
1年 必修課題 配信教材一覧（4月 24日～5月 8日） 

宇都宮大学共同教育学部附属小学校 

※ この課題は，全員取り組む課題です。やり方については。「休業中の学習について３」を見てください。 

  動画は，URLをクリックすると，直接見ることができます。 

教科 教科書 学年 内 容 動画 
ワーク 

シート 

国語 東京書籍 １年 「休業中の学習３」を参照   

算数 教育出版 
１年 なかよし あつまれ ①②③  ○ 

１年 かたちを みつけよう  ○ 

音楽 教育出版 １年 休業中の学習３を参照   

図工 自作 

１年 なが～いへびをつくってみよう 

 
https://www.youtube.com/watch?v=7ej5d2C-xp4 

○ 

 
 

体育 学研 

１年 

体つくりの運動遊び～体力アップ大作戦～ 

 
https://www.youtube.com/watch?v=13Ill7u4Kg8 

○ ○ 

 

体つくりの運動遊び～なわとびにチャレンジ～ 

 

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

○ ○ 

生活  １年 がっこうだいすき  ○ 

道徳 光村 １年 これならできる  ○ 

  当サイトの内容、テキスト、画像、動画等の無断転載・無断使用を固く禁じます。また、SNS等のサイトへ

の引用を厳禁いたします。 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7ej5d2C-xp4
https://www.youtube.com/watch?v=13Ill7u4Kg8
https://www.youtube.com/watch?v=ywwSAAHRjRM


２年 必修課題 配信教材一覧（4月 24日～5月 8日） 

宇都宮大学共同教育学部附属小学校 

※ この教材は，全員取り組む課題です。やり方については。「休業中の学習について３」を見てください。 

  動画は，URLをクリックすると，直接見ることができます。 

教科 教科書 学年 単元・題材名 動画 
ワーク 

シート 

国語 東京書籍 ２年 風のゆうびんやさん  ○ 

算数 教育出版 ２年 かたちづくり  ○ 

音楽 教育出版 

２年 どうぶつラップであそぼう 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SHeyBA8K34o 

○ ○ 

図工 自作 

２年 おもしろすごろくをつくろう 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3TgSO7osoiw 

○  

体育 自作 

２年 体力アップ大作戦 

 

https://www.youtube.com/watch?v=13Ill7u4Kg8 

○ ○ 

  

２年 なわとび 

 

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

○ ○ 

生活 自作 ２年 大きくなあれ 元気にそだて  ○ 

  ２年 わくわくするね ２年生  ○ 

  当サイトの内容、テキスト、画像、動画等の無断転載・無断使用を固く禁じます。また、SNS等のサイトへ

の引用を厳禁いたします。 

https://www.youtube.com/watch?v=SHeyBA8K34o
https://www.youtube.com/watch?v=3TgSO7osoiw
https://www.youtube.com/watch?v=13Ill7u4Kg8
https://www.youtube.com/watch?v=ywwSAAHRjRM


３年 必修課題 配信教材一覧（4月 24日～5月 8日） 

宇都宮大学共同教育学部附属小学校 

※ この課題は，全員取り組む課題です。やり方については。「休業中の学習について３」を見てください。 

  動画は，URLをクリックすると，直接見ることができます。 

教科 教科書 学年 内 容 動画 
ワーク 

シート 

国語 東京書籍 ３年 
すいせんのラッパ  ○ 

漢字の表す意味  ○ 

社会 
わたしたち

の宇都宮 
３年 

方位じしんの使い方 

 

https://www.youtube.com/watch?v=75dWvZqKO9Y 

https://www.youtube.com/watch?v=kOlpsIgY89E 

https://www.youtube.com/watch?v=-Hr2vJKl8CU 

○ ○ 

算数 教育出版 ３年 １を分けて  ○ 

理科 東京書籍 ３年 

春のしぜんにと出そう！ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IhMthl0wgRA 

○  

たねをまこう 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HWnnutyFH9E 

○  

音楽 教育出版 ３年 春の小川  ○ 

図工 自作 

３年 花をスケッチしよう 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EnGD1XBs8Yw 

○ ○ 

体育 自作 ３年 体力アップ大作戦 ○ ○ 

https://www.youtube.com/watch?v=75dWvZqKO9Y
https://www.youtube.com/watch?v=kOlpsIgY89E
https://www.youtube.com/watch?v=-Hr2vJKl8CU
https://www.youtube.com/watch?v=IhMthl0wgRA
https://www.youtube.com/watch?v=HWnnutyFH9E
https://www.youtube.com/watch?v=EnGD1XBs8Yw


 

https://www.youtube.com/watch?v=13Ill7u4Kg8 

なわとびにチャレンジ 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=XuNW4A--Wi4 

○ ○ 

総合 自作 ３年 生き物はかせになろう  ○ 

外国語 Let’s Try1 ３年 

Unit1-①Hello 

※外国語の動画は，教科書を使用した動画を作成したため，著作

権の関係上，公開ができません。 

  

道徳 光村 ３年 漢字に思いをこめて  ○ 

  当サイトの内容、テキスト、画像、動画等の無断転載・無断使用を固く禁じます。また、SNS等のサイトへ

の引用を厳禁いたします。 

 

https://www.youtube.com/watch?v=13Ill7u4Kg8
https://www.youtube.com/watch?v=ywwSAAHRjRM
https://www.youtube.com/watch?v=XuNW4A--Wi4


４年 必修課題 配信教材一覧（4月 24日～5月 8日） 

宇都宮大学共同教育学部附属小学校 

※ この課題は，全員取り組む課題です。やり方については。「休業中の学習について３」を見てください。 

  動画は，URLをクリックすると，直接見ることができます。 

教科 教科書 学年 単元・題材名 動画 
ワーク 

シート 

国語 東京書籍 ４年 こわれた千の楽器  ○ 

社会 

わたした

ちの栃木

県 

４年 水はどこから来てどこへ行くの 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a0rtdobcWBs 

○ ○ 

算数 教育出版 ４年 大きな数  ○ 

理科 東京書籍 

４年 あたたかくなると 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9OwUGueUEqA 

○ ○ 

  

４年 動物のからだとつくりと運動 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S4l5J6vD3t4 

○ ○ 

音楽 教育出版 
４年 ひょうしとせんりつ エーデルワイス 

 
 ○ 

図工 自作 

４年 「ふしぎな虫の世界」 

～身のまわりのもので虫をつくってみよう～ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iEUpLzGTaiw&t=41s 

○ ○ 

https://www.youtube.com/watch?v=a0rtdobcWBs
https://www.youtube.com/watch?v=9OwUGueUEqA
https://www.youtube.com/watch?v=S4l5J6vD3t4
https://www.youtube.com/watch?v=iEUpLzGTaiw&t=41s


体育 自作 

４年 体力アップ大作戦 

 

https://www.youtube.com/watch?v=13Ill7u4Kg8 

○ ○ 

なわとびにチャレンジ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XuNW4A--Wi4 

  

総合  ４年 那須の魅力発見  ○ 

外国語 Let’s Try2 

４年 Hello world!① 

※外国語の動画は，教科書を使用した動画を作成したため，著作

権の関係上，公開ができません。 

  

道徳 光村 ４年 弟のふろ入れ  ○ 

  当サイトの内容、テキスト、画像、動画等の無断転載・無断使用を固く禁じます。また、SNS等のサイトへ

の引用を厳禁いたします。 

 

https://www.youtube.com/watch?v=13Ill7u4Kg8
https://www.youtube.com/watch?v=XuNW4A--Wi4


５年 必修課題 配信教材一覧（4月 24日～5月 8日） 

宇都宮大学共同教育学部附属小学校 

※ この課題は，全員取り組む課題です。やり方については，「休業中の学習について３」を見てください。 

  動画は，URLをクリックすると，直接見ることができます。 

教科 教科書 学年 内 容 動画 
ワーク 

シート 

国語 東京書籍 ５年 新聞記事を読み比べよう  〇 

社会 東京書籍 
５年 日本の国土の様子は？ 

 
 ○ 

算数 教育出版 

５年 分数の種類 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dExf4QeZ0gU&t=109s 

○ ○ 

分数の大きさとたし算ひき算 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4i7-FB1OcyM 

○ ○ 

理科 東京書籍 ５年 「休業中の学習について３」参照   

音楽 教育出版 ５年 茶色のこびん  ○ 

図工 自作 

５年 マイキャラをつくろう 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hk2lmf8wXlE 

○ ○ 

家庭 開隆堂 ５年 家族の生活再発見  ○ 

体育 自作 

５年 体つくりの運動 

 

https://www.youtube.com/watch?v=13Ill7u4Kg8 

○ ○ 

https://www.youtube.com/watch?v=dExf4QeZ0gU&t=109s
https://www.youtube.com/watch?v=4i7-FB1OcyM
https://www.youtube.com/watch?v=hk2lmf8wXlE
https://www.youtube.com/watch?v=13Ill7u4Kg8


  

５年 なわとび 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pb3bjKbpMkc 

○ ○ 

外国語 東京書籍 

５年 Unit1-①② Hello friends 

 ※外国語の動画は，教科書を使用した動画を作成したため，著

作権の関係上，公開ができません。 

  

道徳 光村 ５年 祖母のりんご  ○ 

総合 自作 ５年 日光の魅力発見  ○ 

  当サイトの内容、テキスト、画像、動画等の無断転載・無断使用を固く禁じます。また、SNS等のサイトへ

の引用を厳禁いたします。 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pb3bjKbpMkc


６年 必修課題 配信教材一覧（4月 24日～5月 8日） 

宇都宮大学共同教育学部附属小学校 

※ この課題は，全員取り組む課題です。やり方については。「休業中の学習について３」を見てください。 

  動画は，URLをクリックすると，直接見ることができます。 

教科 教科書 学年 単元・題材名 動画 
ワーク 

シート 

国語 東京書籍 ６年 いにしえの言葉  ○ 

社会 東京書籍 ６年 わたしたちのくらしと日本国憲法  ○ 

算数 教育出版 ６年 文字を使った式  ○ 

理科 東京書籍 ６年 「休業中の学習３」を参照   

音楽 教育出版 ６年 「おぼろ月夜」「カノン」  ○ 

図工 自作 

６年 魔法の炎をつくろう～魔法の炎のテーマを想像しよう～ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qb5wDWJ3eR8 

○ ○ 

家庭 開隆堂 ６年 わたしの生活時間  ○ 

体育 学研 

６年 体つくりの運動～体力アップ大作戦～ 

 
https://www.youtube.com/watch?v=13Ill7u4Kg8 

○ ○ 

６年 体つくりの運動～なわとびにチャレンジ～ 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Pb3bjKbpMkc 

○ ○ 

外国語 東京書籍 

６年 Unit-1 「This is me」①② 

※外国語の動画は，教科書を使用した動画を作成したため，著作

権の関係上，公開ができません。 

  

道徳 光村 ６年 「ぼくの名前よんで」  ○ 

総合  ６年 世界は「すてき」で満ちている  ○ 

  当サイトの内容、テキスト、画像、動画等の無断転載・無断使用を固く禁じます。また、SNS等のサイトへ

の引用を厳禁いたします。 

https://www.youtube.com/watch?v=Qb5wDWJ3eR8
https://www.youtube.com/watch?v=13Ill7u4Kg8
https://www.youtube.com/watch?v=Pb3bjKbpMkc

