
月 ８・９月 １０月 １１月 １２月

【詩を読もう】 【想ぞうを広げて物語を書こう】 【話したいな、わたしのすきな時間】 【自分の考えをつたえよう】

●NHKforschool「お伝と伝じろう　なにを言
いたいの？」(1-2年）

●NHKforschool「お伝と伝じろう　どうし
てそう思ったの？」(1-2年）

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/outli

ne.cgi?das_id=D0005150166_00000

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/o

utline.cgi?das_id=D0005150167_00000

【グループの合い言葉をきめよう】 【パラリンピックについて調べよう】 【案内の手紙を書こう】

【人物につたえたいことをまとめよう】 【想ぞうしたことを伝え合おう】

【お店の人たちの仕事】 【火事からくらしを守る】 【交通事故や事件からくらしを守る】

●NHKforSchool “スーパーマーケット”につれて
いってくれ！

●NHKforSchool 火事がおこった！大変
だ！

●NHKforSchool たいせつな“安全”を守る
ぞ！

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

=D0005120419_00000

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

?das_id=D0005120424_00000

https://www.nhk.or.jp/syakai/konomachi/?

das_id=D0005120425_00000

●NHKforSchool  スーパーマーケット ●NHKforSchool 消防署 ●NHKforSchool 警察署

https://www.nhk.or.jp/syakai/tizu/?das_id=D000

5120009_00000

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

=D0005120001_00000

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

D0005120083_00000

●NHKforSchool “いろいろな店”を知りたいぞ！

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

=D0005120420_00000

●NHKforSchool “マチの外と“つながる”シゴト

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

=D0005120423_00000

【10000より大きい数を調べよう】 【わり算や分数を考えよう】 【数の表し方やしくみを調べよう】
【分数を使った大きさのあらわし方を調
べよう】

●NHKforSchool小数ってなに？～小数～
●NHKforSchool分数 たせる？～分数
のたし算～

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

D0005160062_00000

http://www.nhk.or.jp/sansuu/wan/?das_

id=D0005160064_00000

【大きい数のかけ算のしかたを考えよう】 【まるい形を調べよう】 【重さをはかって表そう】

●NHKforSchoolまるってなに？ ～円～

http://www.nhk.or.jp/sansuu/wan/?das_id

=D0005160056_00000

【こん虫のかんさつ】 【かげと太陽】 【光のせいしつ】 【電気で明かりをつけよう】

●NHKforschool ふしぎエンドレス　「虫はどこに
いる？」

●NHKforschool ふしぎエンドレス　「日な
たと日かげ」

●NHKforschool ふしぎエンドレス　「日光を
集めると？」

●NHKforschool ふしぎエンドレス　「あ
かりがつくものは？」

https://www.nhk.or.jp/rika/endless3/?das_id=D0

005110388_00000

https://www.nhk.or.jp/rika/endless3/?das_

id=D0005110391_00000

https://www.nhk.or.jp/rika/endless3/?das_i

d=D0005110393_00000

https://www.nhk.or.jp/rika/endless3/?d

as_id=D0005110396_00000

●NHKforschool ふしぎエンドレス　「虫のからだ」
●NHKforschool ふしぎエンドレス　「かげ
のふしぎ」

●NHKforschool ふしぎエンドレス　「光はど
こから？」

●NHKforschool ふしぎエンドレス　「あ
かりをつけるには？」

https://www.nhk.or.jp/rika/endless3/?das_id=D0

005110386_00000

https://www.nhk.or.jp/rika/endless3/?das_

id=D0005110390_00000

https://www.nhk.or.jp/rika/endless3/?das_i

d=D0005110392_00000

https://www.nhk.or.jp/rika/endless3/?d

as_id=D0005110395_00000
●NHKforschool ふしぎエンドレス　「虫の育ち
方」
https://www.nhk.or.jp/rika/endless3/?das_id=D0

005110385_00000

【植物の一生】 【しじしゃくのふしぎ】

●NHKforschool ふしぎエンドレス　「花がさいた
あと」

●NHKforschool ふしぎエンドレス　「じ
しゃくのふしぎ」

https://www.nhk.or.jp/rika/endless3/?das_id=D0

005110389_00000

https://www.nhk.or.jp/rika/endless3/?d

as_id=D0005110398_00000

●NHKforschool ふしぎエンドレス　「植物の育ち
方とからだ」

●NHKforschool ふしぎエンドレス　「じ
しゃくに引きよせられるもの」

https://www.nhk.or.jp/rika/endless3/?das_id=D0

005110384_00000

https://www.nhk.or.jp/rika/endless3/?d

as_id=D0005110397_00000

●NHKforschool ふしぎエンドレス　「タネのふし
ぎ」
https://www.nhk.or.jp/rika/endless3/?das_id=D0

005110382_00000

【Let's Try の音声データ】 【Unit 5 What do you like? 何がすき？】 【Unit 6 ALPHABET アルファベットとなかよし】 【Unit 7 This is for you. カードをおくろう】

●文部科学省 「Let's Try!」の音声データのリンク先 ●NHK for School エイゴビート 第23回 ●下妻市教育委員会
　おなじみスイッチゲーム（アルファベット）

https://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/gaikoku

go/1387503_00001.htm

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

D0005140246_00000

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp

QLSdYcLyYm4reVKEoujQ4gCneB7VvciJ-

z7L8GMNl-nUXvbIItg/viewform

●NHK for School エイゴビート2 第5回

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

=D0005140375_00000

【いろいろな音のひびきをかんじとろう】 【曲のかんじを生かそう】 【いろいろな音のひびきをかんじとろう】 【ちいきにつたわる音楽でつながろう】

●NHK for school 音楽ブラボー

https://www.nhk.or.jp/ongaku/bravo/

【あみあみ大作戦】 【でこぼこさん大集合】 【トントンくぎ打ち】 【未来にタイムスリップ】

●開隆堂「紙はん画のつくり方」

http://www.kairyudo.co.jp/contents/05_ky

oiku/support/zubi/doga/13.htm
【さわってわくわく】

●開隆堂「ローラーの使い方」

http://www.kairyudo.co.jp/contents/05_ky

oiku/support/zubi/doga/08.htm

【集めてならべて】

【体ほぐし・多様な動き　力】 【多様な動き　基本】 【小型ハードル】 【多様な動き　移動】

●彩の国体つくりチャレンジプログラム 小学校版
すくすくプログラム

●彩の国体つくりチャレンジプログラム 小
学校版 すくすくプログラム

●NHKforSchoolはりきり体育ノ介「ハードル
走に挑戦だ！～」

●彩の国体つくりチャレンジプログラム
小学校版 すくすくプログラム

https://www.youtube.com/watch?v=v3zvjR0aHo

8

https://www.youtube.com/watch?v=v3zvj

R0aHo8 https://www.nhk.or.jp/taiiku/harikiri/?das_i

d=D0005220008_00000

https://www.youtube.com/watch?v=v3z

vjR0aHo8

【表現・リズムダンス】 【跳び箱運動】 【健康な生活】 【プレルボール】

●NHKforSchoolはりきり体育ノ介「器械運
動（跳び箱）～開脚とびに挑戦だ！～」

https://www.nhk.or.jp/taiiku/harikiri/?das_

id=D0005220004_00000

●NHKforSchoolはりきり体育ノ介「器械運
動（跳び箱）～台上前転に挑戦だ！～」

https://www.nhk.or.jp/taiiku/harikiri/?das_

id=D0005220005_00000

【かけっこリレー】 【タグラグビー】

●NHKforSchoolはりきり体育ノ介「陸上運動～走
るに挑戦だ！～」

●NHKforSchoolはりきり体育ノ介「タグラ
グビーに挑戦だ！」

https://www.nhk.or.jp/taiiku/harikiri/?das_id=D0

005220018_00000

https://www.nhk.or.jp/taiiku/harikiri/?das_

id=D0005220028_00000
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※上記のリンクには該当学年外のものが含まれていますが、児童の実態に合わせてご使用ください。
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