みやぎ

わくわくスタディ・なび【小学６年】

※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。

朗読で表現しよう
□ NHK for School お伝と伝じろう「声だけで表現しよう」（動画10分）
【知識・技能】
https://www.nhk.or.jp/kokugo/otsuta/?das_id=D0005150178_00000

国語

６月
さまざまな熟語
友達の意見を聞いて考えよう

防災ポスターを作ろう
人物どうしの関係を考えよう
複合語

７月
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

風切るつばさ

・ことばあつめ

インターネットの議論を考えよう
インターネットの投稿を読み比べよう

□ 気持ちよく対話を続けよう
□ NHK for School お伝と伝じろう「会話のキャッチボール」（動画10分）
【知識・技能】
https://www.nhk.or.jp/kokugo/otsuta/?das_id=D0005150164_00000
□ 原因と結果に着目しよう
◇

社会

宮城県教育委員会

４～５月

教科

みやぎ単元問題ライブラリー６年生

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

５年生で学んだこと
□ 東書Dマーク「ビンゴ！都道府県かるた」
https://sw12.tsho.jp/02pk/s6a/contents/qr6/index.html

日本の歴史
□ 東書Dマーク「こどもれきはく」
https://www.rekihaku.ac.jp/kids/

□ 東書Dマーク「都道府県いくついえるかな？」
https://sw12.tsho.jp/02pk/s6a/contents/qr7/index.html

□ 東書Dマーク「誰だろう？歴史人物」
https://sw11.tsho.jp/02pk/s6b/contents/qr18/index.html

□ 東書Dマーク「六つの大陸・三つの海岸」
https://sw12.tsho.jp/02pk/s6a/contents/qr10/index.html

□ 東書Dマーク「学習を深めよう 歴史年表」
https://sw11.tsho.jp/02pk/s6b/contents/qr19/index.html

わたしたちの生活と政治
わたしたちのくらしと日本国憲法
□ NHK for School 社会にドキリ「日本国憲法」（動画１０分）
https://www.nhk.or.jp/syakai/syakai_dokiri/?das_id=D0005120501_00000

縄文のむらから古墳のくにへ
□ NHK for School 歴史にドキリ「卑弥呼～むらからくにへ～」（動画１０分）
https://www.nhk.or.jp/syakai/dokiri/?das_id=D0005120256_00000

□ 東書Dマーク「学習を深めよう 日本国憲法」
https://sw12.tsho.jp/02pk/s6a/contents/qr17/index.html

貴族のくらし
□ NHK for School歴史にドキリ「紫式部・清少納言～国風文化の誕生～」（動画１０分）
https://www.nhk.or.jp/syakai/dokiri/?das_id=D0005120260_00000

国の政治の仕組みと選挙
□ NHK for School 歴史にドキリ「くらしと政治② 国民主権と国会・内閣」（動画１０分）
https://www.nhk.or.jp/syakai/dokiri/?das_id=D0005120253_00000
□ 東書Dマーク「どうしてお休み？国民の祝日」
https://sw12.tsho.jp/02pk/s6a/contents/qr16/index.html
□ 東書Dマーク「三権分立の関係図を完成させよう」
https://sw12.tsho.jp/02pk/s6a/contents/qr15/index.html

算数

対称な図形
□ みやぎ単元問題ライブラリー６年生
１ 対称な図形
http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/question/e6san.html

文字と式
□ みやぎ単元問題ライブラリー６年生
２ 文字と式
かく力を高める問題 文字と式
http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/question/e6san.html

分数のわり算
□ みやぎ単元問題ライブラリー６年生
４ 分数のわり算
http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/question/e6san.html

どんな計算になるのかな？
□ うでだめシート６年（東京書籍）
１０ どんな計算になるのかな？
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/ten_download/dlf80/emwz8963.htm

□ うでだめシート６年（東京書籍）
１ 対称な図形①
２ 対称な図形②
３ 対称な図形③
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/ten_download/dlf80/emwz8963.htm

□ うでだめシート６年（東京書籍）
５ 文字と式
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/ten_download/dlf80/emwz8963.htm

□ うでだめシート６年（東京書籍）
８ 分数のわり算①
９ 分数のわり算②
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/ten_download/dlf80/emwz8963.htm

比
□ みやぎ単元問題ライブラリー６年生
５ 比
かく力を高める問題 比
http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/question/e6san.html

□ NHK for school さんすう刑事ゼロ 第１回時計のトリックを見破れ～対称～
https://www.nhk.or.jp/sansuu/keiji/?das_id=D0005160044_00000

分数のかけ算
□ みやぎ単元問題ライブラリー６年生
３ 分数のかけ算
かく力を高める問題 分数のかけ算
http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/question/e6san.html

□ うでだめシート６年（東京書籍）
１２ 比と比の値
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/ten_download/dlf80/emwz8963.htm

□ うでだめシート６年（東京書籍）
７ 分数のかけ算
https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/ten_download/dlf80/emwz8963.htm

□ NHK for school さんすう刑事ゼロ 第４回犯人の身長を突き止めろ～比～
http://www.nhk.or.jp/sansuu/keiji/?das_id=D0005160042_00000
□ NHK for school マテマティカ２ 立てば分数、寝そべれば比
http://www.nhk.or.jp/sansuu/matemate2/?das_id=D0005160014_00000

理科

物の燃え方と空気
□ NHK for School ふしぎがいっぱい６年生 「燃える」（動画１０分）
https://www.nhk.or.jp/rika/fushigi6/?das_id=D0005110061_00000

動物のからだのはたらき
□ NHK for School ふしぎエンドレス 理科６年
「人のからだのしくみ消化・呼吸編」（動画１０分）
https://www.nhk.or.jp/rika/endless6/?das_id=D0005110447_00000

植物の水の通り道
□ NHK for School
ミクロワールド 「水面をおおう ウキクサの秘密」（動画5分）
https://www.nhk.or.jp/rika/micro/?das_id=D0005100068_00000

食べ物をとおした生き物のかかわり
□ NHK for School ミクロワールド「土に生きる森の小さな生き物たち」（動画5分）
https://www.nhk.or.jp/rika/micro/?das_id=D0005100148_00000

物が燃え続けるには
□ NHK for School ふしぎがいっぱい６年生 「燃えると」（動画１０分）
https://www.nhk.or.jp/rika/fushigi6/?das_id=D0005110062_00000

人のからだのつくり
□ NHK for School ふしぎがいっぱい６年生
「血液はめぐる」（動画１０分）
https://www.nhk.or.jp/rika/fushigi6/?das_id=D0005110065_00000

植物のからだのはらき
□ NHK for School ミクロワールド 「コンクリート 多様な住民たち」（動画5分）
https://www.nhk.or.jp/rika/micro/?das_id=D0005100145_00000

生き物と水のかかわり
□ NHK for Schoolミクロワールド 「地球をめぐる水」（動画4分）
https://www.nhk.or.jp/school/ouchi/playlist_rika_march.html

植物と日光のかかわり
□ NHK for School ふしぎがいっぱい６年生「でんぷんはどこへ」（動画１０分）
https://www.nhk.or.jp/rika/fushigi6/?das_id=D0005110067_00000

生き物のくらしと環境
□ NHK for School ふしぎがいっぱい６年生 「つながる命」（動画１０分）
https://www.nhk.or.jp/rika/fushigi6/?das_id=D0005110079_00000

Unit2:How is your school life?
□ 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１３回「アルベルトの日課を調査せよ」（動画10:00）
第１４回「自分の日課を伝えよ！」（動画10:00）
□ NHK for School エイゴビート
https://www.nhk.or.jp/eigo/beat/?das_id=D0005140224_00000
第２３回「どの教科がすき？」（動画10:00）

Unit3:Let's go to Italy.
□ 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１８回「日本での旅行プランを作成せよ！」（動画10:00）
第２１回「写真の正体を探り出し感想を報告せよ！」（動画10:00）

Check Your Steps 外国の人にメッセージを伝えよう

マット運動
□ NHK for School「小学校３～４年 ロンダート できるポイント(体育ノ介）」（動画1分
３０秒）「小学校３～４年 ロンダート できないポイント（体育ノ介）」（動画４４秒）
「小学校３～４年 ロンダート できるポイント(冨田洋之さん）」（動画１分３８秒）
https://www.nhk.or.jp/school/clip/

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）「小学校３～４年 トス できるポイント(迫田さおりさん）」（動画４８秒）「小学
校３～４年 レシーブ できるポイント(体育ノ介）」（動画５６秒）「小学校３～４年 レ
シーブできないポイント(体育ノ介）」（動画２７秒）「小学校３～４年 レシーブできるポイ
ント(迫田さおりさん）」（動画５１秒）
https://www.nhk.or.jp/school/clip/

水泳
□ NHK for School「小学校５～６年 平泳ぎ できるポイント(水泳ノ介）」（動画１分５０
秒）「小学校５～６年 平泳ぎ できないポイント（水泳ノ介）」（動画１分１３秒）「小学
校５～６年 平泳ぎ できるポイント(宮下純一さん）」（動画１分４６秒）
https://www.nhk.or.jp/school/clip/

いろいろな音色を感じ取ろう
・ラバーズ コンチェルト
https://textbook.kyogei.co.jp/library/2020/04/01

【小中共通：参考となるサイト】
○教育出版
コラムや動画を中心に，楽しく音楽を学べるコンテンツを集めたスペシャルページ『音楽の小部屋』。 小さいけれど賑やかな，演奏者と気軽に話せるような，親しみやすくあたたかい部屋を
イメージしました。先生がたの日々のご授業・研究にご活用いただけるコンテンツ，生徒の皆様，音楽を愛好する皆様にも楽しんでいただけるコンテンツを続々更新予定
https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/docs/music/kobeya/index.html

ものが燃えるのに関係する気体
□ NHK for School ふしぎエンドレス 理科６年「火が消えるのは？」（動画１０分）
https://www.nhk.or.jp/rika/endless6/?das_id=D0005110442_00000

外国語

Unit1:This is me!
□ 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３回「インドの人が好きな食べ物を調べよ！」
第９回「バースデーケーキを届けよ！」
□ 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）
□ NHK for School エイゴビート
https://www.nhk.or.jp/eigo/beat/?das_id=D0005140224_00000
第１回「ぼくはランディ」
第３回「ベーコンが好きなんだ」
第１９回「たんじょう日はいつ？」（動画各10:00）

体育

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

歌声をひびかせて心をつなげよう
・明日という大空 ・星空はいつも
（共）おぼろ月夜
https://textbook.kyogei.co.jp/library/2020/04/01

Short Program B（約3分7

○教育芸術社
音楽しらべ隊は、みんなが ”もっと知りたいな” と思ったときに、お手伝いをします。調べたいものを選んでクリックすると、見ることができます。
https://textbook.kyogei.co.jp/library/2020/03/02/
○デジタルコンサートホール
ベルリン・フィルの映像配信サービス「デジタル・コンサートホール」は、インターネット対応テレビ、スマートホン、タブレット、パソコン等の機器で、ベルリン・フィルの演奏がお楽し
みいただけます。音質はＣＤ並み。映像もハイビジョンの高品位で、オーケストラの魅力が存分に味わえます。
※現在コロナウイルス対応のため，無料で鑑賞可能。
https://www.digitalconcerthall.com/ja/home

音楽

○都響スペシャル「春休みの贈り物」
・長く愛される名曲を《みんなで歌おう!!》

・オーケストラ名曲集《癒やしの音楽》

https://tokyodouga.jp/h8TBkQl4TqQ.html

○サントリーホール：ENJOY! MUSIC プログラム 【2020特別編】「ご家庭で音楽を楽しもう！」
○NHK for school 音楽ブラボー（小３～小６）15:30～15:40
○教科書協会
・ミュージックリーチャーキッズ（ヤマハ）

火曜日

https://www.suntory.co.jp/suntoryhall/enjoymusic/special2020/

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

https://www.yamaha-mf.or.jp/musicreature/kids/menu.html

・Musical Zoo（どうぶつがっきずかん） https://www.yamaha-mf.or.jp/zoo/
・楽器解体全書（ヤマハ）
https://www.yamaha.com/ja/musical_instrument_guide/
・music pal：音楽について勉強しよう（ヤマハ）

https://jp.yamaha.com/services/music_pal/study/index.html

・文化デジタルライブラリー：舞台芸術教材で学ぶ（伝統芸能）

https://www2.ntj.jac.go.jp/dglib/modules/learn/

○児童生徒用の学習支援コンテンツの紹介（新型コロナウイルス感染症対策）教育出版
○リコーダーの家庭学習用デジタル教材（ヤマハ）
○京都教育大学公式YouTube kyokyochannel

https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/important/2020/03/post-13.html#0105

https://ses.yamaha.com/special/gift-digital/

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOT1dLQymBhl6o47D_EPRTB-5Kv7QbHlp

