
小学校３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
　10や０の乗法について考え、乗法
の理解を深めよう。

スマートレクチャー
https://www.youtube.com/watch?v=zKdTHWQls
b0&feature=youtu.be

スマートレクチャー
わくわく算数　４年

　10や０の乗法について考え、乗法
の理解を深めよう。

おうちで学ぼう
NHK　for School

https://www.nhk.or.jp/school/ouchi/playlist_g3_a
pril.html

NHK　for School
先生がえらんだプレイリスト３
年

　除法の意味や計算の仕方を理解し
よう。

おすすめキッズサイト一覧
算数・数学一般社団法人教
科書協会

http://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangumi.cgi
?das_id=D0005160012_00000&p=general

NHK　for School
わり算って何だ

　除法の意味や計算の仕方を理解し
よう。

スマートレクチャー
https://www.youtube.com/watch?v=Z1KMFoYdJ
o4&feature=youtu.be

スマートレクチャー
わくわく算数　４年

図を使って考
えよう

　数量の関係を線分図に表し、を用
いて問題を解決しよう。

スマートレクチャー
https://www.youtube.com/watch?v=uv1LvQyviH
g&feature=youtu.be

スマートレクチャー
わくわく算数　４年

　(３位数)±(３位数)や(４位数)±(４
位数)の筆算の仕方について考え、
繰り上がりや繰り下がりに気を付け
て計算しよう。

おすすめキッズサイト一覧
算数・数学一般社団法人教
科書協会

https://www.dainippon-
tosho.co.jp/mext/e06.html

デジタルデータバンク
大日本図書

　(３位数)±(３位数)や(４位数)±(４
位数)の筆算の仕方について考え、
繰り上がりや繰り下がりに気を付け
て計算しよう。

京都教育大学公式YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=rejExGu-
D6c&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-
YH8txZMKOdKELa&index=74

京都教育大学公式YouTube
小２_３けた×３けたのたし算

　(３位数)±(３位数)や(４位数)±(４
位数)の筆算の仕方について考え、
繰り上がりや繰り下がりに気を付け
て計算しよう。

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

スマートレクチャー
わくわく算数　４年

子どもたち応援サイト-
E.FORUM-京都大学

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

黒田先生と一緒に学ぼう！
小3_算数科_時こくと時間

子どもたち応援サイト-
E.FORUM-京都大学

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

京都大学大学院教育学研究
科

スマートレクチャー
https://www.youtube.com/watch?v=WMzWZaF5I
LU&feature=youtu.be

スマートレクチャー
わくわく算数　３年
時こくと時間

九九の表とか
け算

わり算

たし算とひき
算の筆算

※　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。

時こくと時間
　時刻と時間の違いや日、時、分の
関係を理解し、時刻を表すことがで
きるようにしよう。
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スマートレクチャー
https://www.youtube.com/watch?v=EfQ-
8A18HdI&feature=youtu.be

スマートレクチャー
わくわく算数　３年
万の位

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

スマートレクチャー
わくわく算数　３年
10倍した数、10でわった数

おうちで学ぼう
NHK　for School

https://www.nhk.or.jp/sansuu/wan/?das_id=D000
5160068_00000

ぼうグラフ使える？

スマートレクチャー
https://www.youtube.com/watch?v=LAhyCd-
_2Sc&feature=youtu.be

スマートレクチャー
わくわく算数　３年
表づくり

スマートレクチャー
https://www.youtube.com/watch?v=UdzPwddvZ
p8&feature=youtu.be

スマートレクチャー
わくわく算数　３年
ぼうグラフ

スマートレクチャー
https://www.youtube.com/watch?v=Xe_U4Kg6jxg
&feature=youtu.be

スマートレクチャー
わくわく算数　３年
くふうした表やぼうグラフ

スマートレクチャー
https://www.youtube.com/watch?v=P4UUsq9bR
n0&feature=youtu.be

スマートレクチャー
わくわく算数　３年
ぼうグラフを使って

たし算とひき
算

　２位数の加法・減法や100ｰ（２位
数）の計算について暗算でできるよ
うにしよう。

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

スマートレクチャー
わくわく算数　３年
たし算とひき算

長さ
  ｋｍについて理解し、長さの計算を
したり巻き尺を使って長さを測定した
りできるようにしよう。

京都教育大学公式YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=wqR96bDZG
bM&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-
YH8txZMKOdKELa&index=259

京都教育大学公式YouTube
小３＿長さの単位変換

算数イメージ動画集　大日本
図書

https://www.dainippon-
tosho.co.jp/mext/e14.html

算数イメージ動画集　大日本
図書＿３年　あまりのあるわ
り算

おうちで学ぼうNHK　for
School

https://www.nhk.or.jp/sansuu/wan/ あまりはどうする

啓林館ＷＥＢ小学校
https://www.shinko-
keirin.co.jp/keirinkan/digital/ic/em/m/3bs036_4_
m.xhtml

啓林館ＷＥＢ小学校＿はか
りを使うとき

京都教育大学公式YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=jAhplV36MP
8

京都教育大学公式YouTube
小３＿重さの単位変換

おうちで学ぼうNHK　for
School

https://www.nhk.or.jp/sansuu/wan/?das_id=D000
5160066_00000

おうちで学ぼうNHK　for
School＿さんすう犬ワン

表とグラフ
　表や棒グラフにかいたり、読んだり
することができるようにしよう。

一万をこえる
数

　一万を超える数について仕組みを
考え、数の大きさや十進位取り記数
法についての理解を深めよう。

  重さの普遍単位ｇ、ｋｇ、ｔと測定の
仕方を理解したり、重さの加減計算
をしたりできるようにしよう。

重さ

あまりのある
わり算

  余りのある除法について、余りの
意味やその計算の仕方を理解しよ
う。
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https://www.shinko-
keirin.co.jp/keirinkan/digital/ic/em/m/3as036_1_
m.xhtml

啓林館ＷＥＢ小学校＿コンパ
スの使い方

https://www.shinko-
keirin.co.jp/keirinkan/digital/ic/em/m/3as036_2_
m.xhtml

啓林館ＷＥＢ小学校＿工作
用紙でコンパス

https://www.shinko-
keirin.co.jp/keirinkan/digital/ic/em/m/3as036_3_
m.xhtml

啓林館ＷＥＢ小学校＿ひもで
コンパス

https://www.shinko-
keirin.co.jp/keirinkan/digital/ic/em/m/3as037_1_
m.xhtml

啓林館ＷＥＢ小学校＿半径５
ｃｍの円をかく

何倍でしょう
  数量の倍関係を図に表したり、変
量に着目して何倍になるかを考えた
りできるようにしよう。

啓林館ＷＥＢ小学校
https://www.shinko-
keirin.co.jp/keirinkan/digital/ic/em/i/3as076_1_a_
all-5.xhtml

啓林館ＷＥＢ小学校

１けたをかけ
るかけ算の筆
算

  （２、３位数)×(１位数)や(２位数)×
(１位数)の暗算の計算ができるよう
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/e09.html

算数イメージ動画集　大日本
図書＿３年　かけ算のひっ算

式と計算
　分配法則の意味と計算の順序を理
解し、計算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=e2p2n0cHH
Qs&feature=youtu.be

スマートレクチャーわくわく算
数　３年　式と計算

京都教育大学公式YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=zvlpKzSnihw
&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-
YH8txZMKOdKELa&index=255

京都教育大学公式YouTube
小３＿分数の考え方

おうちで学ぼう
NHK for School

https://www2.nhk.or.jp/school/movie/bangumi.c
gi?das_id=D0005160051_00000

NHK for School　さんすう犬
ワン「同じ大きさにわけるに
は？～分数～」

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

スマートレクチャーわくわく算
数　３年　あまりの大きさのあ
らわし方

https://www.youtube.com/watch?v=AQppbS3tp4
c&feature=youtu.be

スマートレクチャーわくわく算
数　３年　分数の大きさ

https://www.youtube.com/watch?v=AQppbS3tp4
c&feature=youtu.be

スマートレクチャーわくわく算
数　３年　分数のたし算・ひき

三角形
二等辺三角形や正三角形の定義や
性質を理解し、作図できるようにしよ
う。

京都教育大学公式YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=GfTmyw3iyH
s&index=247&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-
YH8txZMKOdKELa

京都教育大学公式YouTube
小3＿二等辺三角形＿かき
かた

小数
小数の意味、表し方、大小関係を理
解し、1/10の位までの加減計算がで
きるようにしよう。

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

京都教育大学公式YouTube
小３＿＿小数第一位の加法

２けたをかけ
るかけ算の筆
算

（２、３位数）×（２位数）の筆算の仕
方を理解し、計算できるようにしよ
う。

京都教育大学公式YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=q--
NlRAaW3U&index=125&list=PLOT1dLQymBhnBh
9lSR-YH8txZMKOdKELa

京都教育大学公式YouTube
小３＿2桁×2桁繰り上がりあ
り乗法

分数
　分数の意味や表し方を理解し、大
小比較や加減計算ができるようにし
よう。

啓林館スマートレクチャー

啓林館ＷＥＢ小学校円と球
  円や球の性質を理解し、コンパスを
使って円をかくことができるようにし
よう。
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