
教科 動画名など 更新日 ＵＲＬ（タップ・クリックすると動画が見られます）

国語 古典　月の異名 4月7日 やってみたいときは、担当の先生に聞いてください。

国語 表現技法伝説クエスト（tearoomにアップ） 4月7日 やってみたいときは、担当の先生に聞いてください。

国語 文法を学ぶ！修正版(1)（解説＋問題）言葉の単位 4月7日 https://youtu.be/VFLvWD_Ukx4

国語 文法を学ぶ！修正版(2)（解説＋問題）主語・述語 4月7日 https://youtu.be/M-HKMcW7-Wc

国語 文法を学ぶ！修正版(3)（解説＋問題）修飾語・被修飾語 4月7日 https://youtu.be/RvIiEwmtKCI

国語 文法を学ぶ！修正版(4)（解説＋問題）連用修飾・連体修飾 4月7日 https://youtu.be/DbtInbpGw9I

国語 文法を学ぶ！修正版(5)（解説＋問題）接続語 4月7日 https://youtu.be/TE1bqYvd4aw

国語 文法を学ぶ！修正版(6)（解説＋問題）独立語 4月7日 https://youtu.be/wzDd5yGKXGA

国語 文法を学ぶ！修正版(7)（解説＋問題）連文節・並立の関係・補助の関係 4月7日 https://youtu.be/acQ1CTySFlw

国語 文法を学ぶ！修正版(8)（解説＋問題）自立語・付属語 4月7日 https://youtu.be/TpbX-csT1Vw

国語 文法を学ぶ！修正版(9)（解説＋問題）活用のある単語・活用のない単語 4月7日 https://youtu.be/SMxOSxW1wUg

国語 文法を学ぶ！修正版(10)（解説＋問題）体言・用言 4月7日 https://youtu.be/5edGZy1RYBk

国語 文法を学ぶ！修正版(11)（解説＋問題）品詞ガイド 4月7日 https://youtu.be/8YCtcJOVk40

国語 文法を学ぶ！修正版(12)（解説＋問題）名詞　前編 4月7日 https://youtu.be/zpKwJXOnvjQ

国語 文法を学ぶ！修正版(13)（解説＋問題）名詞　後編 4月7日 https://youtu.be/5iDkFQ2Pe-Q

国語 文法を学ぶ！修正版(14)（解説＋問題）連体詞 4月7日 https://youtu.be/DSZVMQ6MGUc

国語 文法を学ぶ！修正版(15)（解説＋問題）副詞 4月7日 https://youtu.be/Wq2mclL999c

国語 文法を学ぶ！修正版(16)（解説＋問題）接続詞 4月7日 https://youtu.be/xK2w0vQvb0Q

国語 文法を学ぶ！修正版(17)（解説＋問題）感動詞 4月7日 https://youtu.be/PC5YAv5Rb4k

国語 活字と手書き文字 4月7日 https://youtu.be/sYR59aidBuM

国語 接続する言葉・指示する言葉(1) 4月7日 https://youtu.be/2QE1Ele6Bd4

国語 接続する言葉・指示する言葉(2) 4月7日 https://youtu.be/8P7rVgq0I4Y

国語 竹取物語(1)NHK10minボックス古文･漢文｢竹取物語｣ 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangumi.cgi?das_id=D0005150061_00000

国語 竹取物語(2)NHKおはなしのくにクラシック｢竹取物語｣ 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangumi.cgi?das_id=D0005150082_00000

国語 故事成語NHK10minボックス古典｢故事成語｣ 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangumi.cgi?das_id=D0005150073_00000

国語 古典に親しもう(1)古典の世界に親しもう 4月7日 https://youtu.be/qE_3JJVf2K0

国語 古典に親しもう(2)古文と現代文の違い 4月7日 https://youtu.be/EDkzjTd3rJw

国語 歴史的仮名遣いを現代仮名遣いに直そう(1)竹取物語 4月7日 https://youtu.be/GH6CFoB2jZI
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国語 歴史的仮名遣いを現代仮名遣いに直そう(2)ミニテスト 4月7日 https://youtu.be/UgvD_uIFndk

国語 少年の日の思い出(1)（小説） 4月7日 https://youtu.be/fGvkCsmBCTQ

国語 少年の日の思い出(2)（小説） 4月7日 https://youtu.be/jU0RUcbkvLw

国語 少年の日の思い出(3)（小説） 4月7日 https://youtu.be/nL5kEM5175k

国語 少年の日の思い出(4)（小説） 4月7日 https://youtu.be/vG4oKrtQazQ

国語 少年の日の思い出(5)（小説） 4月7日 https://youtu.be/TEZVa5XiAXs

国語 少年の日の思い出(6)（小説） 4月7日 https://youtu.be/dsfzB6-9seM

国語 トロッコ(小説) 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangumi.cgi?das_id=D0005150042_00000

国語 クジラの飲み水(1)問いと答え 4月7日 https://youtu.be/SfNVoXgXlGc

国語 クジラの飲み水(2)構造を見る 4月7日 https://youtu.be/nDf2E6kwtH8

国語 クジラの飲み水(3)筆者の工夫 4月7日 https://youtu.be/1YRWkhVCAgo

国語 ペンギンの防寒着　説明文の基本構造を学ぼう 4月7日 https://youtu.be/1yxtQRsGcOA

国語 字のない葉書(1)(随筆) 4月7日 https://youtu.be/BrnnXhHWmNM

国語 字のない葉書(2)(随筆) 4月7日 https://youtu.be/ZEPFl3cFYHY

国語 字のない葉書(3)(随筆) 4月7日 https://youtu.be/vHGy1sIF980

国語 字のない葉書(4)(随筆) 4月7日 https://youtu.be/VqFPW7thSqI

国語 食感のオノマトペ(1) 4月7日 https://youtu.be/dHA-U5qlAK0

国語 食感のオノマトペ(2) 4月7日 https://youtu.be/zbHOBS0Fc4I

国語 食感のオノマトペ(3) 4月7日 https://youtu.be/b1e1iMlmUm8

国語 玄関扉(1)事実を正確に捉えよう 4月7日 https://youtu.be/NkyhzjTRD_E

国語 玄関扉(2)構造を捉えよう 4月7日 https://youtu.be/DSpqtk1gWzw

国語 玄関扉(3)事実と筆者の意見と理由を読み分けよう 4月7日 https://youtu.be/ZT9truYGOkw

国語 玄関扉(4)三角ロジックを使おう 4月7日 https://youtu.be/tl4HTIAMhP0

国語 玄関扉(1)キーワードと要点 4月7日 https://youtu.be/KVIH24izHiY

国語 玄関扉(2)文章全体の内容 4月7日 https://youtu.be/bN6UgMTM_JM

国語 変わり身の上話 4月7日 https://youtu.be/LU_sjTHFC6Q

国語 この小さな地球の上で(1)印象に残ったことば 4月7日 https://youtu.be/eUjfJdmlqqQ

国語 この小さな地球の上で(2)事例を表にまとめる 4月7日 https://youtu.be/P9AEsMerfJc
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国語 この小さな地球の上で(3)筆者の考えをまとめる 4月7日 https://youtu.be/7VykewiIAz8

国語 この小さな地球の上で(4)次にやるべき大いなる仕事 4月7日 https://youtu.be/9fttv4d8G1A

国語 この小さな地球の上で(5)地球や人間の未来 4月7日 https://youtu.be/41wxSgMEfP0

社会(地理) 私たちの地域と世界の地域構成（地球儀と地図の違い）(1) 4月7日 https://youtu.be/pl7WIx9Ec48

社会(地理) 私たちの地域と世界の地域構成（地球儀と地図の違い）(2) 4月7日 https://youtu.be/CFfbZ-TjSOY

社会(地理) 私たちの地域と世界の地域構成（地球儀と地図の違い）(3) 4月7日 https://youtu.be/aXy_1QipJls

社会(地理) 私たちの地域と世界の地域構成　地球儀に引かれた線 4月7日 https://youtu.be/EQqOPYnCgqw

社会(地理) 人々の生活と環境（世界の気候） 4月7日 https://youtu.be/yaP9Ecm4qgE

社会(歴史) 中世日本1(1)武士の発生と武士団 4月7日 https://youtu.be/da4eNG1DDt0

社会(歴史) 中世日本1(1)-2 NHK for school「武士」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005310764_00000

社会(歴史) 中世日本1(1)-3 NHK for school「平将門の乱」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005403025_00000

社会(歴史) 中世日本1(1)-4 NHK for school「平安時代後期の武士」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005310040_00000

社会(歴史) 中世日本1(2)院政と平氏政権 4月7日 https://youtu.be/hixzTYWjtMw

社会(歴史) 中世日本1(2)-2 NHK for school「力をつけていく武士」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005310770_00000

社会(歴史) 中世日本1(2)-3 NHK for school「平治の乱」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005403024_00000

社会(歴史) 中世日本1(2)-4 NHK for school「平氏の栄華」 4月7日
https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005310041_00000

社会(歴史) 中世日本1(2)-5 NHK for school「平氏の滅亡」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005310043_00000

社会(歴史) 中世日本1(3)武家政治の成立と展開 4月7日 https://youtu.be/qFUUBHG5pqA

社会(歴史) 中世日本1(3)-2 NHK for school「鎌倉幕府の成立としくみ」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005310045_00000

社会(歴史) 中世日本1(3)-3 NHK for school「ご恩と奉公」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005310779_00000

社会(歴史) 中世日本1(3)-4 NHK for school「鎌倉幕府はどうやって勢力を広げた？」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangumi.cgi?das_id=D0005120527_00000

社会(歴史) 中世日本1(3)-5 NHK for school「執権・北条氏」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005310503_00000

社会(歴史) 中世日本1(4)鎌倉時代の人々の暮らし 4月7日 https://youtu.be/UK-BmINueFo

社会(歴史) 中世日本1(4)-2 NHK for school「流鏑馬・笠懸・犬追物」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005403027_00000

社会(歴史) 中世日本1(5)鎌倉文化と新しい仏教 4月7日 https://youtu.be/MmBEL7_Fa-s

社会(歴史) 中世日本1(5)-2 NHK for school「東大寺南大門・金剛力士像」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005403035_00000

社会(歴史) 中世日本1(5)-3 NHK for school「新しい仏教」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005403029_00000

社会(歴史) 中世日本2(1)13世紀ごろのユーラシアの動き 4月7日 https://youtu.be/pK7pHSPniPw
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社会(歴史) 中世日本2(1)-2 NHK for school「中国の歴史とモンゴル」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005310501_00000

社会(歴史) 中世日本2(2)元寇と鎌倉幕府の滅亡 4月7日 https://youtu.be/keYYP9WoKMU

社会(歴史) 中世日本2(2)-2 NHK for school「蒙古襲来絵詞」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005310502_00000

社会(歴史) 中世日本2(2)-3 NHK for school「元はなぜ日本を攻めた？」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangumi.cgi?das_id=D0005120523_00000

社会(歴史) 中世日本2(2)-4 NHK for school「鎌倉時代のまとめ」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangumi.cgi?das_id=D0005120305_00000

社会(歴史) 中世日本2(3)南北朝の内乱と室町幕府の成立 4月7日 https://youtu.be/VW8R--aF-S0

社会(歴史) 中世日本2(3)-2 NHK for school「守護大名」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005403036_00000

社会(歴史) 中世日本2(4)東アジア世界の交流 4月7日 https://youtu.be/ERHobv18zTI

社会(歴史) 中世日本2(4)-2 NHK for school「倭寇」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005403040_00000

社会(歴史) 中世日本2(5)琉球王国とアイヌ民族 4月7日 https://youtu.be/UP5Satl6SKU

社会(歴史) 中世日本2(5)-2 NHK for school「琉球王国」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005403042_00000

社会(歴史) 中世日本2(5)-3 NHK for school「アイヌの人々との交易」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005403045_00000

社会(歴史) 中世日本3(1)産業の発達と民衆の成長 4月7日 https://youtu.be/2dNuGz20s7Q

社会(歴史) 中世日本3(1)-2 NHK for school「職人の誕生とにぎわう町」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005310785_00000

社会(歴史) 中世日本3(1)-3 NHK for school「町衆」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005403049_00000

社会(歴史) 中世日本3(2)応仁の乱と戦国大名の出現 4月7日 https://youtu.be/vLdCrceKMjA

社会(歴史) 中世日本3(2)-2 NHK for school「応仁の乱」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005403055_00000

社会(歴史) 中世日本3(2)-3 NHK for school「戦国大名」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005403059_00000

社会(歴史) 中世日本3(2)-4 NHK for school「室町時代まとめ」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangumi.cgi?das_id=D0005120363_00000

社会(歴史) 中世日本3(3)室町文化とその広まり 4月7日 https://youtu.be/EXKiBqqHVv4

社会(歴史) 中世日本3(3)-2 NHK for school「鎌倉文化、室町文化まとめ」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangumi.cgi?das_id=D0005120307_00000

社会(歴史) 近世の日本と世界(1)中世のヨーロッパ世界とイスラム世界 4月7日 https://youtu.be/jBTiZTF23y8

社会(歴史) 近世の日本と世界(1)-2 NHK for school「キリスト教」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005310428_00000

社会(歴史) 近世の日本と世界(1)-3 NHK for school「イスラム教」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005310429_00000

社会(歴史) 近世の日本と世界(1)-4 NHK for school「聖地エルサレム」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005310432_00000

社会(歴史) 近世の日本と世界(2)ルネサンスと宗教改革 4月7日 https://youtu.be/zstTl45sp-E

社会(歴史) 近世の日本と世界(3)ヨーロッパ世界の拡大 4月7日 https://youtu.be/19dSDch_K2Y

社会(歴史) 近世の日本と世界(3)-2 NHK for school「大航海時代」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005403058_00000
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社会(歴史) 近世の日本と世界(3)-3 NHK for school「船で地球が丸いことを実証」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005300734_00000

社会(歴史) 近世の日本と世界(4)ヨーロッパ人との出会い 4月7日 https://youtu.be/kv_34C_T_qA

社会(歴史) 近世の日本と世界(4)-2 NHK for school「鉄砲伝来」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005403060_00000

社会(歴史) 近世の日本と世界(4)-3 NHK for school「火縄銃」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005310070_00000

社会(歴史) 近世の日本と世界(4)-4 NHK for school「ザビエルの生涯」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005310061_00000

社会(歴史) 近世の日本と世界(4)-5 NHK for school「宣教師はなぜ日本に来た？」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangumi.cgi?das_id=D0005120525_00000

社会(歴史) 近世の日本と世界(4)-6 NHK for school「南蛮貿易」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005310071_00000

社会(歴史) 近世の日本と世界(4)-7 NHK for school「南蛮文化」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005403063_00000

社会(歴史) 近世の日本と世界(4)-8 NHK for school「天正遣欧使節」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005310064_00000

社会(歴史) 近世の日本と世界(5)天下統一を目指して 4月7日 https://youtu.be/11FnV5oytaA

社会(歴史) 近世の日本と世界(5)-2 NHK for school「桶狭間の戦い」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005310066_00000

社会(歴史) 近世の日本と世界(5)-3 NHK for school「長篠の戦い」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005310067_00000

社会(歴史) 近世の日本と世界(5)-4 NHK for school「楽市楽座」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005310069_00000

社会(歴史) 近世の日本と世界(6)豊臣秀吉の政治 4月7日 https://youtu.be/hI1IhXZjlLw

社会(歴史) 近世の日本と世界(6)-2 NHK for school「太閤検地」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005403062_00000

社会(歴史) 近世の日本と世界(6)-3 NHK for school「刀狩」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005310788_00000

社会(歴史) 近世の日本と世界(6)-4 NHK for school「天下統一」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangumi.cgi?das_id=D0005120370_00000

社会(歴史) 近世の日本と世界(7)桃山文化 4月7日 https://youtu.be/czeF1_NU3so

社会(歴史) 近世の日本と世界(7)-2 NHK for school「桃山文化」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005403064_00000

社会(歴史) 近世の日本と世界(7)-3 NHK for school「南蛮文化」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005403063_00000

社会(歴史) 近世の日本と世界(8)江戸幕府の成立と幕藩体制 4月7日 https://youtu.be/Mr3YRGCTeE0

社会(歴史) 近世の日本と世界(8)-2 NHK for school「幕藩体制」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangumi.cgi?das_id=D0005120309_00000

社会(歴史) 近世の日本と世界(8)-3 NHK for school「幕府の仕組み」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005403037_00000

社会(歴史) 近世の日本と世界(8)-4 NHK for school「参勤交代」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005310086_00000

社会(歴史) 近世の日本と世界(9)キリスト教と海外への行き来の禁止 4月7日 https://youtu.be/tBCsk0wZVfY

社会(歴史) 近世の日本と世界(9)-2 NHK for school「島原・天草一揆」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005310088_00000

社会(歴史) 近世の日本と世界(9)-3 NHK for school「鎖国」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005310790_00000

社会(歴史) 近世の日本と世界(10)江戸時代の国際関係 4月7日 https://youtu.be/WtBqJxQDbTU
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社会(歴史) 近世の日本と世界(10)-2 NHK for school「出島」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005403051_00000

社会(歴史) 近世の日本と世界(10)-3 NHK for school「朝鮮通信使」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005310082_00000

社会(歴史) 近世の日本と世界(10)-4 NHK for school「朝鮮半島と日本」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005310161_00000

社会(歴史) 近世の日本と世界(11)琉球王国とアイヌの人々への支配 4月7日 https://youtu.be/d7tA1iZZuS4

社会(歴史) 近世の日本と世界(11)-2 NHK for school「蝦夷地との貿易」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005403045_00000

社会(歴史) 近世の日本と世界(11)-3 NHK for school「アイヌ文化」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005310355_00000

社会(歴史) 近世の日本と世界(12)身分ごとに異なる暮らし 4月7日 https://youtu.be/eQjb1xUSJCQ

社会(歴史) 近世の日本と世界(12)-2 NHK for school「江戸時代の身分制度①」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005310081_00000

社会(歴史) 近世の日本と世界(12)-3 NHK for school「江戸時代の身分制度②」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005403046_00000

数学 ガイダンス 4月7日 https://youtu.be/-XUK0n80gO0

数学 1章「1　正の数・負の数」(1) 4月7日 https://youtu.be/R1K1uZgbZ-U

数学 1章「1　正の数・負の数」(2) 4月7日 https://youtu.be/5FxW_pjiwmM

数学 1章「1　正の数・負の数」(3) 4月7日 https://youtu.be/3oZA1L7rqWg

数学 1章「1　正の数・負の数」(4) 4月7日 https://youtu.be/JztYTHqhfnA

数学 1章「1　正の数・負の数」(5)-1 4月7日 https://youtu.be/A42wjIINeL0

数学 1章「1　正の数・負の数」(5)-2 4月7日 https://youtu.be/zwwHtz6Qi3E

数学 1章「2　加法・減法」(1) 4月7日 https://youtu.be/3OpXFjYPvAo

数学 1章「2　加法・減法」(2) 4月7日 https://youtu.be/1E4yExrngYk

数学 1章「2　加法・減法」(3) 4月7日 https://youtu.be/SN91AcAFAZg

数学 1章「2　加法・減法」(4) 4月7日 https://youtu.be/gs9YzLFTQG4

数学 1章「2　加法・減法」(5) 4月7日 https://youtu.be/u7FT7Ix8ubc

数学 1章「2　加法・減法」(6)-1 4月7日 https://youtu.be/DszWGhlUpT0

数学 1章「2　加法・減法」(6)-2 4月7日 https://youtu.be/-5o_ryIYrLc

数学 1章「2　加法・減法」(7) 4月7日 https://youtu.be/qQAj-VmT_FI

数学 1章「3　乗法・除法」(1) 4月7日 https://youtu.be/Awb7kQ0vi8c

数学 1章「3　乗法・除法」(2) 4月7日 https://youtu.be/0YiofVMcBuU

数学 1章「3　乗法・除法」(3) 4月7日 https://youtu.be/VdBg-aerOZs

数学 1章「3　乗法・除法」(4)-1 4月7日 https://youtu.be/yInmEy_prRU
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数学 1章「3　乗法・除法」(4)-2 4月7日 https://youtu.be/EPVl3joFEFs

数学 1章「3　乗法・除法」(5) 4月7日 https://youtu.be/V2e_9gi7yiU

数学 1章「3　乗法・除法」(6) 4月7日 https://youtu.be/FZ4QHVrbooA

数学 1章「3　乗法・除法」(7)-1 4月7日 https://youtu.be/OxUUokFfguo

数学 1章「4　数の集合」(1) 4月7日 https://youtu.be/3c3uH7XySs8

数学 1章「4　数の集合」(2) 4月7日 https://youtu.be/LycomDgLWzI

数学 1章「4　数の集合」(3) 4月7日 https://youtu.be/o5zMpzcbcRA

数学 2章「1　文字式」(1) 4月7日 https://youtu.be/LwiALvAHdms

数学 2章「1　文字式」(2)-1 4月7日 https://youtu.be/bqvAVVU5qu0

数学 2章「1　文字式」(2)-2 4月7日 https://youtu.be/qGKFQwVncIY

数学 2章「1　文字式」(3) 4月7日 https://youtu.be/--VuB3IGltw

数学 2章「1　文字式」(4) 4月7日 https://youtu.be/3KOWI1QGUZY

数学 2章「1　文字式」(5) 4月7日 https://youtu.be/1kXHYLR8Aw4

数学 2章「1　文字式」(6) 4月7日 https://youtu.be/m2EWKWNs7Nw

数学 2章「1　文字式」(7) 4月7日 https://youtu.be/Kky3B6dQxTU

数学 2章「1　文字式」(8) 4月7日 https://youtu.be/5e_d7dizWaU

数学 2章「2　式の計算」(1) 4月7日 https://youtu.be/o2chFo50MGI

数学 2章「2　式の計算」(2) 4月7日 https://youtu.be/MOsEF2o3yJw

数学 2章「2　式の計算」(3) 4月7日 https://youtu.be/qGAoKOrX5ns

数学 2章「2　式の計算」(4) 4月7日 https://youtu.be/vFFRP3qJWYo

数学 2章「2　式の計算」(5) 4月7日 https://youtu.be/LpZ2rgBNohI

数学 2章「2　式の計算」(6) 4月7日 https://youtu.be/JE3N-hJiXMY

数学 １次方程式（方程式の解き方） 4月7日 https://youtu.be/T9kEl5poLMg

数学 3章「1　方程式」(1) 4月7日 https://youtu.be/hf03uGd3Xy4

数学 3章「1　方程式」(2) 4月7日 https://youtu.be/hauTO8e7Www

数学 3章「1　方程式」(3) 4月7日 https://youtu.be/zmqnfC-RzTQ

数学 3章「1　方程式」(4) 4月7日 https://youtu.be/Hnvl0boyyS0

数学 3章「1　方程式」(5) 4月7日 https://youtu.be/emmJ7GJwyBo
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数学 3章「1　方程式」(6) 4月7日 https://youtu.be/CuLrjAzxByw

数学 3章「1　方程式」(7) 4月7日 https://youtu.be/E1jQ6dPOAdQ

数学 3章「1　方程式」(8) 4月7日 https://youtu.be/khA-npAAszQ

数学 3章「2　1次方程式の利用」(1) 4月7日 https://youtu.be/urS0I-p6voo

数学 3章「2　1次方程式の利用」(2) 4月7日 https://youtu.be/7wvlwRfHX2k

数学 3章「2　1次方程式の利用」(3) 4月7日 https://youtu.be/vWFwOugRN64

数学 3章「2　1次方程式の利用」(4) 4月7日 https://youtu.be/mZNqOUlzuQY

数学 3章「2　1次方程式の利用」(5) 4月7日 https://youtu.be/OHJqC5w2xME

数学 3章「2　1次方程式の利用」(6)-1 4月7日 https://youtu.be/QVEIfjRBaXo

数学 3章「2　1次方程式の利用」(6)-2 4月7日 https://youtu.be/vqtUDWd8DwQ

数学 4章「1　関数」(1) 4月7日 https://youtu.be/CGOLSzmM2qA

数学 4章「1　関数」(2) 4月7日 https://youtu.be/ZdVLcc5lPXE

数学 4章「1　関数」(3) 4月7日 https://youtu.be/wmlC6guSTxc

数学 4章「2　比例」(1) 4月7日 https://youtu.be/3w6lCed7pXo

数学 4章「2　比例」(2) 4月7日 https://youtu.be/uoycS127-k8

数学 4章「2　比例」(3) 4月7日 https://youtu.be/CNx2Q43De4Q

数学 4章「2　比例」(4)-1 4月7日 https://youtu.be/2OrsR5A_tQI

数学 4章「2　比例」(4)-2 4月7日 https://youtu.be/oD4nO43KU04

数学 4章「2　比例」(5) 4月7日 https://youtu.be/QOpQQ8V7EAE

数学 4章「2　比例」(6) 4月7日 https://youtu.be/C3g1q-uIBIE

数学 4章「3　反比例」(1) 4月7日 https://youtu.be/bzB6AKZhIGU

数学 4章「3　反比例」(2) 4月7日 https://youtu.be/y8RtD0DtsZg

数学 4章「3　反比例」(3) 4月7日 https://youtu.be/Mj7W9-n6jeY

数学 4章「3　反比例」(4) 4月7日 https://youtu.be/ROz79rgwrnc

数学 4章「4　比例と反比例の利用」(1) 4月7日 https://youtu.be/MoygptNuLZI

数学 4章「4　比例と反比例の利用」(2) 4月7日 https://youtu.be/YQ404yghN4U

数学 4章「4　比例と反比例の利用」(3) 4月7日 https://youtu.be/5AyK4ztSimw

数学 5章「1　いろいろな角の作図」(1) 4月7日 https://youtu.be/iAWHVTqzZ1U

新潟県立教育センター制作「学習支援動画」＜１年生用＞８　　　



教科 動画名など 更新日 ＵＲＬ（タップ・クリックすると動画が見られます）

数学 5章「1　いろいろな角の作図」(2) 4月7日 https://youtu.be/-kodWaPX6ks

数学 5章「1　いろいろな角の作図」(3) 4月7日 https://youtu.be/HMSH7BbyaWg

数学 5章「1　いろいろな角の作図」(4) 4月7日 https://youtu.be/HEUMDZ8EpAw

数学 5章「1　いろいろな角の作図」(5) 4月7日 https://youtu.be/3g7pCYK6bWQ

数学 5章「1　いろいろな角の作図」(6)-1 4月7日 https://youtu.be/HAC_9anaFZY

数学 5章「1　いろいろな角の作図」(6)-2 4月7日 https://youtu.be/GxBplpn_MH8

数学 5章「1　いろいろな角の作図」(7) 4月7日 https://youtu.be/hSP8dxYxuWk

数学 5章「1　いろいろな角の作図」(8) 4月7日 https://youtu.be/LFr0bVJM_po

数学 5章「1　いろいろな角の作図」(9) 4月7日 https://youtu.be/t3v5PsbH8mE

数学 5章「2　図形の移動」(1) 4月7日 https://youtu.be/YOSScJRABlI

数学 5章「2　図形の移動」(2) 4月7日 https://youtu.be/vFk4WTHawUk

数学 5章「2　図形の移動」(3) 4月7日 https://youtu.be/23grv_7Q6uU

数学 6章「1　空間図形の見方」(1) 4月7日 https://youtu.be/KG6pFb4VJHY

数学 6章「1　空間図形の見方」(2) 4月7日 https://youtu.be/me4F5c9Kaps

数学 6章「1　空間図形の見方」(3) 4月7日 https://youtu.be/fCLS5307avc

数学 6章「1　空間図形の見方」(4) 4月7日 https://youtu.be/wXF1GxOou8U

数学 6章「1　空間図形の見方」(5) 4月7日 https://youtu.be/X8DpzuNIEBQ

数学 6章「1　空間図形の見方」(6) 4月7日 https://youtu.be/rT-KY76RkZ4

数学 6章「1　空間図形の見方」(7) 4月7日 https://youtu.be/5musFvuRm7w

数学 6章「1　空間図形の見方」(8) 4月7日 https://youtu.be/WRiEaGBIOzk

数学 6章「2　図形の計量」(1) 4月7日 https://youtu.be/hKpLqc9CCy4

数学 6章「2　図形の計量」(2) 4月7日 https://youtu.be/qR7v0LkOpXE

数学 6章「2　図形の計量」(3) 4月7日 https://youtu.be/8rCx6hvhxFc

数学 6章「2　図形の計量」(4) 4月7日 https://youtu.be/lTDEtseGu28

数学 6章「2　図形の計量」(5) 4月7日 https://youtu.be/MatC0M1VZA0

数学 6章「2　図形の計量」(6) 4月7日 https://youtu.be/C-5afrXs89U

数学 7章「1　データの傾向の調べ方」(1) 4月7日 https://youtu.be/ibAW3cV_Ccc

数学 7章「1　データの傾向の調べ方」(2) 4月7日 https://youtu.be/69ieAHZtY2Q
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数学 7章「1　データの傾向の調べ方」(3) 4月7日 https://youtu.be/Msm2qlR4iu0

数学 7章「1　データの傾向の調べ方」(4) 4月7日 https://youtu.be/t_ffotTEB8E

数学 7章「1　データの傾向の調べ方」(5) 4月7日 https://youtu.be/0jq90ODuXD4

数学 7章「1　データの傾向の調べ方」(6) 4月7日 https://youtu.be/bY6zhN5gXps

理科 光の性質(1) 4月7日 https://youtu.be/ol6CvbIt42o

理科 光の性質(2) 4月7日 https://youtu.be/yG2WG6aYoIU

理科 光の性質(3) 4月7日 https://youtu.be/owg9uD6G8Bw

理科 光の性質(4) 4月7日 https://youtu.be/M3Iwf5W6tIo

理科 音の性質(1) 4月7日 https://youtu.be/iGb-9YaCB5w

理科 音の性質(2) 4月7日 https://youtu.be/4bdC9kqjGoI

理科 力のはたらき(1) 4月7日 https://youtu.be/XZSNphH6b6o

理科 力のはたらき(2) 4月7日 https://youtu.be/I0S-O_U44Kc

理科 力のはたらき(3) 4月7日 https://youtu.be/EvTlvoNLaQM

理科 力のはたらき(4) 4月7日 https://youtu.be/N2xE1OJH0o0

理科 力のはたらき(5) 4月7日 https://youtu.be/u0fIvbY5KsI

理科 力のはたらき(6) 4月7日 https://youtu.be/D7HS7C9YobI

理科 Ｂ－1「植物の世界」第1章　身近な生物を観察しよう(1) 4月7日 https://www.youtube.com/watch?v=n5VDEINipUQ

理科 Ｂ－1「植物の世界」第2章　身近な生物を観察しよう(2) 4月7日 https://www.youtube.com/watch?v=SvPdohSww_A

理科 Ｂ－1「植物の世界」第3章　身近な生物を観察しよう(3) 4月7日 https://www.youtube.com/watch?v=gUbSkqPSLAg

理科 植物の分類　花のつくりと分類 4月7日 https://youtu.be/A0WF3szCP0Y

理科 身のまわりの物質 物質とその性質(1) 4月7日 https://youtu.be/Ij5OA0Pl5KE

理科 身のまわりの物質 物質とその性質(1)-2 NHK for school「電気を通すものを調べる」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005400405_00000

理科 身のまわりの物質 物質とその性質(1)-3 NHK for school「じしゃくにつくものとつかないもの」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005300773_00000

理科 身のまわりの物質 物質とその性質(2) 4月7日 https://youtu.be/QLQsH6YVqQ4

理科 身のまわりの物質 物質とその性質(2)-2 NHK for school「上皿てんびんの使い方-中学」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005401230_00000

理科 身のまわりの物質 物質とその性質(3) 4月7日 https://youtu.be/OUKWFOfzsFQ

理科 身のまわりの物質 物質とその性質(4) 4月7日 https://youtu.be/zauph4xvBpU

理科 身のまわりの物質 物質とその性質(4)-2 NHK for school「原油からプラスチック-中学」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005401845_00000
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理科 身のまわりの物質 物質とその性質(4)-3 NHK for school「性質の違うプラスチック-中学」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005401843_00000

理科 身のまわりの物質 物質とその性質(4)-4 NHK for school「生分解性プラスチックのごみ袋-中学」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D000 5401863_00000

理科 物質の状態変化 4月7日 https://youtu.be/ea4bdDDGWqo 

理科 気体の性質(1) 4月7日 https://youtu.be/DFjgPbdowTY

理科 気体の性質(2) 4月7日 https://youtu.be/O6XxQTz_CB4

理科 気体の性質(3) 4月7日 https://youtu.be/hwaxGrhVmhg

理科 気体の性質｢実験計画を立てる｣(1)「気体の性質」導入用（気体名入り） 4月7日 https://youtu.be/jU2Vmw6ANg4

理科 気体の性質｢実験計画を立てる｣(2)ズッコケ博士の実験室｢気体の性質｣導入用（気体名なし） 4月7日 https://youtu.be/OawRs-Gfn38

理科 気体の性質｢実験計画を立てる｣(3)オモロー博士の実験室｢気体の性質｣導入～課題提示 4月7日 https://youtu.be/RMo5L2tblIg

理科 気体の性質｢実験計画を立てる｣(4)樹形図（実験方法の整理例） 4月7日 https://youtu.be/ZtsPyqEHpf4

理科 気体の性質｢実験計画を立てる｣(5)実験の想起(1)アンモニア　フェノールフタレイン溶液 4月7日 https://youtu.be/45kIhE1YSck

理科 気体の性質｢実験計画を立てる｣(6)実験の想起(2)アンモニア　リトマス紙 4月7日 https://youtu.be/8SkpAbaJCWE

理科 気体の性質｢実験計画を立てる｣(7)実験の想起(3)アンモニア　水への溶けやすさ 4月7日 https://youtu.be/NUXt9MYSzs8

理科 気体の性質｢実験計画を立てる｣(8)実験の想起(4)酸素　線香 4月7日 https://youtu.be/CLabB7s0wGc

理科 気体の性質｢実験計画を立てる｣(9)実験の想起(5)水素　マッチ 4月7日 https://youtu.be/PyJwTNK3FOw

理科 気体の性質｢実験計画を立てる｣(10)実験の想起(6)二酸化炭素　石灰水 4月7日 https://youtu.be/2mUp9wF5jsM

理科 気体の性質｢実験計画を立てる｣(11)実験の想起(7)二酸化炭素　線香 4月7日 https://youtu.be/0S2N0hVU9RY

理科 変動する大地　地震(1) 4月7日 https://youtu.be/PdTtzY0reMU

理科 変動する大地　地震(1)-2 NHK for school「地震のゆれの伝わりかたは？」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005301430_00000

理科 変動する大地　地震(2) 4月7日 https://youtu.be/csnQ2EBvfj0

理科 変動する大地　地震(2)-2 NHK for school「地震のゆれの広がりかたは？」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005301431_00000

理科 変動する大地　地震(2)-3 NHK for school「緊急地震速報を揺れる前に出せるのは？」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005301428_00000

理科 変動する大地　地震(3) 4月7日 https://youtu.be/ZUBJvN-QOgI

理科 変動する大地　地震(4) 4月7日 https://youtu.be/m3UFVo1Bp_w

理科 変動する大地　地震(4)-2 NHK for school「地震による被害」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005301521_00000

理科 変動する大地　火山(1) 4月7日 https://youtu.be/ZEjOU7iOMCg

理科 変動する大地　火山(1)-2 NHK for school「噴火の様子が違うのは？」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005301424_00000

理科 変動する大地　火山(2) 4月7日 https://youtu.be/3cWGmu9bIw0
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理科 変動する大地　火山(2)-2 NHK for school「火山灰を調べると？」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005301426_00000

理科 変動する大地　地層(1) 4月7日 https://youtu.be/NDky-swXRvk

理科 変動する大地　地層(2) 4月7日 https://youtu.be/HXUWOCzKktI

理科 変動する大地　地層(3) 4月7日 https://youtu.be/_slQNBzbtrk

理科 変動する大地　地層(4) 4月7日 https://youtu.be/RxEjEUjBYn0

理科 身のまわりの現象　光の性質(1)見えるということ 4月7日 https://youtu.be/w-7j22zEOAM

理科 身のまわりの現象　光の性質(1)-2 NHK for school「見えるとは？」 4月7日 https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005301302_00000

理科 身のまわりの現象　光の性質(2)光の反射 4月7日 https://youtu.be/L-LYU8M4gv4

理科 身のまわりの現象　光の性質(3)鏡にうつる物体の見え方 4月7日 https://youtu.be/XUktS2CIl7s

理科 身のまわりの現象　光の性質(4)光の屈折 4月7日 https://youtu.be/uJNXuR6scAk

理科 身のまわりの現象　光の性質(5)凸レンズの性質 4月7日 https://youtu.be/SgezuPIuo7w

英語 Lesson７ Get Part(1) 4月7日 https://youtu.be/uzefFuMRKP0

英語 Lesson７ Get Part(2) 4月7日 https://youtu.be/PfKLkUQgOSo

英語 Lesson７ Get Part(3) 4月7日 https://youtu.be/SKehe89kfks

英語 be動詞 4月7日 https://youtu.be/Tn0Y0U3uPL0

英語 this、that(1)肯定文 4月7日 https://youtu.be/8-s7hEwdbGs

英語 this、that(2)疑問文、否定文 4月7日 https://youtu.be/WhgKoCPW9mc

英語 this、that(3)形容詞として使う場合 4月7日 https://youtu.be/sOq4Nr9Xrtg

英語 this、that(4)what is this? 4月7日 https://youtu.be/qs-09HOc3jQ

英語 一般動詞 4月7日 https://youtu.be/oYasQFSvOA4

英語 名詞の複数形、How many～？ 4月7日 https://youtu.be/_oXkGgKN76I

英語 代名詞(1) 4月7日 https://youtu.be/ZLNDwePfpjo

英語 代名詞(2) 4月7日 https://youtu.be/GDMkoDD0ZdU

英語 形容詞 4月7日 https://youtu.be/V_vowKhjuVU

英語 三人称単数現在（肯定文と否定文） 4月7日 https://youtu.be/MjFm0L1U3r4

英語 三人称単数現在（疑問文と応答文） 4月7日 https://youtu.be/X3Dxvi3YJL0

英語 疑問詞（what）(1)be動詞 4月7日 https://youtu.be/GJhS5RrmeRI

英語 疑問詞（what）(2)一般動詞 4月7日 https://youtu.be/WYgLpWpDj08
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英語 疑問詞（who） 4月7日 https://youtu.be/W72d63R8S0I

英語 疑問詞where(1)be動詞 4月7日 https://youtu.be/aYT-ZvzDhUk

英語 疑問詞where(2)一般動詞 4月7日 https://youtu.be/zPJH8siB8Fw

英語 疑問詞When 4月7日 https://youtu.be/y0dLpymfbT4

英語 命令文(1)一般動詞の命令文 4月7日 https://youtu.be/ecf453aWWWc

英語 命令文(2)be動詞の命令文 4月7日 https://youtu.be/44aRc0frHrw

英語 命令文(3)Don'tの命令文 4月7日 https://youtu.be/nsJaFLvD2h4

英語 命令文(4)Let'sの命令文 4月7日 https://youtu.be/2ZvtctD_yOg

英語 命令文(5)ていねいにお願いする 4月7日 https://youtu.be/wLOy_GNPU8E

英語 現在進行形 4月7日 https://youtu.be/GDKvRSKpPTs

英語 基本文学習動画「助動詞canの理解」(1) 4月7日 https://youtu.be/772ds6-TOTg

英語 基本文学習動画「助動詞canの理解」(1) 4月7日 https://youtu.be/841-n-g0kZs

英語 基本文学習動画「規則動詞の過去形」(1) 4月7日 https://youtu.be/qy4aIJowRRY

英語 基本文学習動画「規則動詞の過去形」(2) 4月7日 https://youtu.be/i1BzIhgfvEs

英語 基本文学習動画「不規則動詞の過去形」(1) 4月7日 https://youtu.be/telWLT6Hxy8

英語 基本文学習動画「不規則動詞の過去形」(2) 4月7日 https://youtu.be/erhAQnED-kY
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