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学年・巻 ⾴ 単元名 種類 コンテンツ
1年上巻 8 みんなであいうえお 動画 発声動画①（よい　こえが　でる　しせい）

1年上巻 8 みんなであいうえお 動画 発声動画②（てを　あてて　さわろう）

1年上巻 8 みんなであいうえお 動画 発声動画③（みんなであいうえお①）

1年上巻 8 みんなであいうえお 動画 発声動画④（みんなであいうえお②）

1年上巻 10 おおきくちいさく 動画 声の大きさ

1年上巻 28 ともだちとはなそう 動画 話し合い（ペア）

1年上巻 59 いきもののあし 写真 ほかのどうぶつのあし①（ゾウ）

1年上巻 59 いきもののあし 写真 ほかのどうぶつのあし②（ゴリラ）

1年上巻 92 はなしたいな、なつやすみのこと 動画 スピーチ①

1年上巻 92 はなしたいな、なつやすみのこと 動画 スピーチ②

1年下巻 7 くらしをまもる車 動画 救急車のはたらき

1年下巻 8 くらしをまもる車 動画 消防自動車のはたらき

1年下巻 8 くらしをまもる車 動画 ごみ収集車のはたらき

1年下巻 24 クイズ大会をしよう 動画 話し合い（グループ）

1年下巻 44 まめ 動画 まめの発芽と成長

2年上巻 32 ほたるの　一生 動画 ほたる

2年上巻 34 ほたるの　一生 動画 ほたるの幼虫

2年上巻 53 たこのすみ　いかのすみ 動画 たこが墨を吐く様子

2年上巻 53 たこのすみ　いかのすみ 動画 いかが墨を吐く様子

2年下巻 6 とべとべ回れ 動画 紙のとんぼの作り方

2年下巻 38 こんなものがほしいなあ 動画 スピーチ①

2年下巻 38 こんなものがほしいなあ 動画 スピーチ②

2年下巻 80 どんぐり 動画 シマリス

2年下巻 80 どんぐり 写真 エゾアカネズミ

2年下巻 81 どんぐり 写真 どんぐりの発芽

2年下巻 81 どんぐり 動画 どんぐりの発芽

2年下巻 88 やってごらんおもしろいよ 動画 話し合い（グループ）

3年上巻 16 つり橋わたれ 写真 つり橋

3年上巻 24 つり橋わたれ 写真 山つつじ

3年上巻 39 ミラクル　ミルク 動画 乳しぼり

3年上巻 70 合図としるし 写真 色別対抗リレー

3年上巻 72 合図としるし 写真 点字ブロック

3年上巻 84 クラスレクリエーションをしよう 動画 話し合い（学級会）

3年下巻 38 モチモチの木 写真 モチモチの木（とちの木）

3年下巻 41 モチモチの木 写真 とちの実で作ったとちもち

3年下巻 76 遊びをくらべよう 動画 インタビュー

3年下巻 86 冬眠する動物たち 動画 シマリス

3年下巻 88 冬眠する動物たち 動画 ヒグマ

3年下巻 88 冬眠する動物たち 動画 ヤマネ

4年上巻 36 アメンボはにん者か 動画 アメンボ

4年上巻 67 手で食べる、はしで食べる 動画 インドの食事

4年下巻 9
空飛ぶふろしき　ムササビ

ムササビがくらす森
動画 ムササビ

4年下巻 44 ごんぎつね 写真 はりきりあみ

4年下巻 45 ごんぎつね 写真 びく

4年下巻 48 ごんぎつね 写真 赤い井戸

4年下巻 55 ごんぎつね 動画 木魚

4年下巻 58 ごんぎつね 写真 火なわじゅう
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4年下巻 70 ドリームツリーを作ろう 動画 スピーチ

5年上巻 60 働く人にインタビュー 動画 インタビュー

5年下巻 26 学校を百倍すてきにしよう 動画 スピーチ

5年下巻 64 「一本」から見える数え方の世界 写真 ダイヤグラム

5年下巻 90 大造じいさんとがん 動画 まがん

5年下巻 91 大造じいさんとがん 写真 たにし

5年下巻 91 大造じいさんとがん 写真 うなぎ針

5年下巻 100 大造じいさんとがん 動画 はやぶさ

5年下巻 104 大造じいさんとがん 写真 すももの花

5年下巻 108 より良い考え方はどっち？ 動画 ディベート①

5年下巻 108 より良い考え方はどっち？ 動画 ディベート②

5年下巻 108 より良い考え方はどっち？ 動画 ディベート③

6年上巻 58 パネルディスカッションをしよう 動画 パネルディスカッション①

6年上巻 58 パネルディスカッションをしよう 動画 パネルディスカッション②

6年上巻 58 パネルディスカッションをしよう 動画 パネルディスカッション③

6年上巻 105 きつねの窓 写真 ききょう

6年下巻 10 「本物の森」で未来を守る 写真 常緑広葉樹林（シイの木）

6年下巻 10 「本物の森」で未来を守る 写真 落葉広葉樹林（ブナの木）

6年下巻 12 「本物の森」で未来を守る 写真 鎮守の森

6年下巻 13 「本物の森」で未来を守る 写真 タブノキ

6年下巻 26 狂言　盆山 動画 盆山（狂言師による実演）

6年下巻 74 国境なき大陸　南極 動画 南極大陸

6年下巻 74 国境なき大陸　南極 写真 第七次南極観測隊

6年下巻 75 国境なき大陸　南極 写真 昭和基地

6年下巻 78 国境なき大陸　南極 写真 温暖化の進む南極大陸

6年下巻 78 国境なき大陸　南極 写真 南極の氷しょう


