新潟県立教育センター制作「学習支援動画」＜２年生用＞１
教科
国語 古典

動画名など

更新日

月の異名

ＵＲＬ（タップ・クリックすると動画が見られます）

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

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(18)（解説）活用のある自立語

4月7日

https://youtu.be/fckfqVG47O0

国語 文法を学ぶ！修正版(19)（解説＋問題）動詞

前編

4月7日

https://youtu.be/kjfn0UPfoPc

国語 文法を学ぶ！修正版(20)（解説＋問題）動詞

後編

4月7日

https://youtu.be/GL0ZHTZhdjU

国語 文法を学ぶ！修正版(21)（解説＋問題）形容詞

4月7日

https://youtu.be/-Dkqua7pMSg

国語 文法を学ぶ！修正版(22)（解説＋問題）形容動詞

4月7日

https://youtu.be/tS_t1r08sm4

国語 文法を学ぶ！修正版(23)（解説）品詞の転成

4月7日

https://youtu.be/CQljrjFKl0E

国語 文法を学ぶ！修正版(24)（解説）助詞

4月7日

https://youtu.be/P0Sf9FzXGsM

国語 文法を学ぶ！修正版(25)（解説）助動詞

4月7日

https://youtu.be/a9VrUaZb8MI

国語 短歌

4月7日

https://www.youtube.com/watch?v=Bf8oVf7JPT8

国語 枕草子･徒然草(1)NHK10minボックス古文･漢文｢枕草子｣

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangumi.cgi?das_id=D0005150066_00000

国語 枕草子･徒然草(2)NHKおはなしのくにクラシック｢枕草子｣

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangumi.cgi?das_id=D0005150081_00000

国語 枕草子･徒然草(3)NHK10minボックス古文･漢文｢徒然草｣

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangumi.cgi?das_id=D0005150071_00000

国語 枕草子･徒然草(4)NHKおはなしのくにクラシック｢徒然草｣

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangumi.cgi?das_id=D0005150084_00000

国語 平家物語(1)NHK10minボックス古文･漢文｢平家物語｣

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangumi.cgi?das_id=D0005150088_00000

国語 平家物語(2)NHKおはなしのくにクラシック｢平家物語｣

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangumi.cgi?das_id=D0005150070_00000

国語 平家物語(3)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

国語 平家物語(4)NHK for School｢平氏と源氏｣

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005310765_00000

国語 坊ちゃん NHK10minボックス現代文「坊ちゃん」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangumi.cgi?das_id=D0005150048_00000

国語 方言と共通語

4月7日

https://youtu.be/A2FCE_s_eYA

国語 漢詩を学ぶ(1)-1「春暁」(光村図書･東京書籍版)

4月7日

https://youtu.be/BRC3yN87-KM

国語 漢詩を学ぶ(1)-2「春暁」(三省堂版)

4月7日

https://youtu.be/MDRGQV1lskg

国語 漢詩を学ぶ(2)「絶句」

4月7日

https://youtu.be/H4rVnHy1FnQ

国語 漢詩を学ぶ(3)「黄鶴楼にて孟浩然の広陵に之くを送る」

4月7日

https://youtu.be/XgiF2q4YhOc

国語 漢詩を学ぶ(4)「春望」

4月7日

https://youtu.be/DwxxlfdfqbA

国語 漢詩を学ぶ(5)NHK 10minボックス古典・漢文「漢詩」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangumi.cgi?das_id=D0005150074_00000

国語 漢詩を学ぶ(6)NHKおはなしのくにクラシック 漢詩(春暁、春望)

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangumi.cgi?das_id=D0005150086_00000

新潟県立教育センター制作「学習支援動画」＜２年生用＞２
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 漢詩を学ぶ(7)NHk 高校講座 ベーシック国語 第15回 漢文 ～訓読の基礎～

4月7日

https://www.nhk.or.jp/kokokoza/tv/basickokugo/archive/chapter015.html

国語 漢詩を学ぶ(8)NHK 高校講座 ベーシック国語 第29回 漢文を読む ～漢詩～

4月7日

https://www.nhk.or.jp/kokokoza/tv/basickokugo/archive/chapter029.html

国語 走れメロス(1)(小説)学習の基礎づくり

4月7日

https://youtu.be/H4NNfYO5PBE

国語 走れメロス(2)(小説)人物像をとらえる

4月7日

https://youtu.be/lEDSpLx07k4

国語 走れメロス(3)(小説)変化をとらえる①メロス

4月7日

https://youtu.be/d0xjmQ4iPkg

国語 走れメロス(4)(小説)変化をとらえる②ディオニス

4月7日

https://youtu.be/NUx0PeXvB-E

国語 走れメロス(5)(小説)表現の効果をとらえる

4月7日

https://youtu.be/TGuEpLvZyy8

国語 走れメロス(6)(小説)視点を変える

4月7日

https://youtu.be/RuUpPR00raU

国語 名づけられた葉(1)（詩）詩の構造や表現上の特徴を捉える

4月7日

https://youtu.be/pTvu5VoFLm8

国語 名づけられた葉(2)（詩）作者の思いを読み取る

4月7日

https://youtu.be/b9xOb4sqa2s

国語 小さな手袋(1)(小説)小説の設定を確認しよう

4月7日

https://youtu.be/uA4Ep7XfWfc

国語 小さな手袋(2)(小説)”連想の力”を使おう

4月7日

https://youtu.be/hQ2wVoBIHj0

国語 小さな手袋(3)(小説)最大の”変化”を捉えよう

4月7日

https://youtu.be/5zjAaXgvfew

国語 小さな手袋(4)(小説)最後の場面について考えよう

4月7日

https://youtu.be/PEDZQ2WUD8Y

国語 じゃんけんは、なぜグー･チョキ･パーの三種類なのか

5月21日

https://youtu.be/gumUAl3WLww

国語 人間は他の星に住むことができるのか(1)問いと答え

4月7日

https://youtu.be/mPowrJkMqeQ

国語 人間は他の星に住むことができるのか(2)構造を見る(1)

4月7日

https://youtu.be/I-RQRC3yO5Q

国語 人間は他の星に住むことができるのか(3)構造を見る(2)

4月7日

https://youtu.be/sLbTrArPZNo

国語 人間は他の星に住むことができるのか(4)本論を細かく…

4月7日

https://youtu.be/aqwBEUIwCxg

国語 壁に残された伝言(1)本文を通読しよう

4月7日

https://youtu.be/JioWN1fhWeM

国語 壁に残された伝言(2)事実を整理しよう1

4月7日

https://youtu.be/TjB9L9bL8Zo

国語 壁に残された伝言(3)事実を整理しよう2

4月7日

https://youtu.be/m1K_GIj0liE

国語 壁に残された伝言(4)筆者の思いを読みとろう

4月7日

https://youtu.be/yGjB8m-pgWk

国語 資料や機器を効果的に活用しよう（簡単！プレゼンテーション入門）

4月7日

https://youtu.be/Oxq3boiD5Q4

国語 動物園でできること(1)(評論文)筆者の主張

4月7日

https://youtu.be/vPlNGLoLxas

国語 動物園でできること(1)(評論文)要約

4月7日

https://youtu.be/SCXV3eWdD2g

国語 動物園でできること(1)(評論文)例示の効果

4月7日

https://youtu.be/YwLbBQnMlkA

国語 動物園でできること(1)(評論文)自分の考えをもつ

4月7日

https://youtu.be/FfQBHdZTu6s

新潟県立教育センター制作「学習支援動画」＜２年生用＞３
教科

動画名など

国語 大阿蘇（詩）

更新日

ＵＲＬ（タップ・クリックすると動画が見られます）

4月7日

https://youtu.be/-kvSffW-9Hk

国語 達人のことば(1)（談話）宮大工

西岡常一

4月7日

https://youtu.be/SUY6OB1Yuvs

国語 達人のことば(2)（談話）彫刻家

外尾悦郎

4月7日

https://youtu.be/BSvZeJDu3wI

国語 達人のことば(3)（談話）達人たちのものの見方

4月7日

https://youtu.be/feDripU39Zo

国語 達人のことば(4)（談話）自分の意見

4月7日

https://youtu.be/4WMnuINiyjU

国語 ポテト･スープが大好きな猫（小説）(1)おじいさんと猫

4月7日

https://youtu.be/wuP8_F-3bM4

国語 ポテト･スープが大好きな猫（小説）(2)おじいさんの変化

4月7日

https://youtu.be/4yLT-agQlIk

国語 ポテト･スープが大好きな猫（小説）(3)魚を捕まえてきたわけ

4月7日

https://youtu.be/BDxz05WXETo

国語 ポテト･スープが大好きな猫（小説）(4)ふたりは仲よし

4月7日

https://youtu.be/lgKWo1PDzvY

社会(地理)

第3章 1九州地方(1)九州地方の自然環境

4月7日

https://youtu.be/ev5y67s4rMc

社会(地理)

第3章 1九州地方(2)九州地方の産業

4月7日

https://youtu.be/HV1hRD-CnXw

社会(地理)

第4章 2中国・四国地方 位置と自然環境

4月7日

https://youtu.be/wmmrSGByeXQ

社会(地理)

第3章 3近畿地方

4月7日

https://youtu.be/gSbQUy_yZ4c

社会(地理)

第4章 中部地方

4月7日

https://youtu.be/e1FbQUYLEYU

社会(地理)

第4章 中部地方の農業

4月7日

https://youtu.be/Z7lE4WbiDxc

社会(地理)

第5章 関東地方

4月7日

https://youtu.be/eWS9F_OJ8AI

社会(地理)

第6章 東北地方

4月7日

https://youtu.be/0Q8RWrZFHpQ

社会(地理)

第7章 北海道地方

4月7日

https://youtu.be/I3BaGjxAa4A

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

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

新潟県立教育センター制作「学習支援動画」＜２年生用＞４
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）

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

社会(歴史)

近世の日本と世界(13)経済の発展と都市の繁栄

4月7日

https://youtu.be/SFjUQMS3ciI

社会(歴史)

近世の日本と世界(13)-2 NHK for school「江戸時代の産業と交通」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangumi.cgi?das_id=D0005120310_00000

社会(歴史)

近世の日本と世界(13)-3 NHK for school「天下の台所」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005403054_00000

社会(歴史)

近世の日本と世界(14)元禄文化と暮らしの変化

4月7日

https://youtu.be/0cD4Vwlpno0

社会(歴史)

近世の日本と世界(14)-2 NHK for school「江戸時代の町人文化」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005310090_00000

社会(歴史)

近世の日本と世界(14)-3 NHK for school「井原西鶴」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangumi.cgi?das_id=D0005150079_00000

社会(歴史)

近世の日本と世界(14)-4 NHK for school「曽根崎心中（近松門左衛門）」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangumi.cgi?das_id=D0005150078_00000

社会(歴史)

近世の日本と世界(14)-5 NHK for school「歌舞伎と人形浄瑠璃」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005310092_00000

社会(歴史)

近世の日本と世界(14)-6 NHK for school「浮世絵の作り方」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005310104_00000

社会(歴史)

近世の日本と世界(14)-7 NHK for school「おくのほそ道（松尾芭蕉）」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangumi.cgi?das_id=D0005150076_00000

社会(歴史)

近世の日本と世界(15)享保の改革と社会の変化

4月7日

https://youtu.be/fVFk-K2KTPk

社会(歴史)

近世の日本と世界(15)-2 NHK for school「打ちこわし」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005403057_00000

社会(歴史)

近世の日本と世界(16)田沼の政治と寛政の改革

4月7日

https://youtu.be/dXCQ8IrU9Fo

社会(歴史)

近世の日本と世界(16)-2 NHK for school「成せば成る（文楽「成せば成る」）」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangumi.cgi?das_id=D0005150368_00000

社会(歴史)

近世の日本と世界(17)外国船の接近と天保の改革

4月7日

https://youtu.be/uTABbCQYFLM

社会(歴史)

近世の日本と世界(17)-2 NHK for school「大塩平八郎」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangumi.cgi?das_id=D0005120242_00000

社会(歴史)

近世の日本と世界(17)-3 NHK for school「幕末の佐賀藩」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005310260_00000

社会(歴史)

近世の日本と世界(18)学問の広まりと化政文化

4月7日

https://youtu.be/CQCz_DPKi20

社会(歴史)

近世の日本と世界(18)-2 NHK for school「本居宣長」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005310098_00000

社会(歴史)

近世の日本と世界(18)-3 NHK for school「国学」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005310095_00000

社会(歴史)

近世の日本と世界(18)-4 NHK for school「伊能忠敬の測量」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005310099_00000

新潟県立教育センター制作「学習支援動画」＜２年生用＞５
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）

社会(歴史)

近代日本(1)ヨーロッパの革命

4月7日

https://youtu.be/VCzy1aBQWZM

社会(歴史)

近代日本(2)産業革命と資本主義

4月7日

https://youtu.be/IurOjF4rh38

社会(歴史)

近代日本(2)-2 NHK for schoolクリップ「産業革命」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005403067_00000

社会(歴史)

近代日本(2)-3 NHK for school 10ミニッツボックス「資本主義とは？社会主義とは？」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangumi.cgi?das_id=D0005270205_00000

社会(歴史)

近代日本(3)欧米のアジア侵略

4月7日

https://youtu.be/92Al40T6H_Q

社会(歴史)

近代日本(4)開国と不平等条約

4月7日

https://youtu.be/iulB7ZCOtnw

社会(歴史)

近代日本(4)-2 NHK for schoolクリップ「ペリー来航」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005403068_00000

社会(歴史)

近代日本(4)-3 NHK for schoolクリップ「ペリー来航２」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005310798_00000

社会(歴史)

近代日本(5)江戸幕府の滅亡

4月7日

https://youtu.be/smMlTSrSmzM

社会(歴史)

近代日本(5)-2 NHK for schoolクリップ「尊皇攘夷」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005310111_00000

社会(歴史)

近代日本(5)-3 NHK for schoolクリップ「薩長同盟」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005310114_00000

社会(歴史)

近代日本(5)-4 NHK for schoolクリップ「坂本龍馬」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005403070_00000

社会(歴史)

近代日本(5)-5 NHK for schoolクリップ「大政奉還」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005310115_00000

社会(歴史)

近代日本(6)新政府の成立

4月7日

https://youtu.be/hTX9OaWAXUs

社会(歴史)

近代日本(6)-2 NHK for schoolクリップ「明治維新」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005403071_00000

社会(歴史)

近代日本(6)-3 NHK for school 10ミニッツボックス「幕末の日本」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangumi.cgi?das_id=D0005120365_00000

社会(歴史)

近代日本(7)明治維新の三大改革

4月7日

https://youtu.be/PU6nCjS82o0

社会(歴史)

近代日本(7)-2 NHK for schoolクリップ「学制公布」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005403073_00000

社会(歴史)

近代日本(7)-3 NHK for school 10ミニッツボックス「明治の国づくり」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangumi.cgi?das_id=D0005120216_00000

社会(歴史)

近代日本(8)富国強兵と文明開化

4月7日

https://youtu.be/jEsQXXvI_Qw

社会(歴史)

近代日本(8)-2 NHK for schoolクリップ「富国強兵」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005310126_00000

社会(歴史)

近代日本(8)-3 NHK for school 10ミニッツボックス「文明開化」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangumi.cgi?das_id=D0005120314_00000

社会(歴史)

近代日本(8)-4 NHK for schoolクリップ「文明開化２」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005403081_00000

社会(歴史)

近代日本(8)-5 NHK for schoolクリップ「富岡製糸場」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005403072_00000

社会(歴史)

近代日本(8)-6 NHK for schoolクリップ「富岡製糸場２」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005310125_00000

社会(歴史)

近代日本(9)近代的な国際関係

4月7日

https://youtu.be/SIAndPOxdFc

社会(歴史)

近代日本(9)-2 NHK for schoolクリップ「岩倉使節団」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005403074_00000

社会(歴史)

近代日本(9)-3 NHK for schoolクリップ「岩倉使節団の航路」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005310124_00000

新潟県立教育センター制作「学習支援動画」＜２年生用＞６
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）

社会(歴史)

近代日本(9)-4 NHK for schoolクリップ「大久保が見た西洋」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005310118_00000

社会(歴史)

近代日本(10)自由民権運動の高まり

4月7日

https://youtu.be/9jOSnIM4ECU

社会(歴史)

近代日本(10)-2 NHK for schoolクリップ「自由民権運動」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005403225_00000

社会(歴史)

近代日本(10)-3 NHK for school 10ミニッツボックス「板垣・大熊」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangumi.cgi?das_id=D0005120246_00000

社会(歴史)

近代日本(11)立憲制国家の成立

4月7日

https://youtu.be/1aEw3NPV6cw

社会(歴史)

近代日本(11)-2 NHK for schoolクリップ「大日本帝国憲法」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005310129_00000

社会(歴史)

近代日本(11)-3 NHK for schoolクリップ「大日本帝国憲法（中学）」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005402876_00000

社会(歴史)

近代日本(11)-4 NHK for school 10ミニッツボックス「伊藤博文」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangumi.cgi?das_id=D0005120222_00000

社会(歴史)

近代日本(11)-5 NHK for schoolクリップ「伊藤博文」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005310274_00000

社会(歴史)

近代日本(12)欧米列強の侵略と帝国主義

4月7日

https://youtu.be/ENdIEKPdQ9k

社会(歴史)

近代日本(12)-2 NHK for schoolクリップ「鹿鳴館」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005310133_00000

社会(歴史)

近代日本(12)-3 NHK for schoolクリップ「ノルマントン号事件」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005403076_00000

社会(歴史)

近代日本(12)-4 NHK for schoolクリップ「条約改正・治外法権」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005310130_00000

社会(歴史)

近代日本(12)-5 NHK for schoolクリップ「条約改正・関税自主権」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005310131_00000

社会(歴史)

近代日本(13)日清戦争

4月7日

https://youtu.be/AaWA323QlSU

社会(歴史)

近代日本(13)-2 NHK for schoolクリップ「日清戦争」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005403077_00000

社会(歴史)

近代日本(14)日露戦争

4月7日

https://youtu.be/s_GTAZoT_s8

社会(歴史)

近代日本(14)-2 NHK for schoolクリップ「日露戦争」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005403078_00000

社会(歴史)

近代日本(14)-3 NHK for schoolクリップ「与謝野晶子」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005310132_00000

社会(歴史)

近代日本(15)韓国と中国

4月7日

https://youtu.be/z7RxhUbf1uE

社会(歴史)

近代日本(15)-2 NHK for school 10ミニッツボックス「日清戦争・日露戦争」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangumi.cgi?das_id=D0005120316_00000

社会(歴史)

近代日本(16)産業革命の進展

4月7日

https://youtu.be/sGJuhibEGKA

社会(歴史)

近代日本(16)-2 NHK for school 10ミニッツボックス「近代産業の発達」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangumi.cgi?das_id=D0005120367_00000

社会(歴史)

近代日本(16)-3 NHK for schoolクリップ「八幡製作所」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005403080_00000

社会(歴史)

近代日本(16)-4 NHK for schoolクリップ「野麦峠」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005403079_00000

社会(歴史)

近代日本(16)-5 NHK for schoolクリップ「足尾鉱毒事件」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005403277_00000

社会(歴史)

近代日本(17)近代文化の形成

4月7日

https://youtu.be/42fR8QZl6Sw

社会(歴史)

近代日本(17)-2 NHK for schoolクリップ「明治時代の文学」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005310140_00000

新潟県立教育センター制作「学習支援動画」＜２年生用＞７
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社会(歴史)

近代日本(17)-3 NHK for schoolクリップ「樋口一葉」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005310510_00000

社会(歴史)

近代日本(17)-4 NHK for school 10ミニッツボックス「北里柴三郎、野口英世」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangumi.cgi?das_id=D0005120223_00000

社会(歴史)

近代日本(17)-5 NHK for schoolクリップ「夏目漱石」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005310141_00000

数学 1章『式の計算』第1節 式の計算(0)学習支援動画を視聴するにあたっての注意事項

4月7日

https://www.youtube.com/watch?v=wvUaf-lKNo0

数学 1章『式の計算』第1節

式の計算(1)文字式のしくみ

4月7日

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

数学 1章『式の計算』第1節

式の計算(2)多項式の計算(1)

4月7日

https://www.youtube.com/watch?v=3NmPMj8bbCQ

数学 1章『式の計算』第1節

式の計算(3)多項式の計算(2)

4月7日

https://www.youtube.com/watch?v=d7uMlqzJXTc

数学 式の計算1(1)式の分類

4月7日

https://www.youtube.com/watch?v=dRlP2mVhKG0

数学 式の計算1(2)多項式の計算

4月7日

https://www.youtube.com/watch?v=S7GQK5IyACs

数学 式の計算1(3)多項式と数の乗法・除法

4月7日

https://www.youtube.com/watch?v=cwv0OFVp1Aw

数学 式の計算1(4)いろいろな計算

4月7日

https://www.youtube.com/watch?v=xNuo8W_Q-UQ

数学 式の計算1(5)単項式どうしの乗法・除法

4月7日

https://www.youtube.com/watch?v=hLglp5YUfII

数学 式の計算1(6)式の値

4月7日

https://www.youtube.com/watch?v=v0Je7v59fUs

数学 1章1 式の計算(1)単項式と多項式の次数

4月16日

https://youtu.be/gcIB4f4I1yk

数学 1章1 式の計算(2)多項式と多項式の加法・減法

4月16日

https://youtu.be/--DfwReugoA

数学 1章1 式の計算(3)多項式と数の乗法・除法

4月16日

https://youtu.be/fHQ8fVgNu5s

数学 1章1 式の計算(4)いろいろな計算

4月16日

https://youtu.be/Q1D44pGJr-4

数学 1章1 式の計算(5)単項式と単項式の乗法

4月16日

https://youtu.be/psK4mjsISvI

数学 1章1 式の計算(6)単項式と単項式の除法

4月16日

https://youtu.be/Zs5yyMeVblI

数学 式の計算2(1)式の値

4月23日

https://youtu.be/OKXUNp_BvEs

数学 式の計算2(2)３a は３の倍数？

4月23日

https://youtu.be/PUYYS35VWgw

数学 式の計算2(3)文字式による説明１

4月23日

https://youtu.be/OT9e58HDu44

数学 式の計算2(4)文字式による説明２

4月23日

https://youtu.be/WT-2_Q4vDmM

数学 式の計算2(5)偶数・奇数についての説明

4月23日

https://youtu.be/wVOlkis5lb8

数学 式の計算2(6)x について解く

4月23日

https://youtu.be/0BssGF9Ba6k

数学 連立方程式(教科書準拠)(1)連立方程式とその解

4月7日

https://youtu.be/7nNWnD0Osiw

数学 連立方程式(教科書準拠)(2)連立方程式の解き方

4月7日

https://youtu.be/2SxPBOmnrAg

数学 連立方程式(教科書準拠)(3)連立方程式の解き方（加減法）

4月7日

https://youtu.be/IIfUssv2IKk

新潟県立教育センター制作「学習支援動画」＜２年生用＞８
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数学 連立方程式(1)連立方程式とその解

4月7日

https://www.youtube.com/watch?v=uAE16_LuuRw

数学 連立方程式(2)連立方程式の解き方（加減法）

4月7日

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

数学 連立方程式(3)連立方程式の解き方（代入法）

4月7日

https://www.youtube.com/watch?v=jQf2xXPVp4s

数学 連立方程式(4)いろいろな連立方程式の解き方

4月7日

https://youtu.be/gEDNCQn0NO4

数学 連立方程式(5)連立方程式の利用

4月7日

https://youtu.be/DI-dhz8tl3E

数学 2章1 連立方程式(1)２元１次方程式

5月21日

https://youtu.be/Z1tcieG3Mzw

数学 2章1 連立方程式(2)連立方程式

5月21日

https://youtu.be/8g8LGVb-P-Q

数学 2章1 連立方程式(3)加減法

5月21日

https://youtu.be/oc_RPL5sNmg

数学 2章1 連立方程式(4)左辺･右辺すべてに同じ数をかける

5月21日

https://youtu.be/YlNOCmMdeoo

数学 2章1 連立方程式(5)代入法

5月21日

https://youtu.be/oxx1iGLm1gU

数学 2章1 連立方程式(6)いろいろな連立方程式

5月21日

https://youtu.be/Eu8Z8g66pIQ

数学 2章1 連立方程式(7)Ａ＝Ｂ＝Ｃ形の連立方程式

5月21日

https://youtu.be/E-JKNMvRkbA

数学 １次関数(1)導入

4月7日

https://youtu.be/3JVlcqECmG8

数学 １次関数(2)グラフの書き方、直線の式の求め方

4月7日

https://youtu.be/nl7F5yHBMIg

数学 １次関数(3)２元１次方程式とグラフ

4月7日

https://youtu.be/WVvzvHgkmcQ

数学 図形の性質の調べ方(1)直線が交わってできる角

4月7日

https://youtu.be/RRHUxQzEaFU

数学 図形の性質の調べ方(2)平行線と同位角、錯角

4月7日

https://youtu.be/Kin319zS-8I

数学 図形の性質の調べ方(3)三角形の角の性質

4月7日

https://youtu.be/8XkF0HyM4sk

数学 図形の性質の調べ方(4)多角形の角の性質 1 内角の和

4月7日

https://youtu.be/4wCm3xphcNw

数学 図形の性質の調べ方(5)多角形の角の性質 2 外角の和

4月7日

https://youtu.be/o8fQS8QPzww

数学 図形の性質の調べ方(6)合同な図形の性質

4月7日

https://youtu.be/sREjRCG4mek

数学 図形の性質の調べ方(7)証明って何ですか

4月7日

https://youtu.be/AnvaEuNVoNA

数学 図形の性質の調べ方(8)２つの三角形の合同を証明しよう

4月7日

https://youtu.be/DTkD8NUKQ4E

数学 図形の性質の調べ方(9)２つの三角形の合同を使って証明しよう

4月7日

https://youtu.be/03vkw5HNoo8

数学 図形の性質の調べ方(10)図形の性質のまとめ

4月7日

https://youtu.be/Q9JWYSyWnN8

数学 図形の性質の調べ方第2節図形の合同の証明

4月7日

https://youtu.be/pBLePByR76w

数学 確率(1)確率の導入

4月7日

https://youtu.be/doO94oKdo3k

数学 確率(2)いろいろな確率

4月7日

https://youtu.be/W520zh2lB9Y

新潟県立教育センター制作「学習支援動画」＜２年生用＞９
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4月7日

https://youtu.be/jzYas2Nk4Bo

4月7日

https://youtu.be/l9vJFtohYMA

数学 生物のからだと細胞

4月7日

https://youtu.be/wHChC6yCDcA

理科 生命を維持するしくみ(1)-1 消化と吸収

4月7日

https://youtu.be/9_I36lpMQlk

理科 生命を維持するしくみ(1)-2 NHK for School「食べ物を消化するしくみ」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005301120_00000

理科 生命を維持するしくみ(2)-1 消化と吸収

4月7日

https://youtu.be/w1agI1lNyY0

理科 生命を維持するしくみ(2)-2 NHK for School「胃液のはたらき」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005300335_00000

理科 生命を維持するしくみ(3)-1 消化と吸収

4月7日

https://youtu.be/2O0nCRu-f_8

理科 生命を維持するしくみ(3)-2 NHK for School「食べ物を体に取り込むしくみ」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005300336_00000

理科 生命を維持するしくみ(4)呼吸のはたらき

4月7日

https://youtu.be/0SsJwL8efSw

理科 生命を維持するしくみ(4)-2 NHK for school「模型で見る呼吸のしくみ」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005300077_00000

理科 生命を維持するしくみ(4)-3 NHK for school「呼吸のしくみ」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005300329_00000

理科 生命を維持するしくみ(5)血液のはたらき

4月7日

https://youtu.be/0iwxdDBn2a8

理科 生命を維持するしくみ(5)-2 NHK for school「心臓と血液の通り道」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005300370_00000

理科 生命を維持するしくみ(5)-3 NHK for school「心臓と動脈･静脈」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005300339_00000

理科 生命を維持するしくみ(6)血液のはたらき

4月7日

https://youtu.be/O5jPPR97V8o

理科 行動するしくみ(1)刺激を受け取るしくみ

4月7日

https://youtu.be/6VDQpkq3b-k

理科 行動するしくみ(2)神経系のはたらき

4月7日

https://youtu.be/3O-yG1snxNw

理科 行動するしくみ(3)意識して起こす反応と無意識の反応

4月7日

https://youtu.be/ZP-SlojXTwA

理科 行動するしくみ(4)骨格と筋肉

4月7日

https://youtu.be/4F0NyOHWMUA

理科 行動するしくみ(5)感覚器官の観察方法

4月7日

https://youtu.be/nJA-sXb4NeY

理科 動物のなかまと進化

4月7日

https://youtu.be/vBoEvwPj7vA

理科 動物のなかまと進化 NHK for school「生物の進化」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangumi.cgi?das_id=D0005110130_00000

理科 電気の世界(1)静電気の性質

4月7日

https://youtu.be/Mvk6CZKefik

理科 電気の世界(2)回路の説明と書き方

4月7日

https://youtu.be/7tGE4AXnvM0

理科 電気の世界(3)電流計の使い方と読み方

4月7日

https://youtu.be/e1EmzLWoRxQ

理科 電気の世界(4)電圧計の使い方と読み方

4月7日

https://youtu.be/qnhkS3W8uhg

理科 電気の世界(5)直列回路と並列回路の電流と電圧

4月7日

https://youtu.be/Nv_ADMl6Jbg

数学 データの活用

四分位数と箱ひげ図
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理科 電気の世界(6)電圧と電流と抵抗

4月7日

https://youtu.be/b6jlRjJlEkk

理科 電気の世界(7)電気エネルギー

4月7日

https://youtu.be/N_fQUzIoWW4

理科 電気の世界(8)電流がつくる世界

4月7日

https://youtu.be/nqj3VakRX24

理科 電気の世界(9)磁界から電流が受ける力とモーター

4月7日

https://youtu.be/h3efsmFVhIQ

理科 電気の世界(10)発電機のしくみ

4月7日

https://youtu.be/irdpMyt2U5Q

理科 電流とそのはたらき第1章｢電流と電圧｣①回路を流れる電流(1)回路と電流の向き

4月7日

https://youtu.be/oa5ePe50L-0

理科 電流とそのはたらき第1章｢電流と電圧｣①回路を流れる電流(2)電流計の使い方

4月7日

https://youtu.be/jZjtXAvVbGM

理科 電流とそのはたらき第1章｢電流と電圧｣①回路を流れる電流(3)豆電球と電流

4月7日

https://youtu.be/D_wsfwp9QJE

理科 電流とそのはたらき第1章｢電流と電圧｣①回路を流れる電流(4)直列回路と並列回路の電流

4月7日

https://youtu.be/gMrLc4KuWyw

理科 電流とそのはたらき第1章｢電流と電圧｣②回路にかかる電圧(1)電圧計の使い方

4月7日

https://youtu.be/cIPjQHp0nMs

理科 電流とそのはたらき第1章｢電流と電圧｣②回路にかかる電圧(2)直列回路と並列回路の電圧

4月7日

https://youtu.be/6roXE2xk_1I

理科 電流とそのはたらき第1章｢電流と電圧｣③抵抗と電力(1)電圧と電流の関係･オームの法則

4月7日

https://youtu.be/cSavsKqpCQI

理科 電流とそのはたらき第1章｢電流と電圧｣③抵抗と電力(2)オームの法則（初級編）

4月7日

https://youtu.be/NNkeLyMTBjI

理科 電流とそのはたらき第1章｢電流と電圧｣③抵抗と電力(2)オームの法則（中級編）

4月7日

https://youtu.be/c6ipi6Rtfh8

理科 電流とそのはたらき第1章｢電流と電圧｣③抵抗と電力(2)オームの法則（上級編･合成抵抗）

4月7日

https://youtu.be/TacoS1ttwrk

理科 電流とそのはたらき第1章｢電流と電圧｣③抵抗と電力(3)電気エネルギーと電力

4月7日

https://youtu.be/e032R4c5w7w

理科

4月7日

https://youtu.be/4s3Eix0M8QI

理科 電流とそのはたらき第1章｢電流と電圧｣③抵抗と電力(5)抵抗器の発熱と電力･時間の関係

4月7日

https://youtu.be/6pnymVCcO5Q

理科 電流とそのはたらき第2章｢電流と磁界｣①電流による磁界

4月7日

https://youtu.be/DQbNlgD3vC8

理科 電流とそのはたらき第2章｢電流と磁界｣②モーター・発電機(1)コイルと磁石ではたらく力

4月7日

https://youtu.be/AqaVt5PabzQ

理科 電流とそのはたらき第2章｢電流と磁界｣②モーター・発電機(2)電磁誘導

4月7日

https://youtu.be/nR7G4Gv75kw

理科 電流とそのはたらき第2章｢電流と磁界｣②モーター・発電機(3)交流と直流

4月7日

https://youtu.be/X03nxokJjbE

理科 電流とそのはたらき第3章｢電流の正体｣①静電気と電流

4月7日

https://youtu.be/CdDaeFTyobk

理科 電流とそのはたらき第3章｢電流の正体｣②放射線とその利用

4月7日

https://youtu.be/PAr2ZCI6T9A

理科 大気の性質と雲のでき方(1)大気の性質

4月7日

https://youtu.be/6oPXMWnHF3M

理科 大気の性質と雲のでき方(1)-2 NHK for School 空気中の水じょう気が水にもどるとき

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005400496_00000

理科 大気の性質と雲のでき方(2)露点は何で決まる？

4月7日

https://youtu.be/9G5u5x3e4wk

理科 大気の性質と雲のでき方(2)-2 NHK for School 気温と飽和水蒸気量－中学

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005401871_00000

電流とそのはたらき第1章｢電流と電圧｣③抵抗と電力(4)豆電球の回路のちがいによる抵抗･電力･明るさ
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理科 大気の性質と雲のでき方(3)雲はどのようにしてできる？

4月7日

https://youtu.be/m9zB3ov-JW8

理科 大気の性質と雲のでき方(3)-2 NHK for School 積乱雲の発達の様子－中学

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005401256_00000

理科 大気の性質と雲のでき方(3)-3 NHK for School 上空で雲ができる理由－中学

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005401262_00000

理科 大気の性質と雲のでき方(3)-4 NHK for School 雲を作る実験－中学

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005401260_00000

理科 大気の性質と雲のでき方(3)-5 NHK for School 積乱雲の正体－中学

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005401257_00000

理科 天気とその変化(1)気象要素の変化を調べよう(1)

4月7日

https://youtu.be/AGXnsvvJK68

理科 天気とその変化(2)気象要素の変化を調べよう(2)

4月7日

https://youtu.be/_uLhvScwUzk

理科 天気とその変化(3)気圧と風のふき方の関係

4月7日

https://youtu.be/VzghIPFOdGQ

理科 天気とその変化(4)前線と天気の関係

4月7日

https://youtu.be/6Q1k6EV3Aw4

理科 天気とその変化(4)-2 NHK for School「温暖前線と雲の変化－中学」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005401258_00000

理科 天気とその変化(4)-3 NHK for School「天気の変化」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangumi.cgi?das_id=D0005110131_00000

理科 天気とその変化(5)日本の気象には何が影響しているのか

4月7日

https://youtu.be/QqygHaksjUo

理科 天気とその変化(5)-2 NHK for School「海風と陸風」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005300487_00000

理科 天気とその変化(6)日本の四季の天気１

4月7日

https://youtu.be/iXdVXxblljs

理科 天気とその変化(6)-2 NHK for school「日本海側と太平洋側の冬の天気」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005400459_00000

理科 天気とその変化(6)-3 NHK for school「日本海側に雪が多いのはなぜ？」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005400461_00000

理科 天気とその変化(7)日本の四季の天気２

4月7日

https://youtu.be/hOYbmKUgYDQ

理科 天気とその変化(7)-2 NHK for school「気象衛星からみた雲の動き（4月～6月）」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005300017_00000

理科 天気とその変化(7)-3 NHK for school「梅雨前線の雲－中学」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005401259_00000

理科 天気とその変化(7)-4 NHK for school「気象衛星からみた雲の動き（７月～９月）」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005300018_00000

理科 天気とその変化(7)-5 NHK for school「気象衛星からみた雲の動き（10月～１月）」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005300019_00000

理科 天気とその変化(7)-6 NHK for school「台風の動き方」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005301080_00000

理科 天気とその変化(7)-7 NHK for school「台風のでき方」

4月7日

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005300454_00000

理科 天気とその変化 天気の性質と雲のでき方(1)水の大気循環

4月7日

https://youtu.be/a93aVxlJGqo

理科 天気とその変化 天気の性質と雲のでき方(2)凝結と露点

4月7日

https://youtu.be/oBNbwcD82sc

理科 天気とその変化 天気の性質と雲のでき方(3)飽和水蒸気量と凝結がおこるしくみ

4月7日

https://youtu.be/mNExnkW762w

理科 天気とその変化 天気の性質と雲のでき方(4)湿度の求め方

4月7日

https://youtu.be/FmsU5D-1lmA

英語 Let's Talk3 Let's Talk4(1)mustとhave to

4月7日

https://youtu.be/vWyGQvqWrh0
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英語 Let's Talk3 Let's Talk4(2)mustとhave to

4月7日

https://youtu.be/I2UtuACJHqE

英語 Let's Talk3 Let's Talk4(3)mustとhave to

4月7日

https://youtu.be/_TBW5T9Pzco

英語 Unit1 A Friend in a Sister School 基本文学習動画(be動詞の過去形)

4月7日

https://youtu.be/jsKZEyc2vvg

英語 Unit1 A Friend in a Sister School 基本文学習動画(過去進行形)

4月7日

https://youtu.be/LMCCPg3P350

英語 基本文学習動画(SVC(look))(1)理解

4月7日

https://youtu.be/AvrWYt5wYhQ

英語 基本文学習動画(SVC(look))(2)練習

4月7日

https://youtu.be/7uq9t5JewLs

英語 基本文学習動画(be going to…)(1)

4月7日

https://youtu.be/qo1Z82ILXdU

英語 基本文学習動画(be going to…)(2)

4月7日

https://youtu.be/UnIjuLGpuBI

英語 基本文学習動画(SVOO)(1)

4月7日

https://youtu.be/O10GdmZQga4

英語 基本文学習動画(SVOO)(2)

4月7日

https://youtu.be/4YwQXyMjuHc

英語 基本文学習動画(SVOC)(1)

4月7日

https://youtu.be/zWdVtDVtn7M

英語 基本文学習動画(SVOC)(2)

4月7日

https://youtu.be/ouekSYP-hfk

英語 基本文学習動画（不定詞の副詞的用法）(1)

4月7日

https://youtu.be/XHkGxIviMbQ

英語 基本文学習動画（不定詞の副詞的用法）(2)

4月7日

https://youtu.be/kJd_YkFyTF8

英語 基本文学習動画（不定詞の名詞的用法）(1)

4月7日

https://youtu.be/MPIoPX6h_cY

英語 基本文学習動画（不定詞の名詞的用法）(2)

4月7日

https://youtu.be/-NHywFmjlpQ

英語 基本文学習動画（不定詞の形容詞的用法）(1)

4月7日

https://youtu.be/YZNQNR8Ni9c

英語 基本文学習動画（不定詞の形容詞的用法）(2)

4月7日

https://youtu.be/6bfvi3-A5y8

英語 不定詞(1)名詞的用法

4月7日

https://youtu.be/qz8ytwI2J28

英語 不定詞(2)副詞的用法

4月7日

https://youtu.be/MzApWtQrlYs

英語 不定詞(3)形容詞的用法

4月7日

https://youtu.be/HOdLhseAmSc

英語 基本文学習動画(助動詞will)(1)

4月7日

https://youtu.be/-xnJh0pdmog

英語 基本文学習動画(助動詞will)(2)

4月7日

https://youtu.be/pxE2Y6vxZ-Y

英語 基本文学習動画(接続詞thatの理解)(1)

4月7日

https://youtu.be/f1iPyE-abbU

英語 基本文学習動画(接続詞thatの練習と活用)(2)

4月7日

https://youtu.be/-ExayBKyj0Q

英語 基本文学習動画(接続詞 if, because)(1)

4月7日

https://youtu.be/AEm890pQXUg

英語 基本文学習動画(接続詞 if, because)(2)

4月7日

https://youtu.be/JAw_LZFH-8k

英語 基本文学習動画(接続詞 when)(1)

4月7日

https://youtu.be/JPpI3T8F6p4
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英語 基本文学習動画(接続詞 when)(2)

4月7日

https://youtu.be/53_XJwPFad8

英語 基本文学習動画(There+be動詞)(1)

4月7日

https://youtu.be/NXA4L6ZuzKw

英語 基本文学習動画(There+be動詞)(2)

4月7日

https://youtu.be/Do0fnzXJYFU

英語 基本文学習動画(動名詞)(1)

4月7日

https://youtu.be/bmcVDkR1k40

英語 基本文学習動画(動名詞)(2)

4月7日

https://youtu.be/bUJwuHnFFg0

英語 基本文学習動画(比較)(1)

4月7日

https://youtu.be/xdxmBxuRbyU

英語 基本文学習動画(比較)(2)

4月7日

https://youtu.be/ajGBF8uMKAw

英語 基本文学習動画(比較)(3)

4月7日

https://youtu.be/UkER6uu7mZM

英語 基本文学習動画(比較)(4)

4月7日

https://youtu.be/xP4edcjy7N8

英語 基本文学習動画(比較)(5)

4月7日

https://youtu.be/9-nEfiF1Sx0

英語 基本文学習動画(最上級)(1)

4月7日

https://youtu.be/t5016vBODSI

英語 基本文学習動画(最上級)(2)

4月7日

https://youtu.be/axjCqbvsIQo

英語 比較英文法クエスト(比較)(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。

英語 Did you enjoy your vacation?

4月7日

https://www.youtube.com/watch?v=smlG44PMzco

