各教科の単元とデジタルコンテンツの関連表 小学校第６学年
４月

５月

気持ちよく対話を続けよう
原因と結果に着目しよう

さまざまな熟語
友達の意見を聞いて考えよう

朗読で表現しよう サボテンの花／生きる

防災ポスターを作ろう

６月
人物どうしの関係を考えよう 風切るつばさ

７月
本は友達
（書）生活に広げよう，用紙に合った文字の

わかる国語 読み書きのツボ
複合語 ・ことばあつめ
「なぜかというと～理由を言葉にする～」
https://www.nhk.or.jp/kokugo/tsubo/?das_id=D0005150028_00000

国
語 図書館へ行こう

しまった！～情報活用スキルアップ～
「表とグラフで表現する」

漢字SU②

インターネットの議論を考えよう インターネットの投稿を読み比べよう

https://www.nhk.or.jp/sougou/shimatta/?das_id=D0005180236_00000

東書KIDS
「調べる学習の進め方」

（書）組み立て方

（書）点画のつながり，書く速さ

https://ten.tokyo-shoseki.co.jp/ten_download/dlf3/ekp52538.htm

書くことSU②

筆者の論の進め方を確かめよう イースター島にはなぜ森林がないのか

（書）学習の準備をしよう
書くことSU① 漢字SU①
わたしたちのくらしと日本国憲法
社
会 国の政治のしくみと選挙

社会にドキリ
「日本国憲法」

国の政治のしくみと選挙

https://www.nhk.or.jp/syakai/syakai_dokiri/?das_id=D0005120501_00000

社会にドキリ
「国民主権」

子育て支援の願いを実現する政治／震災復興の願いを実現する政治

https://www.nhk.or.jp/syakai/syakai_dokiri/?das_id=D0005120502_00000

社会にドキリ
「平和主義」

社会にドキリ
「権利と義務」⇒配信予定
社会にドキリ「三権の役割」⇒配信予定
社会にドキリ
「災害復旧と復興」⇒配信予定

日本の歴史

天皇中心の国づくり

さんすう刑事ゼロ
「時計のトリックを見破れ～対称～」
https://www.nhk.or.jp/sansuu/keiji/?das_id=D0005160044_00000

https://www.youtube.com/watch?v=6o-OUgOeIPg

2 ヒトや動物の体

※興味があるものを見てみよう！
https://www.nhk.or.jp/school/textbook/search/index.html?guideline=%22%E5%B0%8F%E5%AD%A6%20%E7%90%86%E7%A7%91%206%E5%B9%B4%20B%20%281%29%22%7C%22%E5%B0%8F%E5%AD%A6%20%E7%90%86%E7%A7%91%206%E5%B9%B4%20B%20%282%29%22#genre=g01_016&id=L1

1 ものが燃えるしくみ
理
科

歴史にドキリ
「聖徳太子～新しい国づくり～」

ふしぎエンドレス
「燃えると？」

「ふしぎエンドレス」には、動
画クリップ集や教材として
ワークシートもついていま

https://www.nhk.or.jp/rika/endless6/?das_id=D0005110441_00000

ふしぎエンドレス
「火が消えるのは？」
https://www.nhk.or.jp/rika/endless6/?das_id=D0005110442_00000

ふしぎエンドレス
「人の体のしくみ～消化・呼吸編～」

武士の世の中へ

対称なデザイン

ふくしゅう③
6 データの見方
ふしぎエンドレス
「水は葉にどう動く？」

https://www.nhk.or.jp/rika/endless6/?das_id=D0005110447_00000

https://www.nhk.or.jp/rika/endless6/?das_id=D0005110453_00000

ふしぎエンドレス
「人の体のしくみ～考察編～」

ふしぎエンドレス
「でんぷんはどこから？実験計画編」

https://www.nhk.or.jp/rika/endless6/?das_id=D0005110448_00000

これまでの学習をつなげよう
自由研究
みんなで使う理科室

ほうかごソングス「実験器具ブルース」
※実験に使う器具を歌で知ろう！
https://www.nhk.or.jp/school/keyword/?kw=%E7%90%86%E7%A7%91%E5%AE%A4

https://www.nhk.or.jp/rika/endless6/?das_id=D0005110452_00000

4 生物どうしのつながり

自由研究
※興味があるものを見てみよう
https://www.nhk.or.jp/school/keyword/?kw=%E8%87%AA%E7%94%B1%E7%A0%94%E7%A9%B6

https://www.nhk.or.jp/rika/endless6/?das_id=D0005110451_00000

ふしぎエンドレス
「でんぷんはどこから？考察編」

歴史にドキリ
「平清盛～武士の世の中へ～」
https://www.nhk.or.jp/syakai/dokiri/?das_id=D0005120228_00000

5 分数のわり算
切り紙遊び

5 分数のわり算
3 植物のつくりとはたらき

歴史にドキリ
「紫式部・清少納言～国風文化の誕生
https://www.nhk.or.jp/syakai/dokiri/?das_id=D0005120260_00000

3 対称な図形
ふくしゅう②

宇大附属小「線対称な図形を見つけよう」 4 分数のかけ算

自然とともに生きる，わたしたちの地球と環境 自然とともに生きる

貴族のくらし

https://www.nhk.or.jp/syakai/dokiri/?das_id=D0005120231_00000

2 分数と整数のかけ算，わり算
3 対称な図形

算
数 ふくしゅう①
2 分数と整数のかけ算，わり算

歴史にドキリ
「卑弥呼～むらからくにへ～」
https://www.nhk.or.jp/syakai/dokiri/?das_id=D0005120256_00000

https://www.nhk.or.jp/syakai/syakai_dokiri/?das_id=D0005120503_00000

不思議なパスカルの三角形
1 文字を使った式

歴史にドキリ
「聖武天皇・行基～大仏はなぜ造られた
か～」

https://www.nhk.or.jp/syakai/dokiri/?das_id=D0005120257_00000

縄文のむらから古墳のくにへ

社会にドキリ「地域の開発と活性化」⇒配信予定

日本の歴史

天皇中心の国づくり

ふしぎエンドレス
「生き物どうしのつながりは？」
https://www.nhk.or.jp/rika/endless6/?das_id=D0005110455_00000

つばさをください バナハ

自宅学習用教材曲音源「翼をください」
「バナハ」「おぼろ月夜」「マルセリーノの

短調のひびき

音
〈にっぽん①〉おぼろ月夜
楽

ブラボー音楽実験「ハンガリー舞曲第５
番」

演奏のみりょく

https://www.nhk.or.jp/ongaku/bravo/?das_id=D0005230004_00000

https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/textbook/shou/ongaku/document/ducu2/docu206/6nen.html

演奏のみりょく

交響曲第5番「運命」第1楽章，スコアに
ついて

「ぼくらの日々」作者からみなさんへ

動機をもとに音楽をつくろう

https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/m-link/ongaku/6.html

動機をもとに音楽をつくろう

〈にっぽん②〉われは海の子

自宅学習用教材曲音源「夢色シンフォ
ニー」
https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/textbook/shou/ongaku/document/ducu2/docu206/6nen.html

https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/m-link/ongaku/6.html

短調のひびき
Ａわたしの… Ｂいろどり，いろいろ
図
画
工
作

キミなら何つくる？
「えがこう！私のすきな図工室」

Ａわたしの… Ｂいろどり，いろいろ

Ａ強くてやさしい… Ｂ動き出す…

見つけたことを話してみよう

見つけたことを話してみよう

クローズアップで見える新世界

https://www.nhk.or.jp/zukou/kiminara/?das_id=D0005210006_00000

なぞの入り口から…

キミなら何つくる？
「ねん土でにゅ！秘密基地」
https://www.nhk.or.jp/zukou/kiminara/?das_id=D0005210002_00000

Ａ強くてやさしい… Ｂ動き出す…
鉄棒運動

体ほぐしの運動
体
ソフトボール投げ
育

マット運動

水泳

はりきり体育ノ介（水泳ノ介）
「クロールに挑戦だ！」
https://www.nhk.or.jp/taiiku/harikiri/?das_id=D0005220013_00000

はりきり体育ノ介
「ボール投げに挑戦だ！」

はりきり体育ノ介
「ひざかけふりあがりに挑戦だ！」

はりきり体育ノ介（水泳ノ介）
「平泳ぎに挑戦だ！」

http://www.nhk.or.jp/taiiku/harikiri/?das_id=D0005220002_00000

https://www.nhk.or.jp/taiiku/harikiri/?das_id=D0005220014_00000

表現
2 できることを増やしてクッキング

2 できることを増やしてクッキング

4 すずしく快適に過ごす住まい方

カテイカ
「夏の暑さをイカんせん」
https://www.nhk.or.jp/katei/kateika/?das_id=D0005240015_00000

3 クリーン大作戦

カテイカ
「野菜をいためようじゃなイカ！」
https://www.nhk.or.jp/katei/kateika/?das_id=D0005240013_00000

Let's start

カテイカ
「きたない部屋はイカがなものか」

5 すずしく快適に過ごす着方と手入れ

https://www.nhk.or.jp/katei/kateika/?das_id=D0005240018_00000

2 Welcome to Japan.

基礎英語０ 第34回「日本のことを説明
せよ！」

3 What do you want to watch?

http://www.nhk.or.jp/eigo/mission/?das_id=D0005140284_00000

外 1 This is me.
国
語

はりきり体育ノ介
「ロンダートに挑戦だ！」
https://www.nhk.or.jp/taiiku/harikiri/?das_id=D0005220007_00000

https://www.nhk.or.jp/taiiku/harikiri/?das_id=D0005220010_00000

1 生活時間をマネジメント
家
庭 2 できることを増やしてクッキング

はりきり体育ノ介
「さかあがりに挑戦だ！」
https://www.nhk.or.jp/taiiku/harikiri/?das_id=D0005220001_00000

基礎英語０ 第４３回「メンバーの居場所 Review 世界の友達 1
をつきとめろ！」
http://www.nhk.or.jp/eigo/mission/?das_id=D0005140293_00000

基礎英語０ 第３１回「カードに書かれた
文を解読せよ！」
http://www.nhk.or.jp/eigo/mission/?das_id=D0005140281_00000

基礎英語０ 第３０回「何を作っているの
か当てよ！」
http://www.nhk.or.jp/eigo/mission/?das_id=D0005140280_00000

1 心を形に（B(9)礼儀）

4 おばあちゃんのさがしもの（C(15)家

7 みんないっしょだよ～黒柳徹子（B(7)
親切，思いやり）

2 あこがれのパティシエ（A(4)個性の伸

族愛，家族生活の充実）
5 白神山地（C(17)伝統と文化の尊重，国
や郷土を愛する態度）

長）

「伝統を守るってどういうことだろう?」

8 白旗の少女（C(18)国際理解，国際親

12 命の重さはみな同じ（D(19)生命の尊

善）

さ）

http://www.nhk.or.jp/doutoku/onmyway/?das_id=D0005130165_00000

道
3 うちら「ネコの手」ボランティア（C(14) 「仕事のやりがいってなんだろう?」
徳 勤労，公共の精神）

「相手に伝えるためには何が必要なんだ 9 土石流の中で救われた命（B(8)感謝）
ろう?」

http://www.nhk.or.jp/doutoku/onmyway/?das_id=D0005130178_00000

http://www.nhk.or.jp/doutoku/onmyway/?das_id=D0005130219_00000

6 愛華さんからのメッセージ（D(20)自然 「動物と生きていくためには?」

11 ピアノの音が…（C(12)規則の尊重）

10 ばかじゃん！（B(10)友情，信頼）

愛護）
http://www.nhk.or.jp/doutoku/onmyway/?das_id=D0005130163_00000

※【理科】「ふしぎエンドレス」には，動画クリップ集や教材としてワークシートもついています。
※【道徳科】NHK for School「オン・マイ・ウェイ!」より，主な内容項目が共通している動画を挙げています。活用の際は，児童の状況や心情等に配慮し，家庭での視聴に適するか，動画の内容を確認することが必要です。

