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国語１年

国語 １年上 コンテンツ 上8　あいさつを しよう 8
場面の様子を想像する（音声付・場面や状況に合わせた言葉遣いの確
認）

国語 １年上 コンテンツ 上10　じこしょうかいを しよう 10
場面の様子を想像する（音声付・場面や状況に合わせた言葉遣いの確
認）

国語 １年上 コンテンツ 上14　ほんを よんでみよう 14 読書への興味付け

国語 １年上 コンテンツ 上16　こえに だして よんで みよう 「あいうえおの うた」 18 音読練習（音声付・絵と言葉のつながり・語のまとまりへの興味付け）

国語 １年上 コンテンツ 上20　でてきた じゅんに ならべよう 20 登場する人物を順にとらえる

国語 １年上 コンテンツ 上40　しりとりを しよう 40 言葉遊び（しりとり・音声付）

国語 １年上 コンテンツ 上41　クロスワードを しよう 41 言葉遊び（クロスワード・音声付）

国語 １年上 コンテンツ 上57　「は」「へ」「を」を つかって ぶんを かこう 57 助詞「は」「へ」「を」の使い方の導入

国語 １年上 コンテンツ 上99　かんじを つかって かこう 99 漢字の成り立ちへの興味付け

国語 １年上 コンテンツ 上108 こえに だして よんで みよう 108 音読練習（音声付・漢数字や数え方に親しむ）

国語 １年下 コンテンツ 下18　どうぶつが 出てきた じゅんを たしかめよう 18 登場人物を出てきた順に整理する

国語 １年下 コンテンツ 下18　どうぶつたちが おしえてくれたこと 18 登場人物の行動を整理する

国語 １年下 コンテンツ 下44　出てきた ふねを たしかめよう 44 文章の順序を正しく読み取って整理する

国語 １年下 コンテンツ 下61　ことばを あつめよう 81 言葉遊び（音声付・音や様子を表す言葉を考える）

国語 １年下 コンテンツ 下97　いろいろな くにの やりかたを くらべよう 97 文章の内容を正しく読み取って整理する



国語２年
国語 ２年上 コンテンツ 上19　こえを 出す れんしゅうを しよう 19 音読練習（音声付・聞く人に合わせた発声を考える）

国語 ２年上 コンテンツ 上20　おはなしを こえに 出して 読もう 20 音読練習（音声付・言葉のまとまりや句読点に気をつける）

国語 ２年上 コンテンツ 上41　じゅんじょを たしかめながら 読もう 41 文章の順序を正しく読み取る

国語 ２年上 コンテンツ 上42　たんぽぽの ひみつについて まとめよう 42 文章の内容を正しく読み取って整理する

国語 ２年上 コンテンツ 上68　ばめんごとに まとめよう 68 人物の様子を場面ごとに整理する

国語 ２年上 コンテンツ 上71　中村さんの 話を 聞いて ポチを さがそう 71 要点の聞き取りとメモ書きの練習（音声付）

国語 ２年上 コンテンツ 上73　ほかの 犬を さがそう 73 要点の聞き取りとメモ書きの練習（音声付）

国語 ２年上 コンテンツ 上90　書いた 文しょうを 読みかえそう 90 推敲の仕方の確認（音声付）

国語 ２年上 コンテンツ 上93　早口ことばに ちょうせんしよう 93 音読練習（音声付・漢数字や数え方に親しむ）

国語 ２年下 コンテンツ 下81-1　場めんの できごとを たしかめよう 81 早口ことばに挑戦（音声付）

国語 ２年下 コンテンツ 下81-2　むかし話に 出てくる ことばを たしかめよう 81 昔話特有の表現に親しむ

国語 ２年下 コンテンツ 下95　声に 出して 言って みよう （十二支） 95 音読練習（音声付・十二支）

国語 ２年下 コンテンツ 下96　声に 出して 言って みよう （春の七草） 96 音読練習（音声付・春の七草）

国語 ２年下 コンテンツ 下97　声に 出して 言って みよう （小の月） 97 音読練習（音声付・小の月）

国語 ２年下 コンテンツ 下98　声に 出して 言って みよう （いろはうた） 98 音読練習（音声付・いろはにほへと）

国語 ２年下 コンテンツ 下138　場めんごとに まとめよう 138 人物の様子を場面ごとに整理する



国語３年
国語 ３年上 コンテンツ 上20　かえるたち会話文を読んでみよう 20 音読練習（音声付・場面の様子を思いうかべる）

国語 ３年上 コンテンツ 上20　すいせんのラッパの音を読んでみよう 20 音読練習（音声付・場面の様子を思いうかべる）

国語 ３年上 コンテンツ 上20　場面のようすを思いうかべよう 20 人物の様子を場面ごとに整理する

国語 ３年上 コンテンツ 上33　言葉をならべかえよう 33 国語辞典の見出し語の配列を確かめる

国語 ３年上 コンテンツ 上67　物語の中の出来事をたしかめよう 67 人物の様子を場面ごとに整理する

国語 ３年上 コンテンツ 上71　漢字を組み立てよう 71 漢字の部首をあてはめる

国語 ３年下 コンテンツ 下23　場面ごとにじんざの気持ちを整理しよう 23 人物の心情を場面ごとに整理する

国語 ３年下 コンテンツ 下24　人物の気持ちを考えよう 24 人物の心情を整理する

国語 ３年下 コンテンツ 下27　絵を見て想ぞうしよう 27 4枚の場面ごとに会話を想像して書く

国語 ３年下 コンテンツ 下27　物語を書こう 27 想像したことを場面ごとに整理する

国語 ３年下 コンテンツ 下43　慣用句の意味と使い方をたしかめよう 43 慣用句の意味と使い方を確かめる

国語 ３年下 コンテンツ 下75　場面ごとに出来事を整理しよう 75 人物の様子を場面ごとに整理する

国語 ３年下 コンテンツ 下104　世界の家のつくりについて考えよう 104 文章や絵などから読み取ったことを整理する



国語４年
国語 ４年上 コンテンツ 上18　月と楽器の様子と気持ちを考えよう 18 人物の様子を読み取り、会話を想像して書く

国語 ４年上 コンテンツ 上18　人物の気持ちを想像して音読しよう 18 音読練習（音声付・人物の気持ちを想像する）

国語 ４年上 コンテンツ 上39　説明のまとまりを見つけよう 39 段落相互の関係を考え説明のまとまりを見つける

国語 ４年上 コンテンツ 上61　人物の気持ちの変化をとらえよう 61 人物の気持ちの変化を場面ごとに整理する

国語 ４年下 コンテンツ 下27　ごんと兵十の気持ちを考えよう 27 登場人物の関わりと気持ちの変化を整理する

国語 ４年下 コンテンツ 下28　最後の場面のごんと兵十の気持ちを考えよう 28 登場人物の心情を想像して書く

国語 ４年下 コンテンツ 下62　和室と洋室についてまとめよう 62 文章の内容を正しく読み取り、整理する（引用や要約によるまとめ）

国語 ４年下 コンテンツ 下96　暗唱しよう 96 音読練習（音声付・百人一首の暗唱）

国語 ４年下 コンテンツ 下110　インタビュー記事と関係づけながら説明文を読もう 110 二つの文章から読み取ったことを整理する

国語 ４年下 コンテンツ 下145　藤六と権八の様子と気持ち 145 登場人物の心情を場面ごとに想像して整理する



国語５年
国語 ５年 コンテンツ 17　それぞれの「だいじょうぶ、だいじょうぶ」をたしかめよう 17 登場人物の心情を場面ごとに想像して整理する

国語 ５年 コンテンツ 18　「ぼく」の思いが伝わるように音読しよう 18 音読練習（音声付・人物の気持ちを想像する）

国語 ５年 コンテンツ 38　文章の構成を整理しよう 38 文章を読んで文章構成図を完成する

国語 ５年 コンテンツ 37　本論部分の組み立てを考えよう 37 本論部分の段落の構成を整理する

国語 ５年 コンテンツ 72　記事と写真の関係を読み取ろう 72 記事と写真の関係を読み取る

国語 ５年 コンテンツ 104　昔の言葉と今の言葉（竹取物語） 104 古文と現代語の言葉の違いを確かめる

国語 ５年 コンテンツ 104　暗唱しよう（竹取物語） 104 暗唱シート（音声付）

国語 ５年 コンテンツ 106　暗唱しよう（平家物語） 106 暗唱シート（音声付）

国語 ５年 コンテンツ 106　昔の言葉と今の言葉（平家物語） 106 古文と現代語の言葉の違いを確かめる

国語 ５年 コンテンツ 107　暗唱しよう（おくのほそ道） 107 暗唱シート（音声付）

国語 ５年 コンテンツ 107　昔の言葉と今の言葉（おくのほそ道） 107 古文と現代語の言葉の違いを確かめる

国語 ５年 コンテンツ 129　物語の出来事の流れを確かめよう 129 物語の出来事の流れを整理する

国語 ５年 コンテンツ 152　文章構成図を手がかりに観点を確かめよう 152 文章を読んで文章構成図を完成する

国語 ５年 コンテンツ 190　暗唱しよう（枕草子） 190 暗唱シート（音声付）

国語 ５年 コンテンツ 190　昔の言葉と今の言葉（枕草子） 190 古文と現代語の言葉の違いを確かめる

国語 ５年 コンテンツ 208　「黒い部分と白い部分」を整理しよう 208 筆者の意図を捉えて、文中の例を整理する

国語 ５年 コンテンツ 233　人物の心情の変化をとらえよう 233 登場人物の心情の変化を場面ごとに整理する



国語６年
国語 ６年 コンテンツ 20　サボテンと風の考えを比べよう 20 登場人物の様子を整理する

国語 ６年 コンテンツ 41　文章の構成と要旨を確かめよう 41 文章の構成と要旨を確かめる

国語 ６年 コンテンツ 42　読み取ったことを整理しよう 42 読み取った要旨を整理する

国語 ６年 コンテンツ 58　人物どうしの関係をとらえよう 58 登場人物の関わりと気持ちの変化を整理する

国語 ６年 コンテンツ 68　四つの投書を読み比べよう 68 四つの投書の説得のくふうの違いを確かめる

国語 ６年 コンテンツ 77　話し方を考えよう 77 場面に応じた話し方を考える（音声付）

国語 ６年 コンテンツ 99　暗唱しよう（春暁） 99 暗唱シート（音声付）

国語 ６年 コンテンツ 99　昔の言葉と今の言葉（春暁） 99 古文と現代語の言葉の違いを確かめる

国語 ６年 コンテンツ 139　文章の構成にそって整理しよう 139 文章を読んで文章構成図を完成する


