
小学校１年 算数

単元・題材名 学習内容（目標） 動画コンテンツ名 ＵＲＬ キーワード検索
　ものの順番や位置を、数で
表そう。

京都教育大学公式YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=rJpYwe57YAM&list=PLOT1
dLQymBhnBh9lSR-

京都教育大学公式YouTube
小１_数の数え方

　ものの順番や位置を、数で
表そう。

おうちで学ぼう
NHK　for School

https://www.youtube.com/watch?v=C4c0osiKtlg
NHK for School　１年
さんすう犬ワン-なんばんめ?

いくつと　いく
つ

　６～１０の合成・分解を考え
よう。

京都教育大学公式YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=eV_V_eCA4wE&list=PLOT1
dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=46&t=0s

京都教育大学公式YouTube
小１_１０のかずの合成

子どもたち応援サイト-
E.FORUM-京都大学

https://www.youtube.com/watch?v=ZWdERg0T6OQ&feature=yo
utu.be

黒田先生と一緒に学ぼう！
小１_算数科_いろいろなかた
ち

子どもたち応援サイト-
E.FORUM-京都大学

https://www.youtube.com/watch?v=0D4RDRFqK14&feature=yo
utu.be

黒田先生と一緒に学ぼう！
小１_算数科_いろいろなかた
ち

子どもたち応援サイト-
E.FORUM-京都大学

https://www.youtube.com/watch?v=mshyZ8EXIcw&feature=you
tu.be

黒田先生と一緒に学ぼう！
小１_算数科_ふえたりへった
り

子どもたち応援サイト-
E.FORUM-京都大学

https://www.youtube.com/watch?v=FZG0-
VXrDkU&feature=youtu.be

黒田先生と一緒に学ぼう！
小１_算数科_ふえたりへった
り

子どもたち応援サイト-
E.FORUM-京都大学

https://www.youtube.com/watch?v=01zgMQyl6Dc&feature=yout
u.be

黒田先生と一緒に学ぼう！
小１_算数科_たしざん

子どもたち応援サイト-
E.FORUM-京都大学

https://www.youtube.com/watch?v=GAoe-
0gl4hc&feature=youtu.be

黒田先生と一緒に学ぼう！
小１_算数科_たしざん

スマートレクチャー
https://www.youtube.com/watch?v=j--
CIoU4f8M&feature=youtu.be

スマートレクチャー
わくわく算数　１年

子どもたち応援サイト-
E.FORUM-京都大学

https://www.youtube.com/watch?v=oNVD9uL_4K0&feature=you
tu.be

黒田先生と一緒に学ぼう！
小１_算数科_ひきざん

子どもたち応援サイト-
E.FORUM-京都大学

https://www.youtube.com/watch?v=8j1278ROxIQ&feature=yout
u.be

黒田先生と一緒に学ぼう！
小１_算数科_ひきざん

スマートレクチャー
https://www.youtube.com/watch?v=A92w6hbn4hU&feature=you
tu.be

スマートレクチャー
わくわく算数　１年

かずしらべ
　ものの個数を図や絵に表し
たり、読み取ったりしよう。

スマートレクチャー
https://www.youtube.com/watch?v=Q0eE9uUT7u4&feature=you
tu.be

スマートレクチャー
わくわく算数　１年

たしざん（１）
　（1位数）＋（1位数）＝（10以
下の数）の計算ができるよう
にしよう。

ひきざん（１）
　（10以下の数）－（1位数）の
計算ができるようにしよう。

なんばんめ

※　内容に関するお問い合わせは、名古屋市教育委員会
     指導室（０５２－９７２－３２３２）にご連絡ください。

いろいろなか
たち

　立体の形状や形の特徴を
理解しよう。

ふえたり
へったり

　変化する数量について、数
の増減の意味を理解しよう。
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おうちで学ぼうNHK　for
School

https://www.nhk.or.jp/sansuu/wan/?das_id=D0005160055_00000
NHK for School １年　さんす
う犬ワン－１０より大きいか
ず

https://www.youtube.com/watch?v=75fJ_1GaH7g&feature=yout
u.be

黒田先生と一緒に学ぼう！
小１＿算数科＿10よりおおき
いかず①

https://www.youtube.com/watch?v=gb9aGs7UjoU&feature=yout
u.be

黒田先生と一緒に学ぼう！
小１＿算数科＿10よりおおき
いかず②

https://www.shinko-
keirin.co.jp/keirinkan/digital/ic/em/r1/1s142_3_s.xhtml

啓林館ＷＥＢ小学校

https://www.shinko-
keirin.co.jp/keirinkan/digital/ic/em/i/1s070_1_a_all-6.xhtml

啓林館ＷＥＢ小学校

おおきさくらべ
（１）

  ものの長さやかさを比べる
ことができるようにしよう。

算数イメージ動画集　大日本
図書

https://www.dainippon-tosho.co.jp/mext/e03.html
算数イメージ動画集　大日本
図書＿１年　ながさをくらべて
みよう

https://youtu.be/eD-STtcimW0
黒田先生と一緒に学ぼう！
小１＿算数科＿くりあがりの
あるたしざん①

https://youtu.be/FrlWU4_BJB4
黒田先生と一緒に学ぼう！
小１＿算数科＿くりあがりの
あるたしざん②

かたちづくり
　色板や棒を並べたり、点を
つないだりしていろいろな形
を作ろう。

おうちで学ぼう
NHK for School

https://www.nhk.or.jp/school/ouchi/playlist_g1_october.html
NHK for School　１年
さんすう犬ワン「かたち つく
れる？ ～かたちづくり～」

https://www.youtube.com/watch?v=pzTlXm41mYY&feature=you
tu.be

スマートレクチャーわくわく算
数　１年　ひきざん（２）

https://www.youtube.com/watch?v=xd_RjypoiGs&feature=youtu.
be

スマートレクチャーわくわく算
数　１年　ひきざんかあど

https://www.youtube.com/watch?v=xd_RjypoiGs&feature=youtu.
be

スマートレクチャーわくわく算
数　１年　ひきざんのかみし

０のたしざん
とひきざん

　０を含むたし算やひき算、
答えが０になるひき算の計算
ができるようにしよう。

啓林館スマートレクチャー
https://www.youtube.com/watch?v=zqB2hvYrenU&feature=yout
u.be

スマートレクチャーわくわく算
数　１年　０のたしざんとひき
ざん

ものとひとの
かず

　ものを人と置き換えたり、順
序数と集合数の違いを理解
したりして、問題を解決しよ
う。

啓林館スマートレクチャー
https://www.youtube.com/watch?v=avu5EYd75jI&feature=youtu
.be

啓林館スマートレクチャーわ
くわく算数　１年　ものとひと
のかず

なんじなんぷ
ん

何時何分の時刻を読んだり、
文字盤で表したりできるよう
にしよう。

おうちで学ぼう
NHK for School

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangumi.cgi?das_id=D000
5160069_00000

NHK for School　１年
さんすう犬ワン「なんじなんぷ
ん？～時こくのよみ方～」

10より　おき
い　かず

  20までの数について、読ん
だり書いたり計算したりでき
るようにしよう。 子どもたち応援サイト－Ｅ．Ｆ

ＯＲＵＭ－京都大学

なんじ　なんじ
はん

  「何時」「何時半」を読んだり
文字盤に表したりできるよう
にしよう。

啓林館ＷＥＢ小学校

ひきざん（２）
　（十何）－（１位数）の繰り下
がりのある計算ができるよう
にしよう。

啓林館スマートレクチャー

たしざん（２）
  （１位数）+（１位数）の繰り
上がりのある計算ができるよ
うにしよう。

子どもたち応援サイト－Ｅ．Ｆ
ＯＲＵＭ－京都大学
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