みやぎ

わくわくスタディ・なび【小学４年】
９月

学年

国語

社会

算数

１０月

１１月

１２月

山場のある物語を書こう
□NHK for school 読み書きのツボ
「おはなしの地図～物語の型を知る～」（動画15分）

聞いてほしいな，心に残る出来事【言葉の力】聞き手に伝わるようにくふうして話す
□NHK for school お伝と伝じろう
第１４回 「表情にも言葉が」（動画10分）

「ふるさとの食」を伝えよう【言葉の力】理由や事例を挙げて書く
□NHK for school お伝と伝じろう
第７回 「どうしてそう思ったの？」（動画10分）

https://www.nhk.or.jp/kokugo/otsuta/?das_id=D0005150178_00000

https://www.nhk.or.jp/kokugo/tsubo/?das_id=D0005150033_00000

https://www.nhk.or.jp/kokugo/otsuta/?das_id=D0005150174_00000

https://www.nhk.or.jp/kokugo/otsuta/?das_id=D0005150167_00000

文の組み立てと修飾語
□NHK for school 読み書きのツボ
「だれのこと言ってるの？～必要な主語～」（動画15:00）

聞いてほしいな，心に残る出来事【言葉の力】聞き手に伝わるようにくふうして話す
□NHK for school クリップ 総合
スピーチのコツ ～間（ま）をとろう～（動画2:23）

本をみんなにすすめよう
□NHK for school お伝と伝じろう
第１３回 「言葉が人をひきつける」（動画10分）

https://www.nhk.or.jp/kokugo/tsubo/?das_id=D0005150025_00000

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005320346_00000&p=box

https://www.nhk.or.jp/kokugo/otsuta/?das_id=D0005150173_00000

文の組み立てと修飾語
◇ みやぎ単元ライブラリー４年生
１５ 文と文をつなぐ言葉

くわしく表す言葉
◇ みやぎ単元ライブラリー４年生
１７ 作文

http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/japanese/ele4_jp/question/15step1.pdf

http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/japanese/ele4_jp/question/17step1.pdf

自然災害からくらしを守る
□ NHK for School よろしく！ファンファン「自然災害とともに生きる～水害～」（動画１０分）

きょう土のはってんにつくす
□ NHK for School よろしく！ファンファン「地域の発展につくす～用水路開発～」（動画１０分）

https://www.nhk.or.jp/syakai/funfun/?das_id=D0005120476_00000

https://www.nhk.or.jp/syakai/funfun/?das_id=D0005120474_00000

自然災害からくらしを守る
□ NHK for School よろしく！ファンファン「自然災害とともに生きる～地震～」（動画１０分）

きょう土のはってんにつくす
□ NHK for School よろしく！ファンファン「地域の発展につくす～産業をつくる～」（動画１０分）

https://www.nhk.or.jp/syakai/funfun/?das_id=D0005120477_00000

https://www.nhk.or.jp/syakai/funfun/?das_id=D0005120475_00000

わり算の筆算（2）
◇ みやぎ単元問題ライブラリー４年生
６ わり算の筆算(2)

がい数の使い方と表し方
◇ みやぎ単元問題ライブラリー４年生
７ がい数の使い方と表し方

計算のきまり
◇ みやぎ単元問題ライブラリー４年生
８ 計算のきまり 【かく力を高める問題】計算のきまり

分数
◇ みやぎ単元問題ライブラリー４年生
１０ 分数

http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/question/e4san.html

http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/question/e4san.html

http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/question/e4san.html

http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/question/e4san.html

◇ うでだめシート ４年（東京書籍）
わり算の筆算（2）①②

◇ うでだめシート ４年（東京書籍）
がい数の使い方と表し方

◇ うでだめシート
計算のきまり

◇ うでだめシート
分数

https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/ten_download/2020/2020058265.htm

https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/ten_download/2020/2020058265.htm

https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/ten_download/2020/2020058265.htm

https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/ten_download/2020/2020058265.htm

□

□

垂直，平行と四角形
◇ みやぎ単元問題ライブラリー４年生
９ 垂直，平行と四角形

変わり方調べ
◇ みやぎ単元問題ライブラリー４年生
１１ 変わり方調べ

http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/question/e4san.html

http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/question/e4san.html

◇ うでだめシート ４年（東京書籍）
垂直・平行と四角形 ①②

◇ うでだめシート
変わり方調べ

https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/ten_download/2020/2020058265.htm

https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/ten_download/2020/2020058265.htm

空気の体積と温度
□ NHK for School

空気のあたたまり方
□ NHK for School ふしぎがいっぱい４年生
「あたたまると空気は？」（動画10分）

NHK for School

水のゆくえ
□ NHK for School

マテマティカ２「割り算って何だ」（動画10分）

ふしぎがいっぱい４年生
「消えた水のなぞ」（動画10分）

NHK for School

マテマティカ２「おおざっぱ計算術」（動画10分）

https://www.nhk.or.jp/sansuu/matemate2/?das_id=D0005160011_00000

植物の活動
□ NHK for School

ふしぎエンドレス 理科４年
「すずしくなると？」（動画10分）

４年（東京書籍）

ふしぎエンドレス 理科４年
「空気をあたためると？」（動画10分）

４年（東京書籍）

４年（東京書籍）

https://www.nhk.or.jp/rika/fushigi4/?das_id=D0005110034_00000

https://www.nhk.or.jp/rika/endless4/?das_id=D0005110411_00000

https://www.nhk.or.jp/rika/endless4/?das_id=D0005110413_00000

https://www.nhk.or.jp/rika/fushigi4/?das_id=D0005110031_00000

空気中にある水
□ NHK for School

とじこめた空気
□ NHK for School

金ぞくの体積と温度
□ NHK for School ふしぎがいっぱい４年生
「金ぞくが大きくなる？」（動画10分）

水のあたたまり方
□ NHK for School

https://www.nhk.or.jp/rika/rika4/?das_id=D0005110238_00000

ふしぎがいっぱい４年生
「水のへんしん」（動画10分）

ふしぎエンドレス 理科４年
「とじこめられた空気」（動画10分）

https://www.nhk.or.jp/rika/fushigi4/?das_id=D0005110033_00000

https://www.nhk.or.jp/rika/endless4/?das_id=D0005110412_00000

https://www.nhk.or.jp/rika/fushigi4/?das_id=D0005110030_00000

植物の成長
□ NHK for School

とじこめた空気
□ NHK for School

金ぞくのあたたまり方
□ NHK for School ふしぎエンドレス 理科４年
「金ぞくのあたまり方」（動画10分）

ふしぎがいっぱい４年生
「秋になると・・・？」（動画10分）

https://www.nhk.or.jp/rika/fushigi4/?das_id=D0005110084_00000

ふしぎがいっぱい４年生
「空気の力？」（動画10分）

https://www.nhk.or.jp/rika/fushigi4/?das_id=D0005110025_00000

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

https://www.nhk.or.jp/rika/endless4/?das_id=D0005110414_00000

【Let's Try！２音声データ】

https://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/gaikokugo/1387503_00001.htm

外国語
活動

宮城県教育委員会

詩を読もう
□NHK for school お伝と伝じろう
第１８回 「声だけで表現しよう」（動画10分）

https://www.nhk.or.jp/sansuu/matemate2/?das_id=D0005160012_00000

理科

※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。

Unit5:Do you have a pen? おすすめの文房具セットをつくろう
□ NHK for School エイゴビート
第5回「チョコレートを持ってるよ」（動画10:00）
第6回「赤 持ってる？」（動画10:00）
第14回「11こ持っている」（動画10:00）
※下記リンク先ページの下部にある「配信リスト」で，
該当回の画像やタイトルをクリックして動画をご視聴ください。

Unit6:Alphabet アルファベットで文字遊びをしよう
□ NHK for School エイゴビート
第14回「11こ持っている」（動画10:00）

UNit7:What do you want? ほしいものは何かな？
□ NHK for School エイゴビート
第7回「オレンジジュースがほしい」（動画10:00）

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

https://www.nhk.or.jp/eigo/beat/?das_id=D0005140237_00000

https://www.nhk.or.jp/eigo/beat/?das_id=D0005140230_00000

□
□

NHK for School 基礎英語0
第10回「ディジュリドゥを探せ！」（動画10:00）

https://www.nhk.or.jp/eigo/mission/?das_id=D0005140260_00000
NHK for School エイゴビート2
第18回「持ってる？」（動画配信予定）
※下記リンク先ページの下部にある「配信リスト」で，
該当回の画像やタイトルをクリックして動画をご視聴ください。

NHK for School エイゴビート2
第7回「アルファベットで遊ぼう(1)」（動画10:00）
第19回「アルファベット(2)」（動画配信予定）
※下記リンク先ページの下部にある「配信リスト」で，
該当回の画像やタイトルをクリックして動画をご視聴ください。

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

□

NHK for School 基礎英語0
第7回「パーティーの料理を集めよ！」（動画10:00）

https://www.nhk.or.jp/eigo/mission/?das_id=D0005140257_00000

□

□

NHK for School エイゴビート2
第21回「ほしいものは何かな？」（動画配信予定）
※下記リンク先ページの下部にある「配信リスト」で，
該当回の画像やタイトルをクリックして動画をご視聴ください。

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

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

ふしぎエンドレス 理科４年
「水から出るあわは？」（動画１０分）

体育

音楽

リズムダンス
□ NHK for School
「小学校３～４年 コロブチカ できるポイント（体育ノ介」（動画1分21秒）
「できないポイント（体育ノ介）」（動画1分02秒）
「できるポイント(梅澤順子さんと財原宏一さん）」（動画2分05秒）
「おどりかた(梅澤順子さんと財原宏一さん）」（動画38秒）
※下記リンク先（クリップ一覧）より，
「教科」を『体育』，「学年」を『小４』にして表示された動画の中から，
該当する動画の画像（タイトル）をクリックして動画をご視聴ください。
（「もっとみる」のボタンをクリックしていただく場合もございます）

ベースボール型（ソフトボール）
□ NHK for School
「小学校３～４年 バッティング できないポイント(体育ノ介）」（動画1分16秒）」
※下記リンク先（クリップ一覧）より，
「教科」を『体育』，「学年」を『小４』にして表示された動画の中から，
該当する動画の画像（タイトル）をクリックして動画をご視聴ください。
（「もっとみる」のボタンをクリックしていただく場合もございます）

ネット型ゲーム（ソフトバレーボール）
□ NHK for School
「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）
「レシーブできるポイント(迫田さおりさん）」（動画51秒）
※下記リンク先（クリップ一覧）より，
「教科」を『体育』，「学年」を『小４』にして表示された動画の中から，
該当する動画の画像（タイトル）をクリックして動画をご視聴ください。
（「もっとみる」のボタンをクリックしていただく場合もございます）

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） Short Program A（約2分27秒）」
※下記リンク先ページに表示されているアイコン（モニターや音符）を
クリックしていただくと動画や音楽ファイルを再生することができます。
（再生・視聴には動画プレーヤーが必要です）

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

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

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

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

鉄棒運動
□ 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 映像教材 授業映像 てつぼうあそび・鉄棒」
※左ウインドウの「映像教材」にある『てつぼうあそび・鉄棒』を
クリックし，右ウインドウに表示された項目からさらに視聴したいものを
選択してください。（視聴には動画プレーヤーが必要です）

走り幅跳び
□ 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 映像教材 授業映像 陸上運動」
※左ウインドウの「映像教材」にある『陸上競技』をクリックし，
右ウインドウに表示された項目からさらに視聴したいものを選択して
ください。（視聴には動画プレーヤーが必要です）

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 映像教材 授業映像 からだほぐしの運動」
※左ウインドウの「映像教材」にある『からだほぐしの運動』をクリックし，
右ウインドウに表示された項目からさらに視聴したいものを選択して
ください。（視聴には動画プレーヤーが必要です）

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

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

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

せんりつのとくちょうを感じ取ろう
・陽気な船長
（せんりつのとくちょうに合ったふき方でえんそうしましょう。）

せんりつの重なりを感じ取ろう
・パレード ホッホー
（せんりつが重なり合うおもしろさを感じ取りましょう。）

せんりつの重なりを感じ取ろう
・オーラ リー
（せんりつが重なり合う美しさを感じてえんそうしましょう。）

いろいろな音のひびきをかんじとろう
・打楽器の音楽
（音のとくちょうを生かして音楽をつくりましょう。）

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

https://textbook.kyogei.co.jp/library/r2-es4

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

https://textbook.kyogei.co.jp/library/2020/03/02/小学生の音楽４

・ゆかいに歩けば／（共）とんび
（せんりつのとくちょうを生かして歌いましょう。）

・ファランドール
（せんりつが重なり合うおもしろさを感じ取りましょう。）

・（共）もみじ
（声が重なり合う美しさを感じて歌いましょう。）

・茶色のこびん
（ゆたかなひびきを味わいながらえんそうしましょう。）

https://textbook.kyogei.co.jp/library/r2-es4

https://youtu.be/DAjWxbZCspk

https://textbook.kyogei.co.jp/library/r2-es4

https://textbook.kyogei.co.jp/library/2020/03/02/小学生の音楽４

・白鳥／堂々たるライオンの行進
（せんりつのとくちょうを感じ取りながらききましょう。）

・メヌエット／クラリネット ポルカ
（フルートとクラリネットのひびきに親しみましょう。）

https://youtu.be/IeSFXrRJQ_A

https://youtu.be/vWZA1rb0s30

