
学年 教科 月 単元名 ページ サイト名 番組名 動画名 内容 URL QRコード 注意事項など

小学校
１年

国語 ４月
えんぴつ
と
なかよし

上
14～15

日本文教出版
しょうがくしょしゃ
1ねん

文字を書くときの姿勢が
わかります。
きれいな字を書くには姿
勢が大切ですね。

https://www.nichibun-
g.co.jp/2020dc/sho/01/

小学校
１年

国語 ４月
おはなし
たのしい
な

上
10～11

光村図書
教材末｢この本、読も
う｣図書一覧

教科書教材に関連した本
の紹介をしています。

https://www.mitsumura-
tosho.co.jp/2020s_kyokash
o
/download/kokugo/2020k_h
on_02.pdf

小学校
１年

国語 通年 ひらがな YouTube
ひらがなをおぼえよう
あ行

書き方と読み方が学べま
す。

https://www.youtube.com/
watch?v=5hYz3Kn08Oo

小学校
１年

国語 通年 ひらがな YouTube
ひらがなをおぼえよう
か行

書き方と読み方が学べま
す。

https://www.youtube.com/
watch?v=jlxNQ0G-YhY

小学校
１年

国語 通年 ひらがな YouTube
ひらがなをおぼえよう
さ行

書き方と読み方が学べま
す。

https://www.youtube.com/
watch?v=e4SXFcNcomQ

小学校
１年

国語 通年 ひらがな YouTube
ひらがなをおぼえよう
た行

書き方と読み方が学べま
す。

https://www.youtube.com/
watch?v=FvEs8sOFlpQ
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小学校
１年

国語 通年 ひらがな YouTube
ひらがなをおぼえよう
な行

書き方と読み方が学べま
す。

https://www.youtube.com/
watch?v=Wewz9QDOYhw

小学校
１年

国語 通年 ひらがな YouTube
ひらがなをおぼえよう
は行

書き方と読み方が学べま
す。

https://www.youtube.com/
watch?v=6YpWwGRgTu8

小学校
１年

国語 通年 ひらがな YouTube
ひらがなをおぼえよう
ま行

書き方と読み方が学べま
す。

https://www.youtube.com/
watch?v=0Ykz0KqPLFU

小学校
１年

国語 通年 ひらがな YouTube
ひらがなをおぼえよう
や行

書き方と読み方が学べま
す。

https://www.youtube.com/
watch?v=QLqxQ85wLBo

小学校
１年

国語 通年 ひらがな YouTube
ひらがなをおぼえよう
ら行

書き方と読み方が学べま
す。

https://www.youtube.com/
watch?v=Ogb5rRoXlOg

小学校
１年

国語 通年 ひらがな YouTube
ひらがなをおぼえよう
わ行

書き方と読み方が学べま
す。

https://www.youtube.com/
watch?v=MIw5tSDiLkQ
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小学校
１年

国語 通年 ひらがな YouTube あいうえうたお♪
五十音をたのしい歌で学
びます。

https://www.youtube.com/
watch?v=gF6-VvWL_po

小学校
１年

国語 通年
ものがた
り

NHK for
School

おはなしのくに
ももたろう、きんたろう、き
たかぜとたいよう　などの
物語が楽しめます。

https://www.nhk.or.jp/koku
go/ohanashi/?das_id=D000
5150127_00000

小学校
１年

国語 通年 ことば
NHK for
School

ことばドリル
ことばのきまりを楽しく学
べます。

https://www.nhk.or.jp/koku
go/drill/origin/schedule.ht
ml

小学校
１年

国語 通年 漢字 eboard 小学漢字
漢字がしゅるい別に集
まっています。
問題もついています。

https://www.eboard.jp/list/
12/

小学校
１年

国語 ３月

だって
だっての
おばあさ
ん

下140 光村図書
だってだってのおばあ
さん／声：宮崎美子

「だってだってのおばあさ
ん」の朗読を聞くことがで
きます。

https://www.mitsumura-
tosho.co.jp/oshirase/shien_
taio/kokugo1.html

小学校
１年

算数 ３月

おおきい
ほう
すくない
ほう

152～
153

教科書
ぴったりテス

ト

21　おおきい　ほう
すくない　ほう

2つの数量のちがいと一
方の数からもう一方の数
を求めることができるよう
にします。

http://www.smart-
lecture.com/pittaritest/pag
es/sub01.php

期間限定
要プレーヤーダウンロー
ド
（ThinkBoardプレーヤー）
要無料会員登録
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小学校
１年

算数 ３月
大きさくら
べ（2）

156～
157

教科書
ぴったりテス

ト
22　大きさくらべ（2）

広さくらべを通して，
広いせまいの考え方を理
解します。

http://www.smart-
lecture.com/pittaritest/pag
es/sub01.php

期間限定
要プレーヤーダウンロー
ド
（ThinkBoardプレーヤー）
要無料会員登録

小学校
１年

算数 通年 　 　
NHK for
School

さんすう犬ワン

ワンが得意な「算数」を
使って、町の人たちのトラ
ブルを解決していく痛快コ
メディドラマです。（全１９
回）

https://www.nhk.or.jp/sans
uu/wan/

小学校
１年

図工 通年
NHK for
School

キミなら何つくる？
自分の思いをこめた秘密
基地を立体に表しましょ
う。

http://www.nhk.or.jp/zukou
/kiminara/?das_id=D000521
0002_00000

小学校
１年

図工 通年 日本文教出版
"用具の使い方"Web
動画コンテンツ『ようぐ
る』

図工で使ういろいろな道
具の使い方がわかりま
す。

https://www.nichibun-
g.co.jp/learning_support/yo
ugle_special/zugakosaku/in
dex.html

小学校
１年

音楽 通年 まなびリンク おんがくのおくりもの1
手遊び歌や打楽器の演
奏の仕方がわかります。

https://www.kyoiku-
shuppan.co.jp/m-
link/ongaku/1.html

小学校
１年

プロ
グラ
ミン
グ

通年 Viscuit Viscuit

簡単に自分の書いた絵を
動かせます。
工夫すればいろいろなこ
とができます。

https://www.viscuit.com/
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