
教科 作成教材（単元） 教科書会社等

国語 こころぽかぽか手がみをかこう 教育出版

国語 せつめいのしかたに気をつけて読もう　馬のおもちゃのつくりかた 光村図書

算数 新しい計算を考えよう 東京書籍

国語 くらしと絵文字（読む） 教育出版

算数 あまりのあるわり算 啓林館

算数 □を使って場面を場面を式に表そう 東京書籍

理科 電気の通り道 大日本図書

理科 じしゃくにつけよう 東京書籍

理科 ものの重さ 大日本図書

外国語活動 Unit6　ALPHABET 文部科学省

外国語活動 Unit7　This is for you. 文部科学省

外国語活動 Unit8　What's  this? 文部科学省

外国語活動 Unit9　Who are you？ 文部科学省

国語 いろいろな詩 教育出版

国語 「便利」ということ 教育出版

国語 自分の成長をふり返って 教育出版

国語 いろいろな意味をもつ言葉 光村図書

社会 水はどこから 東京書籍

社会 残したいもの 伝えたいもの 東京書籍

算数 割合 啓林館

算数 面積 啓林館

理科 雨水のゆくえ 大日本図書

外国語活動 Unit8　This is my favorite place. 文部科学省

国語 提案文を書こう 教育出版

社会 これからの食料生産とわたしたち 東京書籍

社会 くらしを支える工業生産 東京書籍

算数 単位量当たりの大きさ 啓林館

算数 割合 啓林館

算数 図形の角 啓林館

理科 植物の実や種子のでき方 大日本図書

理科 流れる水のはたらきと土地の変化 大日本図書

理科 ふりこの動き（令和３年度） 大日本図書

外国語 Unit8：Who is your hero? 東京書籍

国語 うれしさって何？　～哲学対話をしよう～ 教育出版

社会 震災復興の願いを実現する政治 東京書籍

社会 戦国の世から天下統一へ 東京書籍

社会 戦争と人々の暮らし 東京書籍

社会 世界の未来と日本の役割 東京書籍

算数 割合の表し方を調べよう 東京書籍

算数 順序よく整理して調べよう 東京書籍

理科 水よう液の性質 大日本図書

理科 私たちの生活と電気 大日本図書

外国語 My Summer Vavation 教育出版

小６
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教科 作成教材（単元） 教科書会社等

国語 四季の詩 教育出版

国語 項目を立てて書こう　案内文を書く 光村図書

地理 世界の諸地域「ヨーロッパ」 東京書籍

歴史 鎌倉時代の文化と宗教 東京書籍

数学 方程式の利用 啓林館

数学 方程式の利用 啓林館

数学 関数と比例・反比例 東京書籍

数学 空間図形 啓林館

理科 物質のすがた 大日本図書

理科 物質のすがた「気体の発生と性質」 大日本図書

理科 物質のすがた（探究活動） 大日本図書

外国語 Lesson5  School Life in the USA 三省堂

外国語 PROGRAM6　The Way to School 開隆堂

国語 二千五百年前からのメッセージ 教育出版

数学 一次関数 東京書籍

数学 １次関数 学校図書

数学 一次関数 啓林館

数学 図形の調べ方 啓林館

数学 図形の調べ方（４章） 啓林館

数学 図形の性質と証明 啓林館

数学 箱ひげ図とデータの活用 啓林館

数学 データの比較 東京書籍

理科 生物の体のつくりとはたらき 大日本図書

国語 ニュースで情報を編集する 教育出版

国語 風景と心情 －漢詩を味わう－ 教育出版

公民 人権と日本国憲法 東京書籍

数学 二次方程式 啓林館

数学 二次方程式 教科書準拠なし

数学 二次関数 東京書籍

数学 三平方の定理 啓林館

数学 円の性質　円周角と中心角 啓林館

理科 化学変化とイオン 大日本図書

外国語 主語＋be動詞＋形容詞＋that～ 開隆堂

外国語 間接疑問文 開隆堂

外国語 Unit4　Be Prepared and Work Together 東京書籍

外国語 Unit6　Beyond Borders 東京書籍

中１

中２

中３
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教科 学年 作成教材（単元） 教科書会社等

小１ こころぽかぽか手がみをかこう 教育出版
小２ せつめいのしかたに気をつけて読もう　馬のおもちゃのつくりかた 光村図書
小３ くらしと絵文字（読む） 教育出版

いろいろな詩 教育出版
「便利」ということ 教育出版
自分の成長をふり返って 教育出版
いろいろな意味をもつ言葉 光村図書

小５ 提案文を書こう 教育出版
小６ うれしさって何？　～哲学対話をしよう～ 教育出版

四季の詩 教育出版
項目を立てて書こう　案内文を書く 光村図書

中２ 二千五百年前からのメッセージ 教育出版
ニュースで情報を編集する 教育出版
風景と心情 －漢詩を味わう－ 教育出版
水はどこから 東京書籍
残したいもの 伝えたいもの 東京書籍
これからの食料生産とわたしたち 東京書籍
くらしを支える工業生産 東京書籍
震災復興の願いを実現する政治 東京書籍
戦国の世から天下統一へ 東京書籍
戦争と人々の暮らし 東京書籍
世界の未来と日本の役割 東京書籍
世界の諸地域「ヨーロッパ」 東京書籍
鎌倉時代の文化と宗教 東京書籍

中３ 人権と日本国憲法 東京書籍
小２ 新しい計算を考えよう 東京書籍

あまりのあるわり算 啓林館
□を使って場面を場面を式に表そう 東京書籍
割合 啓林館
面積 啓林館
単位量当たりの大きさ 啓林館
割合 啓林館
図形の角 啓林館
割合の表し方を調べよう 東京書籍
順序よく整理して調べよう 東京書籍
方程式の利用 啓林館
方程式の利用 啓林館
関数と比例・反比例 東京書籍
空間図形 啓林館
一次関数 東京書籍
１次関数 学校図書
一次関数 啓林館
図形の調べ方 啓林館
図形の調べ方（４章） 啓林館
図形の性質と証明 啓林館
箱ひげ図とデータの活用 啓林館
データの比較 東京書籍
二次方程式 啓林館
二次方程式 教科書準拠なし
二次関数 東京書籍
三平方の定理 啓林館
円の性質　円周角と中心角 啓林館
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教科 学年 作成教材（単元） 教科書会社等

新作授業動画（令和３年１１月）

電気の通り道 大日本図書
じしゃくにつけよう 東京書籍
ものの重さ 大日本図書

小４ 雨水のゆくえ 大日本図書
植物の実や種子のでき方 大日本図書
流れる水のはたらきと土地の変化 大日本図書
ふりこの動き（令和３年度） 大日本図書
水よう液の性質 大日本図書
私たちの生活と電気 大日本図書
物質のすがた 大日本図書
物質のすがた「気体の発生と性質」 大日本図書
物質のすがた（探究活動） 大日本図書

中２ 生物の体のつくりとはたらき 大日本図書
中３ 化学変化とイオン 大日本図書

Unit6　ALPHABET 文部科学省
Unit7　This is for you. 文部科学省
Unit8　What's  this? 文部科学省
Unit9　Who are you？ 文部科学省

小４ Unit8　This is my favorite place. 文部科学省
小５ Unit8：Who is your hero? 東京書籍
小６ My Summer Vavation 教育出版

Lesson5  School Life in the USA 三省堂
PROGRAM6　The Way to School 開隆堂
主語＋be動詞＋形容詞＋that～ 開隆堂
間接疑問文 開隆堂
Unit4　Be Prepared and Work Together 東京書籍
Unit6　Beyond Borders 東京書籍
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