
教科書（光村図書）教材名 教科書対応
ページ 内容 視聴時間 コンテンツ名 URL コンテンツ
作成者

ダウンロード
の可否 備考欄

いい てんき 0‐8 「いい てんき」朗読音声 0:29 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/1/index.html 光村図書 ー 朗読音声
えんぴつと なかよし 14‐15 「えんぴつと なかよし」唱え歌 朗読音声 0:40 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/1/index.html 光村図書 ー 朗読音声
えんぴつと なかよし 14‐15 えんぴつの もちかた（動画資料） 1:41 臨時休業学習支援コンテンツ https://m-manabi.jp/20/kokugo1_jou/u1/p1/index.html 光村図書 ー 動画資料　[p14QRｺｰﾄﾞ有]
えんぴつと なかよし 14‐15 じを かく しせい（動画資料） 1:00 臨時休業学習支援コンテンツ https://m-manabi.jp/20/kokugo1_jou/u1/p2/index.html 光村図書 ー 動画資料　[p15QRｺｰﾄﾞ有]

うたに あわせて あいうえお 22‐25 「あいうえおの うた」朗読音声 1:17 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/1/index.html 光村図書 ー 朗読音声
えんぴつのもちかた～あいうえおのうた 14‐25 えんぴつの もちかた～あいうえおのうた（動画資料） 23:00 授業だよ！みんな集まれ https://c.myjcom.jp/jch/p/jugyoudayo-rinku/index.html 泉南市J:COM ー 動画資料　［J:COM］

こえに だして よもう 26‐27 「あさひの おひさま」朗読音声 0:32 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/1/index.html 光村図書 ー 朗読音声
はなの みち 32-39 「はなの みち」作品アニメーション 1:09 臨時休業学習支援コンテンツ https://m-manabi.jp/20/kokugo1_jou/u2/p1/ 光村図書 ー 作品ｱﾆﾒｰｼｮﾝ　[p32QRｺｰﾄﾞ有]

はなの みち 32-39 「はなの みち」ワークシート ー 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/1/02sk_ws1_001.pdf 光村図書 可 PDF 印刷可能
かき と かぎ 42‐43 「かき と かぎ」唱え歌 朗読音声 0:31 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/1/index.html 光村図書 ー 朗読音声
かき と かぎ 42‐43 「かき と かぎ」ワークシート ー 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/1/02sk_digi1_001.pdf 光村図書 可 PDF 印刷可能

ぶんを つくろう 44‐45 「ぶんを つくろう」ワークシート１ ー 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/1/02sk_ws1_002.pdf 光村図書 可 PDF 印刷可能
ぶんを つくろう 44‐45 「ぶんを つくろう」ワークシート２ ー 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/1/02sk_ws1_003.pdf 光村図書 可 PDF 印刷可能
ねこと ねっこ 46‐47 「ねこと ねっこ」朗読音声 0:26 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/1/index.html 光村図書 ー 朗読音声
ねこと ねっこ 46‐47 「ねこと ねっこ」ワークシート ー 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/1/02sk_ws1_004.pdf 光村図書 可 PDF 印刷可能

ふきのとう 13‐23 「ふきのとう」朗読音声 5:07 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/2/index.html 光村図書 ー 朗読音声　[p23QRｺｰﾄﾞ有]
ふきのとう 13‐23 「ふきのとう」ワークシート２ ー 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/2/02sk_ws2_002.pdf 光村図書 可 PDF 印刷可能
ふきのとう 13‐23 「ふきのとう」ワークシート３ ー 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/2/02sk_ws2_003.pdf 光村図書 可 PDF 印刷可能
ふきのとう 13‐23 「ふきのとう」ワークシート４ ー 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/2/02sk_ws2_004.pdf 光村図書 可 PDF 印刷可能
ふきのとう 13‐23 「ふきのとう」ワークシート５ ー 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/2/02sk_ws2_005.pdf 光村図書 可 PDF 印刷可能

春が いっぱい 30‐31 「はなが さいた」朗読音声 0:55 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/2/index.html 光村図書 ー 朗読音声
春が いっぱい 30‐31 「春が いっぱい」ワークシート ー 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/2/02sk_ws2_006.pdf 光村図書 可 PDF 印刷可能

きょうの できごと 32‐33 「きょうの できごと」ワークシート１ ー 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/2/02sk_ws2_007.pdf 光村図書 可 PDF 印刷可能
きょうの できごと 32‐33 「きょうの できごと」ワークシート２ ー 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/2/02sk_ws2_008.pdf 光村図書 可 PDF 印刷可能

ともだちを さがそう 34‐37 「ともだちを さがそう」音声資料 7:12 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/2/index.html 光村図書 ー 音声資料　[p36QRｺｰﾄﾞ有]
ともだちを さがそう 34‐37 「ともだちを さがそう」ワークシート２ ー 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/2/02sk_ws2_010.pdf 光村図書 可 PDF 印刷可能（音声資料を聞きながら使用）

ともだちを さがそう 34‐37 「ともだちを さがそう」ワークシート４ ー 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/2/02sk_ws2_012.pdf 光村図書 可 PDF 印刷可能
ともだちを さがそう 34‐37 「ともだちを さがそう」ワークシート５ ー 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/2/02sk_ws2_013.pdf 光村図書 可 PDF 印刷可能
ともだちを さがそう 34‐37 「ともだちを さがそう」ワークシート６ ー 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/2/02sk_ws2_014.pdf 光村図書 可 PDF 印刷可能
いなばの 白うさぎ 38‐40 「いなばの 白うさぎ」朗読音声 5:44 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/2/index.html 光村図書 ー 朗読音声
いなばの 白うさぎ 38‐40 「いなばの 白うさぎ」ワークシート ー 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/2/02sk_ws2_015.pdf 光村図書 可 PDF 印刷可能

“ 読み聞かせ”や“読書指導” 38‐40 日本や世界の名作を、語り手が一人芝居で演じます！（動画） 10:00 おはなしのくに https://www.nhk.or.jp/kokugo/ohanashi/teacher/program/ NHK for school 可 作品多数有　ワークシート有
たんぽぽの ちえ 41‐47 「たんぽぽの ちえ」朗読音声 3:25 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/2/index.html 光村図書 ー 朗読音声
たんぽぽの ちえ 41‐47 「たんぽぽの ちえ」動画資料 2:15 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/2/index.html 光村図書 ー 動画資料　[p47QRｺｰﾄﾞ有]

かんさつ名人に なろう 52‐57 「かんさつ名人に なろう」ワークシート２ ー 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/2/02sk_ws2_021.pdf 光村図書 可 PDF 印刷可能
同じ ぶぶんを もつ かんじ 58‐59 「同じ ぶぶんを もつ かんじ」ワークシート ー 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/2/02sk_ws2_023.pdf 光村図書 可 PDF 印刷可能
同じ ぶぶんを もつ かんじ 58‐59 うたっておぼえる漢字ドリル（動画） 10:00 ことばドリル https://www.nhk.or.jp/kokugo/drill/origin/schedule.html NHK for school 可 毎回漢字ドリル有　ワークシート有

webから閲覧・ダウンロードできる学習教材リンク集（小学校・国語・4‐5月）
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よく聞いて、じこしょうかい 10‐11 〈第1回〉はじまりは自己紹介（動画） 10:00 お伝と伝じろう https://www.nhk.or.jp/kokugo/otsuta/?das_id=D0005150161_00000 NHK for school 可 PDF ワークシート有
どきん 12‐13 「どきん」朗読音声 1:13 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/3/index.html 光村図書 ー 朗読音声

きつつきの商売 15‐25 「きつつきの商売」朗読音声 9:00 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/3/index.html 光村図書 ー 朗読音声
きつつきの商売 19,20 「きつつきの商売」写真資料 ー 臨時休業学習支援コンテンツ https://m-manabi.jp/20/kokugo3_jou/u1/ 光村図書 ー 写真資料　[p19,20QRｺｰﾄﾞ有]

国語辞典を使おう 32‐34 国語辞典の使い方（動画資料） 1:12 臨時休業学習支援コンテンツ https://m-manabi.jp/20/kokugo3_jou/u2/p1/ 光村図書 ー 動画資料　[p32QRｺｰﾄﾞ有]
国語辞典を使おう 32‐34 「国語辞典を使おう」ワークシート１ ー 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/3/02sk_ws3_005.pdf 光村図書 可 PDF 印刷可能
国語辞典を使おう 32‐34 「国語辞典を使おう」ワークシート２ ー 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/3/02sk_ws3_006.pdf 光村図書 可 PDF 印刷可能

漢字の広場① 35 「漢字の広場①」ワークシート１ ー 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/3/02sk_ws3_007.pdf 光村図書 可 PDF 印刷可能
漢字の広場① 35 「漢字の広場①」ワークシート２ ー 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/3/02sk_ws3_008.pdf 光村図書 可 PDF 印刷可能

春のくらし 36‐37 「みどり」朗読音声 0:33 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/3/index.html 光村図書 ー 朗読音声
漢字の音と訓 38‐39 「漢字の音と訓」ワークシート ー 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/3/02sk_ws3_009.pdf 光村図書 可 PDF 印刷可能

もっと知りたい、友だちのこと 40‐43 「話を聞いて、質問する」動画資料 4:18 臨時休業学習支援コンテンツ https://m-manabi.jp/20/kokugo3_jou/u3/p1/ 光村図書 ー 動画資料　[p42QRｺｰﾄﾞ有]
もっと知りたい、友だちのこと 40‐43 「もっと知りたい、友だちのこと」音声資料 4:19 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/3/index.html 光村図書 ー 音声資料
もっと知りたい、友だちのこと 40‐43 「もっと知りたい、友だちのこと」ワークシート２ ー 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/3/02sk_ws3_011.pdf 光村図書 可 PDF 印刷可能（音声資料を聞きながら使用）

もっと知りたい、友だちのこと 40‐43 「もっと知りたい、友だちのこと」ワークシート３ ー 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/3/02sk_ws3_012.pdf 光村図書 可 PDF 印刷可能（音声資料を聞きながら使用）

もっと知りたい、友だちのこと 44,45 「もっと知りたい、友だちのこと」ワークシート４ ー 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/3/02sk_ws3_013.pdf 光村図書 可 PDF 印刷可能
もっと知りたい、友だちのこと 40‐45 〈第2回〉しっかり聞く（動画） 10:00 お伝と伝じろう https://www.nhk.or.jp/kokugo/otsuta/?das_id=D0005150162_00000 NHK for school 可 PDF ワークシート有
もっと知りたい、友だちのこと 40‐45 〈第4回〉会話のキャッチボール（動画） 10:00 お伝と伝じろう https://www.nhk.or.jp/kokugo/otsuta/?das_id=D0005150164_00000 NHK for school 可 PDF ワークシート有
もっと知りたい、友だちのこと 40‐45 〈第5回〉ほんとに分かってるの？（動画） 10:00 お伝と伝じろう https://www.nhk.or.jp/kokugo/otsuta/?das_id=D0005150165_00000 NHK for school 可 PDF ワークシート有

漢字の広場② 46 「漢字の広場②」ワークシート１ ー 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/3/02sk_ws3_014.pdf 光村図書 可 PDF 印刷可能
漢字の広場② 46 「漢字の広場②」ワークシート２ ー 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/3/02sk_ws3_015.pdf 光村図書 可 PDF 印刷可能
言葉で遊ぼう 48‐49 「言葉で遊ぼう」朗読音声 3:46 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/3/index.html 光村図書 ー 朗読音声
こまを楽しむ 50‐55 「こまを楽しむ」朗読音声 4:21 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/3/index.html 光村図書 ー 朗読音声
こまを楽しむ 50‐55 「こまを楽しむ」動画資料 6本 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/3/index.html 光村図書 ー 動画資料　[p51QRｺｰﾄﾞ有]

こんなところが同じだね 10‐11 〈第2回〉しっかり聞く（動画） 10:00 お伝と伝じろう https://www.nhk.or.jp/kokugo/otsuta/?das_id=D0005150162_00000 NHK for school 可 PDF ワークシート有
春のうた 12‐13 「春のうた」朗読音声 1:03 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/4/index.html 光村図書 ー 朗読音声

国語辞典に親しもう 14 国語辞典の使い方（動画資料） 1:12 臨時休業学習支援コンテンツ https://m-manabi.jp/20/kokugo3_jou/u2/p1/ 光村図書 ー 動画資料　[3年復習]
白いぼうし 15‐25 「白いぼうし」朗読音声 9:48 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/4/index.html 光村図書 ー 朗読音声

漢字の組み立て 32‐33 「漢字の組み立て」ワークシート ー 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/4/02sk_ws4_005.pdf 光村図書 可 PDF 印刷可能
漢字辞典の使い方 34‐37 漢字辞典の使い方（動画資料） 約3分 臨時休業学習支援コンテンツ https://m-manabi.jp/20/kokugo4_jou/u1/ 光村図書 ー 動画資料　[p36,37QRｺｰﾄﾞ有]
漢字辞典の使い方 34‐37 「漢字辞典の使い方」ワークシート ー 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/4/02sk_digi4_001.pdf 光村図書 可 PDF 印刷可能

春の楽しみ 38‐39 「春の楽しみ」朗読音声 0:40 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/4/index.html 光村図書 ー 朗読音声
聞き取りメモのくふう 40‐45 「聞き取りメモのくふう」音声資料 6:00 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/4/index.html 光村図書 ー 音声資料
聞き取りメモのくふう 40‐45 「聞き取りメモのくふう」動画資料 2:26 臨時休業学習支援コンテンツ https://m-manabi.jp/20/kokugo4_jou/u2/p1/ 光村図書 ー 動画資料

話し方や聞き方から伝わること 44‐45 〈第2回〉しっかり聞く（動画） 10:00 お伝と伝じろう https://www.nhk.or.jp/kokugo/otsuta/?das_id=D0005150162_00000 NHK for school 可 PDF ワークシート有
話し方や聞き方から伝わること 44‐45 〈第4回〉会話のキャッチボール（動画） 10:00 お伝と伝じろう https://www.nhk.or.jp/kokugo/otsuta/?das_id=D0005150164_00000 NHK for school 可 PDF ワークシート有

漢字の広場① 46 「漢字の広場①」ワークシート１ ー 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/4/02sk_ws4_008.pdf 光村図書 可 PDF 印刷可能
漢字の広場① 46 「漢字の広場①」ワークシート２ ー 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/4/02sk_ws4_009.pdf 光村図書 可 PDF 印刷可能

思いやりのデザイン 48‐49 「思いやりのデザイン」朗読音声 2:45 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/4/index.html 光村図書 ー 朗読音声
思いやりのデザイン 48‐49 「思いやりのデザイン」ワークシート ー 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/4/02sk_ws4_011.pdf 光村図書 可 PDF 印刷可能

アップとルーズで伝える 50‐55 「アップとルーズで伝える」朗読音声 5:14 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/4/index.html 光村図書 ー 朗読音声
アップとルーズで伝える 50‐55 「アップとルーズで伝える」ワークシート３ ー 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/4/02sk_ws4_012.pdf 光村図書 可 PDF 印刷可能
アップとルーズで伝える 50‐55 「アップとルーズで伝える」ワークシート４ ー 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/4/02sk_ws4_013.pdf 光村図書 可 PDF 印刷可能

カンジーはかせの都道府県の旅１ 60‐61 「カンジーはかせの都道府県の旅１」ワークシート ー 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/4/02sk_digi4_002.pdf 光村図書 可 PDF 印刷可能

３年

４年

https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/3/02sk_ws3_005.pdf#
https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/3/02sk_ws3_011.pdf#
https://www.nhk.or.jp/kokugo/otsuta/?das_id=D0005150162_00000#
https://www.nhk.or.jp/kokugo/otsuta/?das_id=D0005150162_00000#
https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/4/02sk_ws4_008.pdf#


教えて、あなたのこと 12‐13 〈第17回〉聞き上手になろう（動画） 10:00 お伝と伝じろう https://www.nhk.or.jp/kokugo/otsuta/?das_id=D0005150177_00000 NHK for school 可 PDF ワークシート有
考えるのって おもしろい 14‐15 「考えるのって おもしろい」朗読音声 1:00 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/5/index.html 光村図書 ー 朗読音声

なまえつけてよ 17‐27 「なまえつけてよ」朗読音声 11:52 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/5/index.html 光村図書 ー 朗読音声
漢字の成り立ち 34‐35 「漢字の成り立ち」ワークシート ー 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/5/02sk_ws5_005.pdf 光村図書 可 PDF 印刷可能

春の空 36‐37 「春の空」朗読音声 1:00 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/5/index.html 光村図書 ー 朗読音声
きいて、きいて、きてみよう 38‐43 「グループでインタビューをし合う」動画資料 6:53 臨時休業学習支援コンテンツ https://m-manabi.jp/20/kokugo5/u1/p1/index.html 光村図書 ー 動画資料　[p40QRｺｰﾄﾞ有]
きいて、きいて、きてみよう 38‐43 「インタビューの内容を報告する」動画資料 3:40 臨時休業学習支援コンテンツ https://m-manabi.jp/20/kokugo5/u1/p2/index.html 光村図書 ー 動画資料　[p41QRｺｰﾄﾞ有]
きいて、きいて、きてみよう 38‐43 「きいて、きいて、きいてみよう」音声資料 7:30 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/5/index.html 光村図書 ー 音声資料
きいて、きいて、きてみよう 38‐43 「きいて、きいて、きいてみよう」ワークシート３ ー 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/5/02sk_ws5_008.pdf 光村図書 可 PDF 印刷可能（音声資料を聞きながら使用）

きいて、きいて、きてみよう 38‐43 「きいて、きいて、きいてみよう」ワークシート４ ー 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/5/02sk_ws5_009.pdf 光村図書 可 PDF 印刷可能（音声資料を聞きながら使用）

きいて、きいて、きてみよう 38‐43 「きいて、きいて、きいてみよう」ワークシート５ ー 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/5/02sk_ws5_010.pdf 光村図書 可 PDF 印刷可能（音声資料を聞きながら使用）

きいて、きいて、きてみよう 38‐43 〈第17回〉聞き上手になろう（動画） 10:00 お伝と伝じろう https://www.nhk.or.jp/kokugo/otsuta/?das_id=D0005150177_00000 NHK for school 可 PDF ワークシート有
漢字の広場① 44 「漢字の広場①」ワークシート１ ー 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/5/02sk_ws5_012.pdf 光村図書 可 PDF 印刷可能
漢字の広場① 44 「漢字の広場①」ワークシート２ ー 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/5/02sk_ws5_013.pdf 光村図書 可 PDF 印刷可能

見立てる 46‐47 「見立てる」朗読音声 3:08 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/5/index.html 光村図書 ー 朗読音声
見立てる 46‐47 「見立てる」ワークシート２ ー 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/5/02sk_ws5_015.pdf 光村図書 可 PDF 印刷可能

言葉の意味が分かること 48‐53 「言葉の意味が分かること」朗読音声 8:22 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/5/index.html 光村図書 ー 朗読音声
言葉の意味が分かること 48‐53 「言葉の意味が分かること」動画資料 3本 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/5/index.html 光村図書 ー 動画資料

漢語・和語・外来語 58‐59 「漢語・和語・外来語」ワークシート ー 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/5/02sk_ws5_020.pdf 光村図書 可 PDF 印刷可能

春の河 14 「春の河」朗読音声 0:25 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/6/index.html 光村図書 ー 朗読音声
小景異情 15 「小景異情」朗読音声 0:29 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/6/index.html 光村図書 ー 朗読音声

春の河/小景異情 14,15 「春の河」「小景異情」ワークシート ー 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/6/02sk_ws6_001.pdf 光村図書 可 PDF 印刷可能
帰り道 17-29 「帰り道」朗読音声 16:08 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/6/index.html 光村図書 ー 朗読音声

地域の施設を活用しよう 34-35 「地域の施設を活用しよう」ワークシート ー 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/6/02sk_ws6_008.pdf 光村図書 可 PDF 印刷可能
漢字の形と音・意味 36‐37 「漢字の形と音・意味」ワークシート１ ー 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/6/02sk_ws6_009.pdf 光村図書 可 PDF 印刷可能
漢字の形と音・意味 36‐37 「漢字の形と音・意味」ワークシート２ ー 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/6/02sk_ws6_010.pdf 光村図書 可 PDF 印刷可能

春のいぶき 38-39 「春のいぶき」朗読音声 1:09 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/6/index.html 光村図書 ー 朗読音声
春のいぶき 38-39 「春のいぶき」ワークシート１ ー 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/6/02sk_ws6_011.pdf 光村図書 可 PDF 印刷可能
春のいぶき 38-39 「春のいぶき」ワークシート２ ー 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/6/02sk_ws6_012.pdf 光村図書 可 PDF 印刷可能
春のいぶき 38-39 〈第8回〉今日は句会（動画） 10:00 お伝と伝じろう http://www.nhk.or.jp/kokugo/otsuta/?das_id=D0005150168_00000 NHK for school 可 PDF ワークシート有

聞いて、考えをまとめよう 40-43 「聞いて、考えをまとめよう」音声資料 5:30 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/6/index.html 光村図書 ー 音声資料
聞いて、考えをまとめよう 40-43 「聞いて、考えをまとめよう」ワークシート４ ー 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/6/02sk_ws6_016.pdf 光村図書 ー PDF 印刷可能（音声資料を聞きながら使用）

聞いて、考えをまとめよう 40-43 「聞いて、考えをまとめよう」ワークシート５ ー 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/6/02sk_ws6_017.pdf 光村図書 ー PDF 印刷可能（音声資料を聞きながら使用）

聞いて、考えをまとめよう 40-43 〈第12回〉それって本当？（動画） 10:00 お伝と伝じろう http://www.nhk.or.jp/kokugo/otsuta/?das_id=D0005150183_00000 NHK for school 可 PDF ワークシート有
聞いて、考えをまとめよう 40-43 自分の意見と比べて聞き取ろう［話すこと聞くこと12］ ー ことばのちから活用シート http://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/kotobanotikara/kotoba-katuyou.html 大阪府教育庁 可 word 印刷可能

漢字の広場① 44 「漢字の広場①」ワークシート１ ー 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/6/02sk_ws6_018.pdf 光村図書 可 PDF 印刷可能
漢字の広場① 44 「漢字の広場①」ワークシート２ ー 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/6/02sk_ws6_019.pdf 光村図書 可 PDF 印刷可能
漢字の広場① 44 「漢字の広場①」ワークシート３ ー 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/6/02sk_ws6_020.pdf 光村図書 可 PDF 印刷可能
笑うから楽しい 46-47 「笑うから楽しい」朗読音声 3:14 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/6/index.html 光村図書 ー 朗読音声

時計の時間と心の時間 48-53 「時計の時間と心の時間」朗読音声 11:34 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/6/index.html 光村図書 ー 朗読音声
時計の時間と心の時間 48-53 「時計の時間と心の時間」ワークシート２ ー 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/6/02sk_ws6_022.pdf 光村図書 可 PDF 印刷可能
時計の時間と心の時間 48-53 事実と感想と意見を区別して［書くこと12］ ー ことばのちから活用シート http://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/kotobanotikara/kotoba-katuyou.html 大阪府教育庁 可 word 印刷可能
話し言葉と書き言葉 58-59 「話し言葉と書き言葉」ワークシート ー 臨時休業学習支援コンテンツ https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/6/02sk_digi6_001.pdf 光村図書 可 PDF 印刷可能
話し言葉と書き言葉 58-59 かくときのことば【文章表現（書き言葉）】 10:00 ことばドリル https://www.nhk.or.jp/kokugo/drill/?das_id=D0005150208_00000 NHK for school 可 PDF ワークシート有
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https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/6/index.html#
https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/6/02sk_ws6_011.pdf#
https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/6/02sk_ws6_012.pdf#
https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/6/index.html#
https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/6/02sk_ws6_016.pdf#
https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/6/02sk_ws6_017.pdf#
http://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/kotobanotikara/kotoba-katuyou.html#
https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/6/02sk_ws6_018.pdf#
https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/6/02sk_ws6_019.pdf#
https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/6/02sk_ws6_020.pdf#
https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/6/index.html#
https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/6/index.html#
https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/6/02sk_ws6_022.pdf#
http://www.pref.osaka.lg.jp/shochugakko/kotobanotikara/kotoba-katuyou.html#
https://www.nhk.or.jp/kokugo/drill/?das_id=D0005150208_00000#

