
家庭学習サポート動画【小学校】 （5月１３日更新） 

全学年 

〔保健体育〕 

「進んで運動しよう」 

「スポーツテストに挑戦」 

「自分で計画を立ててすすんで運動しよう」 

感染症予防 （ていがくねん） 

家の外や中でもできる種目に挑戦しよう！ 

〔ミナモ 公 式

こうしき

ウェブサイト〕 

「ミナモ TV」 

 

 

 

 

 やさしいにほんご タガログ語 ポルトガル語 

外国人 

児童生徒 

支援 

 

（がいこくじん 

じどう せいと 

しえん） 

「生活チェック（日本語）」  「生活チェック（タガログ語）」 「生活チェック（ポルトガル語）」  

 ことばのべんきょう 
ひらがな（タガログ語） 

ことばのべんきょう 
ひらがな（ポルトガル語） 

 ことばのべんきょう 
うごきのことば（タガログ語） 

ことばのべんきょう 
うごきのことば（ポルトガル語） 

 ことばのべんきょう 
ひらがな・カタカナ（タガログ語） 

ことばのべんきょう 
ひらがな・カタカナ（ポルトガル語） 

 ことばのべんきょう 
 もちもの(タガログ語) 

ことばのべんきょう 
 もちもの(ポルトガル語) 

 ひらがな１ 
 よむ（タガログ語） 

ひらがな１ 
  よむ（ポルトガル語） 

 
ぶんのべんきょう  

 

中国語 ことばのべんきょう（もちもの） ひらがな１（よむ） 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/oLfGczSfHjk
https://youtu.be/oQiYAEPAgsA
https://youtu.be/WQ4iQUEoHZw
https://youtu.be/J6yUdKNlH_U
https://youtu.be/dqt7vG5e_ak
https://minamo-official.jp/
https://youtu.be/HootLtnEBjs
https://youtu.be/99hM_UuC3Zw
https://youtu.be/HGgb5kg_YuY
https://youtu.be/FW2EGy5frBY
https://youtu.be/FW2EGy5frBY
https://youtu.be/RqZFoPddSrA
https://youtu.be/RqZFoPddSrA
https://youtu.be/3J3aiI5ffP8
https://youtu.be/3J3aiI5ffP8
https://youtu.be/ANls7vVt4es
https://youtu.be/ANls7vVt4es
https://youtu.be/uqTB6IetBcQ
https://youtu.be/uqTB6IetBcQ
https://youtu.be/DkQS8Y5LVL4
https://youtu.be/DkQS8Y5LVL4
https://youtu.be/7tMbo2VKoBk
https://youtu.be/7tMbo2VKoBk
https://youtu.be/KsALvFo-AhM
https://youtu.be/KsALvFo-AhM
https://youtu.be/6z8bY-HldDQ
https://youtu.be/6z8bY-HldDQ
https://youtu.be/ltwAebgT7bs
https://youtu.be/ltwAebgT7bs
https://youtu.be/KCM5RD4MZbw
https://youtu.be/xR16mBt5a6U
https://youtu.be/VuT0SxhOZ9M


＜ていがくねん＞ 

 １年生 ２年生 

こくご 
いい てんき 

（おはなし たのしいな なんて いおう

かな うたに あわせて あいうえお） 

あさのおひさま 

（ききたいな、ともだちの はなし 

たのしいな、ことばあそび はなのみち） 

かきとかぎ 

（ぶんをつくろう・ねことねっこ） 

ふきのとう 

（はなが さいた いなばの 白うさぎ） 

 

春がいっぱい 

（きょうのできごと たんぽぽのちえ） 

 

同じぶぶんをもつかん字 

（うれしいことば） 

さんすう 

なかよし １０までの かず 

なんばんめ いくつといくつ 

あわせていくつ ふえるといくつ 

わかりやすく せいりしよう 

（たし算の しかたを 考えよう 

ひき算の しかたを 考えよう） 
長さをしらべよう 
 
数のしくみをしらべよう 

せいかつ 「どきどき わくわく １ねんせい」 

がっこう だいすき 
どきどき わくわく まちたんけん 

おんがく はくを かんじとろう 「みの まわりの 音を こえであらわしてみよう」 

ずが こうさく かきたいものなあに  

＜中学年＞ 

 ３年生 ４年生 

国語 

どきん 
（きつつきの商売 みどり） 

漢字の音と訓 

言葉で遊ぼう 

詩 春のうた 

白いぼうし 

アップとルーズで伝える 

社会 

はたらく人とわたしたちのくらし 

・農家の仕事 

・工場の仕事 

「県の広がり～岐阜県の特色～」 

算数 

かけ算のきまりを調べよう 

くふうして整理しよう 

同じ数に分ける計算を考えよう 

角の大きさを調べよう 

大きな数のしくみを調べよう 

理科 たねをまこう 「あたたかくなると」 

音楽 リズムでなかよくなろう リズムでなかよくなろう  

図画工作  「絵の具でゆめもよう」 

外国語活動 Unit１ Hello! Unit１ Hello, world! 

https://youtu.be/6jtq05rjkFM
https://youtu.be/-MH0KXYEuuU
https://youtu.be/YJ96Qu39K4k
https://youtu.be/GcZsXmQ2O5s
https://youtu.be/1F66DnWkm7c
https://youtu.be/MsMvWxHZUIw
https://youtu.be/a25mgrEl0EU
https://youtu.be/vemhLND2pog
https://youtu.be/NACp_hCzRUM
https://youtu.be/yCGQCz3bDX4
https://youtu.be/Gep4MNSkbnE
https://youtu.be/eJK6OWeg1PY
https://youtu.be/QWKoHekbLKA
https://youtu.be/G4Ga2q8tx2w
https://youtu.be/HLlOtEmyioI
https://youtu.be/UtyXlQE2Qm0
https://youtu.be/MipecVZZJ28
https://youtu.be/OODU4K55Yfk
https://youtu.be/3vjkIT0-VCE
https://youtu.be/5G3-jMqe5CY
https://youtu.be/rll0c9iUjSc
https://youtu.be/X-W91y7i-r0
https://youtu.be/uCyvLotEerU
https://youtu.be/hQBHPJ5uIYM
https://youtu.be/ClaB8HsAjIk
https://youtu.be/NqneTDtdjc8
https://youtu.be/uvTrAjwpg7A
https://youtu.be/WyihI2TpD7U
https://youtu.be/ZAT_0IK_Syc
https://youtu.be/Elx9mDVElOo
https://youtu.be/jhM6o-Uwl6U
https://youtu.be/HLQ9fP2PBlE
https://youtu.be/-hL9Br9h9XQ
https://youtu.be/G5CtKgvRdbw
https://youtu.be/qF2sI5gbl3k
https://youtu.be/mcotHxFIMVg
https://youtu.be/TVdaJYZcVZY
https://youtu.be/MnCyA82rHfI
https://youtu.be/KWclAbWSJ7I


＜高学年＞ 

 ５年生 ６年生 

国語 

「詩 かんがえるのって おもしろい ほか」 

言葉の意味が分かること 

和語・漢語・外来語 

詩 春の河 

（小景異情  帰り道） 

時計の時間と心の時間 

話し言葉と書き言葉 

社会 高い土地のくらし わたしたちのくらしと日本国憲法 

算数 

数のしくみを調べよう 

小数をかける計算を考えよう 

直方体や立方体のかさの表し方を考えよう 

分数と整数のかけ算・わり算を考えよう２ 

（面積が求められるかな） 

 

式の表し方を考えよう 

理科 植物の発芽と成長  動物のからだのはたらき 

音楽  
歌声をひびかせて心をつなげよう 

「おぼろ月夜」 

図画工作 
心のもよう 

えん筆で表そう 
墨で表す 

家庭 「はじめよう！家庭科」 わたしの生活時間  

外国語活動 

Unit１ Hello, friends.   

 

「たん生日やほしいものを伝えよう」 

「名前や好きなこと・たんじょう日を伝えよう」  

 

日常生活について話そう！ 

 

https://youtu.be/J-aBTZ-skdc
https://youtu.be/vU092zZxnh8
https://youtu.be/ebRolTmDn20
https://youtu.be/89jlauE7Fhc
https://youtu.be/R7oz_3O38Zg
https://youtu.be/tLBPKY61A84
https://youtu.be/2264sul-r8Q
https://youtu.be/KLWXh3nKYI8
https://youtu.be/nxWgIukpKLs
https://youtu.be/EQuz6rAlEjc
https://youtu.be/G0Uq9p4AE4M
https://youtu.be/VzZhRJiT2m0
https://youtu.be/VzZhRJiT2m0
https://youtu.be/zcj53S_n0FI
https://youtu.be/j4i2o5-YhGw
https://youtu.be/PVM_sbXIfhc
https://youtu.be/3lQIvxessSQ
https://youtu.be/3lQIvxessSQ
https://youtu.be/71jpK5jOfXY
https://youtu.be/8ejQS-UURUo
https://youtu.be/ZCsn2t6fXV0
https://youtu.be/vepZMh-bAjE
https://youtu.be/HcO_YQjVWzM
https://youtu.be/ht7BPDKjmvo
https://youtu.be/R_8zsP9pFPs
https://youtu.be/LpXkI7JcbNU
https://youtu.be/TqtQ8HvPOVA

