
月 ８・９月 １０月 １１月 １２月

【盆土産】 【モアイは語る】
【君は「最後の晩餐」を知っ
ているか】

【根拠を明確いして意見を
書こう】

【字のない葉書】
【音読を楽しもう「平家物
語」】

【相手の考えを踏まえて発
言する】

【落葉松】

【推敲して適切な文章に直
す】

●NHKforschool　古文・漢
文[国語　中・高]平家物語

【話し合って考えを広げよ
う】

【文法への扉２】

【気持ちを込めて書こう】 https://www.nhk.or.jp/kokugo/10min_kobu

n/?das_id=D0005150070_00000
【意見文の説得力を考える】 【小さな町のラジオ発】

【仁和寺にある法師「徒然
草から」】

●NHKforschool　古文・漢
文[国語　中・高]徒然草

https://www.nhk.or.jp/kokugo/

【漢詩の風景】

●NHKforschool　おはなし
のくにクラシック　国語[小３
～６年]漢詩「春暁」

https://www.nhk.or.jp/kokugo/

classic/?das_id=D0005150086_

00000

【世界から見た日本の資源・
エネルギーと産業】

【九州地方】 【中部地方】 【北海道地方】

・日本の領域の特色を見て
みよう

【中国・四国地方】 【関東地方】 ・北海道地方

【近畿地方】 【東北地方】

【世界と日本の結びつき】
・九州、中国・四国、近畿地
方

・中部、関東、東北地方

・日本の人口と過疎・過密問
題

4章図形の調べ方 5章図形の性質と証明

・平行と合同「多角形の外
角の和

・平行と合同「２本の平行線
にできる角」

【動物の体のつくりとはたら
き】

【動物の分類】 【気象観測と雲のでき方】 【大地の動きと日本の天気】

●NHKforschool 10min．ボッ
クス　「消化と吸収」

●NHKforschool アクティブ
１０理科　「分類」

●NHKforschool 10min．
ボックス　「天気の変化」

●NHKforschool 10min．
ボックス　「日本の気象」

https://www.nhk.or.jp/r

ika/10min_rika2/?das_id

=D0005110143_00000

https://www.nhk.or.jp

/rika/active10/?das_id

=D0005110466_00000

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

rika/10min_rika2/?das_

id=D0005110131_0000

0

https://www.nhk.or.jp

/rika/10min_rika2/?da

s_id=D0005110132_000

00

●NHKforschool 10min．ボッ
クス　「心臓のつくりと血液」

【生物の変遷と進化】
●NHKforschool アクティブ
１０理科　「雲のでき方」

【中学校第２学年】デジタルコンテンツ一覧表（２学期）

●東京書籍「Dマークコンテンツ」※一般として、インターネット接続環境で利用願います。
（「コンテンツをみる」をクリック）

https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/digi-contents/chu/shakai/

●東京書籍「Dマークコンテンツ」※一般として、インターネット接続環境で利用願います。
（「コンテンツをみる」をクリック）

https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/digi-contents/chu/sugaku/
数
学

国
語

社
会

地理的分野

「小学校」のものが含まれておりますが、生徒の実態に応じてご活用ください。

https://www.nhk.or.jp/kokugo/10min_kobun/?das_id=D0005150070_00000
https://www.nhk.or.jp/kokugo/10min_kobun/?das_id=D0005150070_00000
https://www.nhk.or.jp/kokugo/10min_kobun/?das_id=D0005150071_00000
https://www.nhk.or.jp/kokugo/classic/?das_id=D0005150086_00000
https://www.nhk.or.jp/kokugo/classic/?das_id=D0005150086_00000
https://www.nhk.or.jp/kokugo/classic/?das_id=D0005150086_00000
https://www.nhk.or.jp/rika/10min_rika2/?das_id=D0005110143_00000
https://www.nhk.or.jp/rika/10min_rika2/?das_id=D0005110143_00000
https://www.nhk.or.jp/rika/10min_rika2/?das_id=D0005110143_00000
https://www.nhk.or.jp/rika/active10/?das_id=D0005110466_00000
https://www.nhk.or.jp/rika/active10/?das_id=D0005110466_00000
https://www.nhk.or.jp/rika/active10/?das_id=D0005110466_00000
https://www.nhk.or.jp/rika/10min_rika2/?das_id=D0005110131_00000
https://www.nhk.or.jp/rika/10min_rika2/?das_id=D0005110131_00000
https://www.nhk.or.jp/rika/10min_rika2/?das_id=D0005110131_00000
https://www.nhk.or.jp/rika/10min_rika2/?das_id=D0005110131_00000
https://www.nhk.or.jp/rika/10min_rika2/?das_id=D0005110132_00000
https://www.nhk.or.jp/rika/10min_rika2/?das_id=D0005110132_00000
https://www.nhk.or.jp/rika/10min_rika2/?das_id=D0005110132_00000
https://www.nhk.or.jp/rika/10min_rika2/?das_id=D0005110132_00000
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/digi-contents/chu/shakai/
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/digi-contents/chu/sugaku/


https://www.nhk.or.jp/r

ika/10min_rika2/?das_id

=D0005110142_00000

●NHKforschool 10min．
ボックス　「消化と吸収」

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

rika/active10/?das_id=

D0005110475_00000

●NHKforschool 10min．ボッ
クス　「動物の反応と行動」

https://www.nhk.or.jp

/rika/10min_rika2/?da

s_id=D0005110130_000

●NHKforschool 大科学実
験　「砂漠でシャワー！」

https://www.nhk.or.jp/r

ika/10min_rika2/?das_id

=D0005110129_00000

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

rika/daijikken/?das_id=

D0005110356_00000

【前線とそのまわりの天気
の変化】

●NHKforschool 10min．
ボックス　「心臓のつくりと血
液」

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

rika/10min_rika2/?das_

id=D0005110131_0000

【Program５
Gulliver's Travel】

【Program６
A Work Experience

Program】

【Program７
If You Wish to See a

Change】

【Program8
 Friendship across Time

and Borders】

音
楽

【響きの美しさを味わおう】
【日本の唄やカンツォーネ
のよさや美しさを味わい，表
現を工夫しよう】

【オペラの特徴を理解して，
その魅力を味わおう】

【歌舞伎の特徴を理解し
て，その魅力を味わおう】

【東へ、西へ（鑑賞）】 【やさしさのデザイン
（デ・工）】

【豊かなイメージで伝えよう
（デ・工）】

【墨が生み出す豊かな世界
（絵・彫）】

【現代に受け継がれる浮世
絵版画（鑑賞）】

【配色（資料）】 【水墨画の技法（資料）】

●NHKforSchoolテイクテック
「力を伝える」

●NHKforSchoolテイクテッ
ク「熱に変える」

●NHKforSchoolテイクテッ
ク「電気でひろげる」

http://www.nhk.or.jp/gijutsu

/taketech/?das_id=D000525

0012_00000

http://www.nhk.or.jp/gijuts

u/taketech/?das_id=D0005

250013_00000

http://www.nhk.or.jp/gijutsu

/taketech/?das_id=D00052

50014_00000

【住まいのはたらき】
【健康で安全な住まい
住まいと地域】

●NHKforSchoolドスルコス
ル「こうする！災害への備
え」

http://www.nhk.or.jp/sougo

u/dosurukosuru/?das_id=D0

005180272_00000

●陸上運動●
栃木県総合教育センター
「ハードル走の練習方法」

●陸上運動●
栃木県総合教育センター
「走り幅跳びの練習方法」

●保健● ●球技●
栃木県総合教育センター
「ハンドボールの投げ方」

http://www.tochigi-edu.ed.jp/hiroba/

外
国
語

美
術

技
術

家
庭

保
健
体
育

理
科

【エネルギーの変換と利用・製作品の設計・制作】

●栃木県総合教育センター「教師のための教材研究のひろば」
※上記コンテンツ名を検索します。

https://www.nhk.or.jp/rika/10min_rika2/?das_id=D0005110142_00000
https://www.nhk.or.jp/rika/10min_rika2/?das_id=D0005110142_00000
https://www.nhk.or.jp/rika/10min_rika2/?das_id=D0005110142_00000
https://www.nhk.or.jp/rika/active10/?das_id=D0005110475_00000
https://www.nhk.or.jp/rika/active10/?das_id=D0005110475_00000
https://www.nhk.or.jp/rika/active10/?das_id=D0005110475_00000
https://www.nhk.or.jp/rika/10min_rika2/?das_id=D0005110130_00000
https://www.nhk.or.jp/rika/10min_rika2/?das_id=D0005110130_00000
https://www.nhk.or.jp/rika/10min_rika2/?das_id=D0005110130_00000
https://www.nhk.or.jp/rika/10min_rika2/?das_id=D0005110129_00000
https://www.nhk.or.jp/rika/10min_rika2/?das_id=D0005110129_00000
https://www.nhk.or.jp/rika/10min_rika2/?das_id=D0005110129_00000
https://www.nhk.or.jp/rika/daijikken/?das_id=D0005110356_00000
https://www.nhk.or.jp/rika/daijikken/?das_id=D0005110356_00000
https://www.nhk.or.jp/rika/daijikken/?das_id=D0005110356_00000
https://www.nhk.or.jp/rika/10min_rika2/?das_id=D0005110131_00000
https://www.nhk.or.jp/rika/10min_rika2/?das_id=D0005110131_00000
https://www.nhk.or.jp/rika/10min_rika2/?das_id=D0005110131_00000
http://www.nhk.or.jp/gijutsu/taketech/?das_id=D0005250012_00000
http://www.nhk.or.jp/gijutsu/taketech/?das_id=D0005250012_00000
http://www.nhk.or.jp/gijutsu/taketech/?das_id=D0005250012_00000
http://www.nhk.or.jp/gijutsu/taketech/?das_id=D0005250013_00000
http://www.nhk.or.jp/gijutsu/taketech/?das_id=D0005250013_00000
http://www.nhk.or.jp/gijutsu/taketech/?das_id=D0005250013_00000
http://www.nhk.or.jp/gijutsu/taketech/?das_id=D0005250014_00000
http://www.nhk.or.jp/gijutsu/taketech/?das_id=D0005250014_00000
http://www.nhk.or.jp/gijutsu/taketech/?das_id=D0005250014_00000
http://www.nhk.or.jp/sougou/dosurukosuru/?das_id=D0005180272_00000
http://www.nhk.or.jp/sougou/dosurukosuru/?das_id=D0005180272_00000
http://www.nhk.or.jp/sougou/dosurukosuru/?das_id=D0005180272_00000
http://www.tochigi-edu.ed.jp/hiroba/

