.nhk.or.jp/syakai/tizu/?das_id=D0005120083_00000 https://www.nhk.or.jp/syakai/konomachi/?das_id=D0005120426_00000

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005402068_00000 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005311157_00000

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005402067_00000 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005311159_00000

https://www.nhk.or.jp/eigo/beat/?das_id=D0005140227_00000 https://www.nhk.or.jp/eigo/beat/

□　NHK for School  エイゴビート2
  第10回「これなあに？」（動画配信予定）

Unit8:What's this?　これなあに？
□　NHK for School  エイゴビート
  第4回「ネコかな？」（動画10:00）

Unit9:Who are you?　きみはだれ？
□　NHK for School  エイゴビート
  第9回「スケートができるよ」（動画10:00）
  第13回「あの人はだれ？」（動画10:00）
  第24回「アイドルになりたい」（動画10:00）

https://www.nhk.or.jp/rika/endless3/?das_id=D0005110396_00000

◇　うでだめシート　３年（東京書籍）
かけ算の筆算（2）①②

◇　うでだめシート　３年（東京書籍）
ぼうグラフと表 ①②

https://www.nhk.or.jp/sansuu/wan/?das_id=D0005160068_00000

◇　うでだめシート　３年（東京書籍）
三角形と角

三角形と角
◇　みやぎ単元問題ライブラリー３年生
１７　三角形と角

□NHK for School　さんすう犬ワン
第１７回ぼうグラフ使える？　～ぼうグラフと表～

◇　うでだめシート　３年（東京書籍）
□を使った式

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://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

外国語
活動

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

理科

明かりがつくつなぎ方
□　NHK for School　ふしぎエンドレス　理科３年
　　　　　         「あかりをつけるには？」（動画10分）
　

じしゃくにつく物
□　NHK for School　クリップ
　　　           　「じしゃくにつくものとつかないもの」（動画2分）

おもちゃをつくろう
□　NHK for School　ふしぎがいっぱい３年生
　　　　　　     　「おもちゃを作ろう！」（動画10分）

https://www.nhk.or.jp/rika/endless3/?das_id=D0005110395_00000

電気を通す物と通さない物
□　NHK for School　ふしぎエンドレス　理科３年
　　　　　         「あかりがつくものは？」（動画10分）

https://www.nhk.or.jp/rika/rika3/?das_id=D0005110214_00000 https://www.nhk.or.jp/rika/endless3/?das_id=D0005110397_00000

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005300773_00000 https://www.nhk.or.jp/rika/fushigi3/?das_id=D0005110019_00000

電気を通す物と通さない物
□　NHK for School　ふしぎだいすき３年生
　　　　　　       「ピカッ！まめでんきゅう」（動画15分）

じしゃくにつく物
□　NHK for School　ふしぎエンドレス　理科３年
　　　　　　　　 　「じしゃくに引きよせられるもの」（動画10分）

□　NHK for School  基礎英語0
　第2回「絵の正体を探れ！」（動画10:00）
  第20回「画像から場所を特定せよ！」（動画10:00）

□　NHK for School  エイゴビート2
  第11回「だれかな？」（動画配信予定）

https://www.nhk.or.jp/eigo/mission/?das_id=D0005140252_00000 https://www.nhk.or.jp/eigo/beat2/

※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

算数

□を使った式
◇　みやぎ単元問題ライブラリー３年生
１５　□を使った式

かけ算の筆算(2)
◇　みやぎ単元問題ライブラリー３年生
１６　かけ算の筆算(2)

ぼうグラフと表
◇　みやぎ単元問題ライブラリー３年生
１８　ぼうグラフと表

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

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

社会

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

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

くらしを守る　事故や事件からくらしを守る
□　NHK for School　コノマチ☆リサーチ「たいせつな”安全”を守るぞ！」（動画10分）

市のうつりかわり　市の様子と人々のくらしのうつりかわり
□　NHK for School　コノマチ☆リサーチ「マチはどう変わっていくんだ？」（動画10分）

□　NHK for School　コノマチ☆リサーチ「マチの“むかし”を知りたいぞ！」（動画10分）　

□　NHK for School　「交通事故をふせぐ」（動画１分53秒） □　NHK for School　「生活の道具のうつり変（か）わり」（動画３分52秒）

□　NHK for School　「事件（じけん）や事故（じこ）をふせぐ」（動画55秒） □　NHK for School　「年表をつくってみよう!」（動画２分15秒）

１月 ２月 ３月

国語

俳句に親しむ
□　NHK for school おはなしのくにクラシック
第３回　「雪とけて　俳句（1）春・夏」（動画10分）

外国のことをしょうかいしよう【言葉の力】話の組み立てや話し方をくふうする
□NHK for school お伝と伝じろう
第１４回　「表情にも言葉が」（動画10分）

漢字の組み立てと意味
◇　みやぎ単元ライブラリー３年生
７　漢字の組み立てと意味

https://www.nhk.or.jp/kokugo/otsuta/?das_id=D0005150180_00000 http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/japanese/ele3_jp/question/22step2.pdf

https://www.nhk.or.jp/kokugo/otsuta/?das_id=D0005150168_00000 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005320346_00000 http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/japanese/ele3_jp/question/22step1.pdf

言葉でつたえ合う
□NHK for school お伝と伝じろう
第２０回　「思いを届けるスピーチ」（動画10分）

漢字の組み立てと意味
◇　みやぎ単元ライブラリー３年生
２２　漢字のまとめ（書く）

https://www.nhk.or.jp/kokugo/classic/?das_id=D0005150083_00000 https://www.nhk.or.jp/kokugo/otsuta/?das_id=D0005150174_00000 http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/japanese/ele3_jp/question/07step1.pdf

俳句に親しむ
□　NHK for school お伝と伝じろう
第８回　「今日は句会」（動画10分）

外国のことをしょうかいしよう【おさえる】「間」のいろいろなやくわり
□NHK for school クリップ　総合
スピーチのコツ　～間（ま）をとろう～（動画2分23秒）

漢字のまとめ
◇　みやぎ単元ライブラリー３年生
２２　漢字のまとめ（読む）

https://www.nhk.or.jp/syakai/konomachi/?das_id=D0005120425_00000
https://www.nhk.or.jp/syakai/konomachi/?das_id=D0005120429_00000
https://www.nhk.or.jp/syakai/tizu/?das_id=D0005120083_00000
https://www.nhk.or.jp/syakai/konomachi/?das_id=D0005120426_00000
https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005402068_00000
https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005311157_00000
https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005402067_00000
https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005311159_00000
https://www.nhk.or.jp/eigo/beat/?das_id=D0005140227_00000
https://www.nhk.or.jp/eigo/beat/
https://www.nhk.or.jp/rika/endless3/?das_id=D0005110396_00000
https://www.nhk.or.jp/sansuu/wan/?das_id=D0005160068_00000
https://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/gaikokugo/1387503_00001.htm
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/eigo/beat2/
https://www.nhk.or.jp/rika/endless3/?das_id=D0005110395_00000
https://www.nhk.or.jp/rika/rika3/?das_id=D0005110214_00000
https://www.nhk.or.jp/rika/endless3/?das_id=D0005110397_00000
https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005300773_00000
https://www.nhk.or.jp/rika/fushigi3/?das_id=D0005110019_00000
https://www.nhk.or.jp/eigo/mission/?das_id=D0005140252_00000
https://www.nhk.or.jp/eigo/beat2/
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
http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/question/e3san.html
http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/question/e3san.html
https://www.nhk.or.jp/kokugo/otsuta/?das_id=D0005150180_00000
http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/japanese/ele3_jp/question/22step2.pdf
https://www.nhk.or.jp/kokugo/otsuta/?das_id=D0005150168_00000
https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005320346_00000
http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/japanese/ele3_jp/question/22step1.pdf
https://www.nhk.or.jp/kokugo/classic/?das_id=D0005150083_00000
https://www.nhk.or.jp/kokugo/otsuta/?das_id=D0005150174_00000
http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/japanese/ele3_jp/question/07step1.pdf


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

・たいこにちょうせん！！
（祭りばやしのとくちょうをかんじとりましょう。）

https://youtu.be/Fmdi_scE8qw

体育

跳び箱運動
□　NHK for School「小学校３～４年　開脚とび　できるポイント(体育ノ介）（動画５８秒），できないポイン
ト（体育ノ介）（動画３４秒），できるポイント(冨田洋之さん）(動画４７秒）」

表現
◇　文部科学省　小学校体育（運動領域）まるわかりハンドブック　表現運動について～リズムダンス

ゴール型ゲーム　サッカー
□　NHK for School「小学校３～４年　サッカー　ドリブルできるポイント(原菜摘子さん）（動画４２秒）」

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005360018_00000

音楽

ちいきに　つたわる音楽で　つながろう
・祇園囃子／ねぶた囃子
（祭りばやしに親しみましょう。）

ちいきに　つたわる音楽で　つながろう
・ラドレ(ーー)の音でせんりつづくり
（３つの音で，おはやしのせんりつをつくりましょう。）

音の重なりを　かんじて　合わせよう
・かね
（せんりつの重なりを楽しみながら，ききましょう。）

https://youtu.be/0fEO37m4R30 https://textbook.kyogei.co.jp/library/2020/03/02/小学生の音楽３ https://youtu.be/hBlNa9_RCNw?t=818

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/sports/detail/__icsFiles/afieldfile/2011/07/06/1308039_10.pdf https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005360123_00000

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）」

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005360021_00000

・神田囃子「投げ合い」
（祭りばやしのとくちょうをかんじとりましょう。）

音の重なりを　かんじて　合わせよう
・歌おう 声高く
（せんりつの重なりを楽しみながら，歌いましょう。）

・エーデルワイス
（いろいろな楽器の音の重なりを楽しみながら合奏しましょう。）

https://youtu.be/4nzGbcYtSSM

https://textbook.kyogei.co.jp/library/2020/03/02/小学生の音楽３
https://textbook.kyogei.co.jp/library/2020/03/02/小学生の音楽３
https://youtu.be/Fmdi_scE8qw
https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005360018_00000
https://youtu.be/0fEO37m4R30
https://textbook.kyogei.co.jp/library/2020/03/02/小学生の音楽３
https://youtu.be/hBlNa9_RCNw?t=818
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/sports/detail/__icsFiles/afieldfile/2011/07/06/1308039_10.pdf
https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005360123_00000
https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005360021_00000
https://youtu.be/4nzGbcYtSSM

