みやぎ

わくわくスタディ・なび【小学６年】
９月

学年
話し合って考えを深めよう
□ NHK for school お伝と伝じろう

国語

社会

※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

宮城県教育委員会

１２月

漢文に親しむ
□ NHK for school「漢詩『春暁』」（動画10分）

町の未来をえがこう／町の幸福論
□ NHK for school お伝と伝次郎

https://www.nhk.or.jp/kokugo/otsuta/?das_id=D0005150170_00000

https://www.nhk.or.jp/kokugo/classic/?das_id=D0005150086_00000

https://www.nhk.or.jp/kokugo/otsuta/?das_id=D0005150176_00000

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

話し合って考えを深めよう
□ NHK for school 読み書きのツボ「議論の穴を探せ～反論を考える」（動画15分）

漢文に親しむ
□ NHK for School

町の未来をえがこう／町の幸福論
□ NHK for school 読み書きのツボ「三角形で伝えよう～説明の三要素～」
（動画15分）

関連する作品を読んで，すいせんしよう／ヒロシマのうた
□ NHK for school 歴史にドキリ 「戦争そして戦後」（動画10分）

https://www.nhk.or.jp/kokugo/tsubo/?das_id=D0005150040_00000

https://www.nhk.or.jp/kokugo/10min_kobun/?das_id=D0005150073_00000

https://www.nhk.or.jp/kokugo/tsubo/?das_id=D0005150029_00000

https://www.nhk.or.jp/syakai/dokiri/?das_id=D0005120250_00000

日本の歴史
３ 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）

日本の歴史 ６ 戦国の世から天下統一へ
□ NHK for School 歴史にドキリ「織田信長～天下統一を目指した武将～」（動画10
分）

日本の歴史 ８ 町人の文化と新しい学問
□ NHK for School 歴史にドキリ「近松門左衛門～江戸時代の文化～」（動画10分）

日本の歴史 10 世界に歩み出した日本
□ NHK for School 歴史にドキリ「陸奥宗光・小村寿太郎～条約改正への道のり～」
（動画10分）

https://www.nhk.or.jp/syakai/dokiri/?das_id=D0005120260_00000

https://www.nhk.or.jp/syakai/dokiri/?das_id=D0005120209_00000

https://www.nhk.or.jp/syakai/dokiri/?das_id=D0005120213_00000

https://www.nhk.or.jp/syakai/dokiri/?das_id=D0005120220_00000

日本の歴史
４ 武士の世の中へ
□ NHK for School 歴史にドキリ「平清盛～武士の世の中へ～」（動画10分）

日本の歴史 ７ 江戸幕府と政治の安定
□ NHK for School 歴史にドキリ「徳川家康～戦国から江戸へ～」（動画10分）

日本の歴史 ９ 明治の国づくりを進めた人々
□ NHK for School 歴史にドキリ「大久保利通～明治の国づくり（富国強兵）～」（動
画10分）

https://www.nhk.or.jp/syakai/dokiri/?das_id=D0005120228_00000

https://www.nhk.or.jp/syakai/dokiri/?das_id=D0005120211_00000

https://www.nhk.or.jp/syakai/dokiri/?das_id=D0005120216_00000

拡大図と縮図
◇ みやぎ単元問題ライブラリー６年生
６ 拡大図と縮図
※必要に応じて「ホップ」「ステップ」「ジャンプ」の各問題を印刷して
ご活用ください

角柱と円柱の体積
◇ みやぎ単元問題ライブラリー６年生
８ 角柱と円柱の体積
【書く力を高める問題】角柱と円柱
※必要に応じて各問題を印刷してご活用ください

比例と反比例
◇ みやぎ単元問題ライブラリー６年生
１０ 比例と反比例
※必要に応じて「ホップ」「ステップ」「ジャンプ」の各問題を印刷して
ご活用ください

並べ方と組み合わせ方
◇ みやぎ単元ライブラリー６年生
１１ 並べ方と組み合わせ方
【書く力を高める問題】並べ方と組み合わせ方
※必要に応じて各問題を印刷してご活用ください

http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/question/e6san.html

http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/question/e6san.html

http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/question/e6san.html

http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/question/e6san.html

◇

◇

◇

◇うでだめシート６年（東京書籍）
並べ方と組み合わせ方
※必要に応じて印刷してご活用ください

https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/ten_download/2020/2020058315.pdf

https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/ten_download/2020/2020058317.pdf

https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/ten_download/2020/2020058318.pdf

https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/ten_download/2020/2020058319.pdf

□

およその面積と体積
◇ みやぎ単元問題ライブラリー６年生
９ およその体積や面積
※必要に応じて「ホップ」「ステップ」「ジャンプ」の各問題を印刷して
ご活用ください

□

データの調べ方
◇ みやぎ単元ライブラリー６年生
１２ データの調べ方
【書く力を高める問題】データの調べ方

https://www.nhk.or.jp/sansuu/keiji/?das_id=D0005160026_00000

http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/question/e6san.html

https://www.nhk.or.jp/sansuu/keiji/?das_id=D0005160031_00000

http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/question/e6san.html

第10回「ピンチ！意見が対立」（動画10分）

10min.ボックス古文・漢文「故事成語」
(動画１０分)

第13回「プレゼンテーションをしよう」

関連する作品を読んで，すいせんしよう／ヒロシマのうた
□ NHK for schoolお伝と伝じろう第13回「言葉が人を引きつける」（動画10分）

日本の歴史 ５ 今に伝わる室町文化
□ NHK for School 歴史にドキリ「足利義満・義政～室町文化の発展～」（動画10分）
https://www.nhk.or.jp/syakai/dokiri/?das_id=D0005120229_00000

うでだめシート６年（東京書籍）
拡大図と縮図
※必要に応じて印刷してご活用ください

NHK for school
「さんすう刑事ゼロ 宝の地図をよみとけ～拡大図と縮図」（動画10分）
＜放送日＞ ６月２２日，６月２９日
＜放送時間＞ ９：５５～１０：０５

算数

うでだめシート６年（東京書籍）
角柱と円柱の体積
※必要に応じて印刷してご活用ください

うでだめシート６年（東京書籍）
比例と反比例①～②
※必要に応じて印刷してご活用ください

NHK for school
「さんすう刑事ゼロ ２０２０枚のメダルを確かめろ～比例」（動画10分）
＜放送日＞ １０月１２日，１０月１９日
＜放送時間＞ ９：５５～１０：０５

円の面積
◇ みやぎ単元問題ライブラリー６年生
７ 円の面積
※必要に応じて「ホップ」「ステップ」「ジャンプ」の各問題を印刷して
ご活用ください

◇うでだめシート６年（東京書籍）
資料の調べ方①～②
※必要に応じて印刷してご活用ください

http://www.edu-c.pref.miyagi.jp/tangen/question/e6san.html

https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/ten_download/2020/2020058320.pdf

◇

うでだめシート６年（東京書籍）
円の面積
※必要に応じて印刷してご活用ください

https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/ten_download/2020/2020058316.pdf
月のようす
□ NHK for School

理科

ふしぎエンドレス 理科６年
「なぜ月の形がちがう？」（動画10分）

地層のでき方
□ NHK for School

ふしぎエンドレス 理科６年
「地層から歴史を探れ！」（動画10分）

地震や火山の噴火と大地の変化
□ NHK for School ふしぎ情報局 理科６年
「火をふく山」（動画15分）

てこのはたらき
□ NHK for School

ふしぎエンドレス 理科６年
「てこの決まりを探れ！ 考察編」（動画10分）

https://www.nhk.or.jp/rika/endless6/?das_id=D0005110459_00000

https://www.nhk.or.jp/rika/endless6/?das_id=D0005110458_00000

https://www.nhk.or.jp/rika/rika6/?das_id=D0005110269_00000

https://www.nhk.or.jp/rika/endless6/?das_id=D0005110444_00000

月の形の見え方
□ NHK for School

地層ができるしくみ
□ NHK for School ふしぎがいっぱい６年生
「しま模様のひみつ」（動画10分）

私たちのくらしと災害
□ NHK for School ふしぎ情報局 理科６年
「ゆれる大地」（動画15分）

電気の利用
□ NHK for School

https://www.nhk.or.jp/rika/endless6/?das_id=D0005110460_00000

https://www.nhk.or.jp/rika/fushigi6/?das_id=D0005110070_00000

https://www.nhk.or.jp/rika/rika6/?das_id=D0005110270_00000

https://www.nhk.or.jp/rika/endless6/?das_id=D0005110449_00000

大地のつくり
□ NHK for School

地震や火山の噴火と大地の変化
□ NHK for School ふしぎがいっぱい６年生
「火山の力」（動画10分）

てこのはたらき
□ NHK for School

電気の利用
□ NHK for School

https://www.nhk.or.jp/rika/fushigi6/?das_id=D0005110071_00000

https://www.nhk.or.jp/rika/endless6/?das_id=D0005110443_00000

ふしぎエンドレス 理科６年
「月の形が変わるしくみは？」（動画10分）

ふしぎエンドレス 理科６年
「遠くはなれた地層ひみつ」（動画10分）

https://www.nhk.or.jp/rika/endless6/?das_id=D0005110457_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

【We Can!2

ふしぎエンドレス 理科６年
「てこの決まりを探れ！ 実験計画編」（動画10分）

音声データ】

https://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/gaikokugo/1387503_00001.htm
Unit4:Summer Vacations in the World
□ NHK for School 基礎英語０ 世界エイゴミッション
第41回「チキンをとった人を探せ！」（動画10:00）
外国語
第42回「観光スポットを選べ！」（動画10:00）
第45回「なくしたバッジを見つけ出せ！」（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。
https://www.nhk.or.jp/eigo/mission/

Unit6:Let's think about our food.
□ NHK for School 基礎英語０ 世界エイゴミッション
第41回「チキンをとった人を探せ！」（動画10:00）

https://www.nhk.or.jp/eigo/mission/?das_id=D0005140291_00000

ふしぎエンドレス 理科６年
「なぜ電気を使う？ 手がかり編」（動画10分）

ふしぎエンドレス 理科６年
「なぜ電気を使う？ 考察編」（動画10分）

https://www.nhk.or.jp/rika/endless6/?das_id=D0005110450_00000

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）

高跳び遊び
□ 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 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）

フォークダンス
□ NHK for School
「小学校３～４年 コロブチカ できるポイント」（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）

体の動きを高める運動
□ 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）

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

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

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

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

体育
体の動きを高める運動
□ 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/

音楽

いろいろな和音のひびきを感じ取ろう
・星の世界
（歌声が重なり合うひびきを感じ取りながら合唱しましょう。）

曲想の変化を感じ取ろう
・思い出のメロディー
（曲想の変化を味わいながら，思いを込めて歌いましょう。）

曲想の変化を感じ取ろう
・風を切って
（曲想を生かして合奏しましょう。）

詩と音楽の関わりを味わおう
・花
（言葉と旋律の美しさを感じ取りながら，日本の歌を味わいましょう。）

https://textbook.kyogei.co.jp/library/2020/03/02/小学生の音楽６

https://textbook.kyogei.co.jp/library/2020/03/02/小学生の音楽６

https://textbook.kyogei.co.jp/library/2020/03/02/小学生の音楽６

https://youtu.be/CGm3oMy-u8Y

・雨のうた
（和音のひびきの美しさを味わいながら演奏しましょう。）

・ハンガリー舞曲 第5番／指揮のまねをしてみよう
（曲想の移り変わりを味わいながらききましょう。）

・箱根八里／荒城の月
（言葉と旋律の美しさを感じ取りながら，日本の歌を味わいましょう。）

https://textbook.kyogei.co.jp/library/2020/03/02/小学生の音楽６

https://textbook.kyogei.co.jp/library/r2-es6

https://youtu.be/CxMEOF7Vuto

・和音の音で旋律づくり
（和音にふくまれる音を使って旋律をつくりましょう。）

・（共）ふるさと
（人々が大切にしてきた歌を味わい，思いが伝わるように歌いましょう。）

https://textbook.kyogei.co.jp/library/2020/03/02/小学生の音楽６

https://textbook.kyogei.co.jp/library/r2-es6

