みやぎ

わくわくスタディ・なび【小学１年】
９月

学年

国語

※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。

１０月

１１月

おはなしをよもう
□ NHK for School おはなしのくにの１００冊（動画15分）

子どもをまもるどうぶつたち
□ 東京ズーネットＢＢ うごく！どうぶつ図鑑

https://www.nhk.or.jp/kokugo/ohanashi/origin/ohanashi100.html

https://www.tokyo-zoo.net/movie/mov_book/0301_04/index.html

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

かんじのはなし
◇ みやぎ単元問題ライブラリー１年生

かたかなをかこう
□NHK for School
【知識・技能】

こえに出してよもう
◇ みやぎ単元問題ライブラリー１年生

かんじをよむ

http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/japanese/ele1_jp/question/07step1.pdf

「オオアリクイ」（動画２分）

ことばドリル「カタカナでかくことば」（動画10分）

https://www.nhk.or.jp/kokugo/drill/?das_id=D0005150193_00000

よう日と日づけ
◇ みやぎ単元問題ライブラリー１年生

こえに出してよもう
□NHK for School おはなしのくに

宮城県教育委員会

１２月

（動画10分・絵本資料を読む）

すきなおはなしはなにかな
□ NHK for School おはなしのくにの１００冊（動画15分）
https://www.nhk.or.jp/kokugo/ohanashi/origin/ohanashi100.html

おんどく

http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/japanese/ele1_jp/question/18step1.pdf

ひづけとようび

http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/japanese/ele1_jp/question/13step1.pdf

算数

生活

体育

音楽

わかりやすくせいりしよう １０よりおおきいかず なんじなんはん
３つのかずのけいさん どちらがおおい
◇ みやぎ単元問題ライブラリー
６ わかりやすくせいりしよう ７ １０よりおおきいかず
８ なんじなんじはん ９ ３つのかずのけいさん １０ どちらがおおい

たしざん かたちあそび
◇ みやぎ単元問題ライブラリー
１１ たしざん

ひきざん
◇ みやぎ単元問題ライブラリー
１３ ひきざん

どんなけいさんになるのかな？
◇ うでだめシート１年（東京書籍）
２３ どんなけいさんになるのかな？

http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/question/e1san.html

http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/question/e1san.html

http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/question/e1san.html

https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/ten_download/dlf80/emwz8828.htm

◇ うでだめシート１年（東京書籍）
わかりやすくせいりしよう １０よりおおきいかず①～②
なんじなんはん ３つのかずのけいさん どちらがおおい

◇ うでだめシート１年（東京書籍）
たしざん①～②
かたちあそび

◇ うでだめシート１年（東京書籍）
ひきざん①～②

◇ うでだめシート１年（東京書籍）
どんなけいさんになるのかな？

https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/ten_download/2020/2020058207.htm

https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/ten_download/2020/2020058207.htm

https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/ten_download/2020/2020058207.htm

https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/ten_download/2020/2020058207.htm

□ NHK for School さんすう犬ワン
９／２８（月) 第9回 「～より」おおい？～図にあらわそう～(動画10分)

□ NHK for School さんすう犬ワン
１１／３０（月）第14回 かたち つくれる？～かたちづくり～(動画10分）

□ NHK for School さんすう犬ワン
１２／７（月）第14回 かたち つくれる？～かたちづくり～ (動画10分）

https://www.nhk.or.jp/sansuu/wan/?das_id=D0005160060_00000

https://www.nhk.or.jp/sansuu/wan/?das_id=D0005160065_00000

https://www.nhk.or.jp/sansuu/wan/?das_id=D0005160065_00000

むしと なかよく なろう
□ NHK for School しぜんとあそぼ セレクション
「庭のいきもの」（動画15分）

こうていで あきを さがそう
□ NHK for School おばけの学校たんけんだん
「あきをさがしてあそぼう」（動画10分）

あきの おもちゃを つくろう
◇ NHK for School ノージーのひらめき工房
「ひらめきミュージアム」（作品集）

じぶんで できる ことを しよう
□ NHK for School おばけの学校たんけんだん
「かぞくにっこり大さくせん」（動画10分）

https://www.nhk.or.jp/youho/shizen/?das_id=D0005260004_00000

https://www.nhk.or.jp/seikatsu/obake/?das_id=D0005280018_00000

https://www.nhk.or.jp/kids/nozy/museum/index.html

https://www.nhk.or.jp/seikatsu/obake/?das_id=D0005280016_00000

みんなで どうぶつを かおう
□ NHK for School おばけの学校たんけんだん
「おせわしてなかよくなりたい」（動画10分）

はっぱや みで あそぼう
□ NHK for School おばけの学校たんけんだん
「あきのおもちゃであそぼうよ～」（動画10分）

いっしょに あそぼう
□ NHK for School しぜんとあそぼ セレクション
「あかとんぼ」（動画15分）

https://www.nhk.or.jp/seikatsu/obake/?das_id=D0005280015_00000

https://www.nhk.or.jp/seikatsu/obake/?das_id=D0005280019_00000

https://www.nhk.or.jp/youho/shizen/?das_id=D0005260020_00000

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）
Program A（約2分26秒）」

マット遊び
□ 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
像教材 授業映像 マットあそび，マット運動」

Short

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

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
像教材 授業映像 からだほぐしの運動」

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

幅跳び遊び
映 □ 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
像教材 授業映像 陸上運動」

ボール投げゲーム
映 □ NHK for School「小学校３～４年 ドッジボール
(稲塚小絵さん）」（動画１分１７秒）

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

ボールをなげる

ボール投げゲーム
できるポイント □ NHK for School「小学校３～４年 ドッジボール
(稲塚小絵さん）」（動画１分１７秒）

ハードルリレー
映 □ 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
像教材 授業映像 陸上運動」

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

ボールをなげる

ボールけりゲーム
できるポイント □ NHK for School「小学校３～４年
ん）（動画５３秒）」

サッカー

シュートできるポイント(原菜摘子さ

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

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005360104_00000

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005360104_00000

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005360124_00000

どれみとなかよくなろう
・たのしくふこう
（けんばんハーモニカで いろいろな

せんりつで よびかけあおう
・やまびこ ごっこ
（たがいの こえを ききながら

がっきと なかよく なろう
・おとさがし
（いろいろな おとを みつけて ならしましょう。）

ようすをおもいうかべよう
・きらきらぼし

おとをみつけましょう。）

よびかけあって

うたいましょう。）

（ほしぞらの

ようすを

おもいうかべながら，

うたったり

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

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

https://youtu.be/-EsCPnO_IOw

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

・どんぐりさんの おうち
（どと その ばしょを みつけましょう。）

・せんりつの まねっこ ・おはなし
（せんりつを つなげて あそびましょう。）

・さがしてみよう ならして みよう
（きに いった おとを みつけて うたと

・ほしぞらの おんがく
（ほしぞらの ようすを あらわす

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

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

https://www.youtube.com/watch?time_continue=67&v=N924VgEGo0I&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=CyhJ2sSipG8

・なかよし／（共）ひのまる
（どれみふぁその ばしょをおぼえましょう。）

・こうしんきょく
（せんりつが よびかけあう

・シンコペーテッド クロック
（みみを すまして がっきの おとを

・はる なつ あき ふゆ
（かしから ようすを おもいうかべて

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

https://youtu.be/l-R_OgYBdrw

おもしろさを

かんじながら

ききましょう。）

https://youtu.be/EdXtCjdr31w

映

いっしょに

ききましょう。）

ならしましょう。）

おんがくを

えんそうしたり

つくりましょう。）

うたいましょう。

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

しましょう。）

