
小学校2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

ひょうと　グラフ
　表やグラフを用いた分類・整理の仕方
を理解しよう。

スマートレクチャー
https://www.youtube.com/watch?v=gvkNTIkv0O
w&feature=youtu.be

スマートレクチャー
わくわく算数　２年

　時刻や時間を求めたり、時刻を表した
りしよう。

スマートレクチャー
https://www.youtube.com/watch?v=vFJ8GkT8ld
E&feature=youtu.be

スマートレクチャー
わくわく算数　２年

　時刻や時間を求めたり、時刻を表した
りしよう。

京都教育大学公式YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=UivsWlTORk
A&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-
YH8txZMKOdKELa&index=16

京都教育大学公式YouTube
小１＿時刻と時間

　(２位数)±(１位数)の暗算をすることが
できるようにしよう。

スマートレクチャー
https://www.youtube.com/watch?v=54UXw7f1Yt
E&feature=youtu.be

スマートレクチャー
わくわく算数　２年

　(２位数)±(１位数)の暗算をすることが
できるようにしよう。

スマートレクチャー
https://www.youtube.com/watch?v=S_-
kMMiu0uk&feature=youtu.be

スマートレクチャー
わくわく算数　２年

　ものさしを用いて測定したり、直線を
かいたりしよう。

スマートレクチャー
https://www.youtube.com/watch?v=TRN37ibgt1c
&feature=youtu.be

スマートレクチャー
わくわく算数　２年

　ものさしを用いて測定したり、直線を
かいたりしよう。

おうちで学ぼう
NHK for School

http://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangumi.cgi
?das_id=D0005160054_00000&p=general

NHK for School 　2年生
算数　ものさし　つくれる

　(２位数)＋(２位数)の筆算ができるよう
にしよう。

子どもたち応援サイト-
E.FORUM-京都大学

https://www.youtube.com/watch?v=6zhmAvYQih
E&feature=youtu.be

黒田先生と一緒に学ぼう！
小2_算数科_たし算のひっ算
についてかんがえる

　(２位数)＋(２位数)の繰り上がりがある
筆算ができるようにしよう。

子どもたち応援サイト-
E.FORUM-京都大学

https://www.youtube.com/watch?v=V0TI-
f1ZPWw&feature=youtu.be

黒田先生と一緒に学ぼう！
小2_算数科_くりあがりのある
たし算のひっ算についてかん
がえる

　(２位数)－(２位数)の筆算ができるよう
にしよう。

子どもたち応援サイト-
E.FORUM-京都大学

https://www.youtube.com/watch?v=zpl5rCDQrls
&feature=youtu.be

黒田先生と一緒に学ぼう！
小2_算数科_ひき算のひっ算
についてかんがえる

　(２位数)－(２位数)の繰り下がりがある
筆算ができるようにしよう。

子どもたち応援サイト-
E.FORUM-京都大学

https://www.youtube.com/watch?v=rJW6006Xon
Y&feature=youtu.be

黒田先生と一緒に学ぼう！
小2_算数科_くりさがりのある
ひき算のひっ算についてか
んがえる

スマートレクチャー
https://www.youtube.com/watch?v=Lwa5U0Vwh
SY&feature=youtu.be

スマートレクチャー
わくわく算数　２年　たし算

スマートレクチャー
https://www.youtube.com/watch?v=C5evhBMcqr
g&feature=youtu.be

スマートレクチャー
わくわく算数　２年　ひき算

図をつかって考え
よう（１）

　加法や減法になる場面の数量の関係
をテープ図に表して考えることができる
ようにしよう。

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

スマートレクチャー
わくわく算数　２年
かくれた数はいくつ
図をつかってかんがえよう

※　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。 

たし算とひき算の
ひっ算（１）

　(２位数)±(２位数)の繰り上がりや繰り
下がりがある筆算ができるようにしよ
う。

時こくと　時間

たし算と　ひき算

長さ
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スマートレクチャー
https://www.youtube.com/watch?v=5UaR7P2q3
QM&feature=youtu.be

スマートレクチャー
わくわく算数　２年
100をこえる数

スマートレクチャー
https://www.youtube.com/watch?v=0NYlGnQop
mk&feature=youtu.be

スマートレクチャー
わくわく算数　２年　引き算

かさ
　かさの単位を理解し、かさを表したり、
測定したりできるようにしよう。

スマートレクチャー
https://www.youtube.com/watch?v=2msX9j96ZS
k&feature=youtu.be

スマートレクチャー
わくわく算数　２年　かさ

たし算とひき算の
ひっ算（２）

  (２位数)＋(２位数)や（百何十何）－（２
位数）、（３位数）±（２位数）の筆算がで
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

https://www.youtube.com/watch?v=Hr9qpCdkml
Q&feature=youtu.be

黒田先生と一緒に学ぼう！
小2＿算数科＿３けたのひっ
算についてかんがえる①

京都教育大学公式YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=TB3aHhVqdt
8

京都教育大学公式YouTube
小２＿乗法の文章問題の解
き方①

京都教育大学公式YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=62avd0wQ10
0

京都教育大学公式YouTube
小２＿乗法の文章問題の解
き方②

京都教育大学公式YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=JfVR7Bbwze
o

京都教育大学公式YouTube
小２＿乗法の式の立て方

おうちで学ぼう
NHK for School

https://www.nhk.or.jp/school/ouchi/playlist_g2_o
ctober.html

NHK for School　２年
さんすう犬ワン「かけ算　じょ
うずにつかえる？～かけ算
九九～」

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

スマートレクチャー
わくわく算数　２年　九九づく

https://www.youtube.com/watch?v=IMH7b8fpau
c&feature=youtu.be

スマートレクチャー
わくわく算数　２年　かけ算を
使った問題

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

スマートレクチャー
わくわく算数　２年　図や式を
使って

京都教育大学公式YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=rGS0wSZIk2
I&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-
YH8txZMKOdKELa&index=248

京都教育大学公式YouTube
小２＿三角形と四角形を見
分けよう

おうちで学ぼう
NHK for School

https://www.nhk.or.jp/school/ouchi/playlist_g2_o
ctober.html

NHK for School　２年
さんすう犬ワン「三角形って
どんな形？～三角形と四角
形～」

https://www.youtube.com/watch?v=S4CN3r4Mu
mw&feature=youtu.be

スマートレクチャー
わくわく算数　２年　三角形と
四角形

https://www.youtube.com/watch?v=R_yG2Gr-
3tY&feature=youtu.be

スマートレクチャー
わくわく算数　２年　長方形と
正方形

かけ算（１）   乗法九九の意味や式を理解しよう。

100をこえる数
　100を超える数について、読み方やか
き方を理解し、大小を比べたり加減方
法の仕方を考えたりしよう。

かけ算（２）
  ６～９段や１の段の乗法九九の意味
や式を理解しよう。

啓林館スマートレクチャー

三角形と四角形

　三角形や四角形の性質を理解しよう。
また点を直線でつないだり、紙を折った
りして作図することができるようにしよ
う。

啓林館スマートレクチャー
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おうちで学ぼう
NHK for School

https://www.nhk.or.jp/school/ouchi/playlist_g2_o
ctober.html

NHK for School　２年
さんすう犬ワン「図であらわ
せる？～たしざんとひきざん

啓林館スマートレクチャー
https://www.youtube.com/watch?v=41cKdf-
Zij8&feature=youtu.be

スマートレクチャー
わくわく算数　２年　長方形と
正方形

はこの形
箱の形を構成する要素（面、辺、頂点）
に着目して、箱の形の特徴を見つけ、
立体図形の性質を理解しよう。

おうちで学ぼう
NHK for School

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangumi.c
gi?das_id=D0005160070_00000

NHK for School　２年
さんすう犬ワン「はこつくれる
う？～はこの形～」

図をつかって考え
よう（３）

　問題場面をテープ図に表して２つの数
量の違いに着目し、問題を解決しよう。
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