
小学校算数動画コンテンツ　ＵＲＬ一覧

領域 コンテンツ名 URL

測定 小1＿時計はどれでしょう（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=tcomw9L5iZk&index=1&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

測定 小1＿時刻と時間＿定義（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=XTw526DxJ1E&index=282&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

数と計算 小2＿1桁＋1桁繰り上がり1回加法（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=dRAdYL73Y_0&index=141&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

数と計算 小2＿1桁＋1桁繰り上がりなし加法（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=2wBinWfTd6g&index=140&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

数と計算 小2＿1桁×1桁繰り上がりあり乗法（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=5bkz4pawDF4&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=4

数と計算 小2＿1桁×1桁繰り上がりなし乗法（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=Nbspp5W8x4o&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=3

数と計算 小2＿1桁－1桁繰り下がりなし減法（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=hmuIDB3iOPk&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=5

数と計算 小2＿2桁＋1桁繰り上がり1回加法（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=s6k4uuElnU8&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=139

数と計算 小2＿2桁＋1桁繰り上がり2回加法（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=EhbwRxyO0C8&index=138&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

数と計算 小2＿2桁＋1桁繰り上がりなし加法（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=xeGhAObYI7U&index=137&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

数と計算 小2＿2桁－１桁繰り下がり1回減法（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=QjoSNaZ10Is&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=2

数と計算 小2＿2桁－１桁繰り下がりなし減法（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=9n82h74nSiA&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=6

数と計算 小2＿3桁＋2桁繰り上がり1回加法（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=55BVWwaW77Q&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=25

数と計算 小2＿3桁＋2桁繰り上がり2回加法（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=auQUFolgwhE&index=29&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

数と計算 小2＿3桁＋2桁繰り上がりなし加法（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=NGtYn579e9A&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=144

数と計算 小2＿3桁＋3桁繰り上がり1回加法（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=-hzU8TU1B64&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=143

数と計算 小2＿3桁＋3桁繰り上がりなし加法（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=dmvvkoChH1M&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=142

数と計算 小2＿3桁－2桁繰り下がり1回減法①（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=OUmJ7YrZ254&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=8

数と計算 小2＿3桁－2桁繰り下がり1回減法②（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=bIns3gIgG8k&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=33

数と計算 小2＿3桁－2桁繰り下がり2回減法（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=UjoxIWPfvbk&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=31

数と計算 小2＿3桁－2桁繰り下がりなし減法（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=AvRjsk_ps4Y&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=7

数と計算 小2＿たすのかなひくのかな（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=m1Pu2ezNACw&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=283
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図形 小2＿三角形と四角形を見分けよう（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=Ck60YG4cxO8&index=285&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

数と計算 小3＿2桁×1桁繰り上がりあり乗法（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=W2XzPNJhA-0&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=14

数と計算 小3＿2桁×1桁繰り上がりなし乗法（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=fxCtdWUaIOo&index=13&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

数と計算 小3＿2桁×2桁繰り上がりあり乗法（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=kPVkbJGArLA&index=15&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

数と計算 小3＿そろばん＿1桁＋1桁繰り上がりあり加法（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=HQWHnXMj8aE&index=262&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

数と計算 小3＿そろばん＿1桁＋1桁繰り上がりなし加法 五珠の合成（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=edA0Lon0ZmA

数と計算 小3＿そろばん＿1桁＋1桁繰り上がりなし加法（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=rrYHuKLn6_E&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=26

数と計算 小3＿そろばん＿1桁－1桁減法①（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=WscqFMQi6ss&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=19

数と計算 小3＿そろばん＿1桁－1桁減法②（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=3C2FYkj2U6o&index=20&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

数と計算 小3＿そろばん＿2桁＋1桁加法（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=aAEQRqLHIdQ

数と計算 小3＿そろばん＿2桁＋2桁加法（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=4HvyC533vzY

数と計算 小3＿そろばん＿2桁－1桁繰り下がりあり減法（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=5CV3_ZQ3BZs

数と計算 小3＿そろばん＿2桁－2桁減法（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=6ZZNu-7cnzY

数と計算 小3＿そろばん＿基本（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=FxJ61YOzkDk&index=16&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

数と計算 小3＿そろばん＿数の置き方①（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=mJR1fZq2fhg&index=17&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

数と計算 小3＿そろばん＿数の置き方②（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=GQ_yQ79ysKc&index=18&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

数と計算 小3＿小数1位＋小数1位繰り上がり1回加法（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=8yMRmYI-XSk&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=10

数と計算 小3＿小数1位＋整数加法（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=HDa4PpLhd0o&index=9&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

数と計算 小3＿小数1位－小数1位減法（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=yQnFGpOiEPU&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=25

数と計算 小3＿小数1位－小数2位減法（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=QESj9lt7O1E&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=11

数と計算 小3＿小数1位－整数減法（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=3VNwuMXSiQk&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=24

数と計算 小3＿小数2位－小数1位減法（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=tz47_T7n2MM&index=12&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa
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数と計算 小3＿整数＋小数1位加法（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=-oIgkpYeVjc&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=22

数と計算 小3＿整数－小数1位減法（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=XyNspH5ULJo&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=23

数と計算 小3＿分数のたし算＿同分母の計算（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=RDEVshyRDyI

数と計算 小3＿分数のひき算＿同分母の計算（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=vu82b9ifVDk

数と計算 小3＿分数の考え方（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=5TA2Ajcy0Go&index=260&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

図形 小3＿円＿円のかき方（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=4J0o99peTJE&index=261&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

図形 小3＿円＿円の半径と直径（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=8cmCYZT2RVA&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=286

図形 小3＿二等辺三角形＿かきかた（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=y6jEWmGQSfg&index=266&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

測定 小3＿長さの単位変換（km→ｍ)（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=6DP8e0kSBvo&index=277&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

数と計算 小4＿1桁÷1桁あまりあり除法（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=XU19ByQtWdA&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=18

数と計算 小4＿1桁÷1桁あまりなし除法（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=XqeQAAwKvPY&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=1

数と計算 小4＿2桁÷1桁あまりあり除法（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=uuvJlcqK5jY&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=2

数と計算 小4＿2桁÷1桁あまりなし除法（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=WAMXTB2jt8U&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=19

数と計算 小4＿2桁÷2桁あまりあり除法（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=mB7KHl-U-WY

数と計算 小4＿2桁÷2桁あまりなし除法（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=fuPk0GtISJE&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=20

数と計算 小4＿3桁÷1桁あまりあり除法（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=lsAGeR70OjQ&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=3

数と計算 小4＿3桁÷1桁あまりなし除法（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=VZTYrHZ-En8&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=171

数と計算 小4＿3桁÷2桁あまりあり除法（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=zdRI3Knzhm0&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=21

数と計算 小4＿3桁÷2桁あまりなし除法（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=pMwj8wE6d_0&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=4

数と計算 小4＿概数＿四捨五入（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=du_Y7u6Vvo4&index=265&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

数と計算 小4＿概数のかけ算（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=GNfwb3K7koY&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=291

数と計算 小4＿小数1位×整数乗法（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=Ouz4Q3wi4MU&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=6
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数と計算 小4＿小数2位＋小数1位加法（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=TNK3_grZdPI&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=7

数と計算 小4＿小数2位＋小数2位繰り上がり1回加法（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=zQarZEyZZWY&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=8

数と計算 小4＿小数2位－小数2位減法（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=lhliVRwE9MQ&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=9

数と計算 小4＿整数×小数1位乗法（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=9A6fAhXjXyo&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=5

図形 小4＿台形＿定義（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=fam8JvKHFgo

図形 小4＿直方体＿立体図形の特徴（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=wOU07TEq4i4

図形 小4＿直方体と立方体＿立方体の展開図と展開方法①（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=ahUNd0qIc1E&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=165

図形 小4＿直方体と立方体＿立方体の展開図と展開方法②（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=e7glTjxPxrw

図形 小4＿直方体と立方体＿立方体の展開図と展開方法③（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=C_p7gfQGSk4&index=180&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

図形 小4＿直方体と立方体＿立方体の展開図と展開方法④（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=hS9SUfxHHME

図形 小4＿直方体と立方体＿立方体の展開図と展開方法⑤（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=2tKnQLqSTm4&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=184

図形 小4＿直方体と立方体＿立方体の展開図と展開方法⑥（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=E7cQLNYzXpc&index=183&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

図形 小4＿直方体と立方体＿立方体の展開図と展開方法⑦（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=zC2Xv9Ref_I

図形 小4＿直方体と立方体＿立方体の展開図と展開方法⑧（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=rwKUgr9-3YQ

図形 小4＿直方体と立方体＿立方体の展開図と展開方法⑨（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=5Xha2rrKEpA

図形 小4＿直方体と立方体＿立方体の展開図と展開方法⑩（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=H_Yq0XmMYsM&index=179&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

図形 小4＿直方体と立方体＿立方体の展開図と展開方法⑪（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=T5tKLn6QrDA&index=181&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

図形 小4＿面積＿定義（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=jFo-lV0e8Ak&index=263&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

図形 小4＿面積＿練習問題（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=rN5SAmi9zLY&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=273

図形 小4＿面積の求め方の工夫①（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=WFi-fybMdcQ&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=288

図形 小4＿面積の求め方の工夫②（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=_ns7wgW7EE4&index=284&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

図形 小4＿立体の展開図＿展開図の種類（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=IuCbLnypWzU&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=167
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図形 小4＿立方体＿立体図形の特徴（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=yWuQCHUcwKs

変化と関係 小4＿どのように変わるか調べよう＿数と長さの関係（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=-7SMoHiHt_o&index=264&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

数と計算 小5＿公倍数の意味（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=IIBPYpeHJn0&index=23&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

数と計算 小5＿公倍数の求め方（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=jUQgwUeXruU&index=24&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

数と計算 小5＿小数1位×小数1位乗法（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=1jW8vp45a44&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=182

数と計算 小5＿小数1位×小数2位乗法（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=jvP24lQoEQo&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=168

数と計算 小5＿小数2位×小数1位乗法（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=DOV41yqD2cE&index=166&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

数と計算 小5＿小数2位×小数2位乗法（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=tcNVNIo2Bsc&index=185&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

数と計算 小5＿整数＿約数の求め方（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=BLSrnmgEFQ0&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=267

数と計算 小5＿通分＿大きさ比べ（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=S1IJwR4w6Ik

数と計算 小5＿通分＿通分の仕方（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=ClQ8Sn1acrg

数と計算 小5＿倍数と公倍数と最小公倍数（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=e6kdnZhZyRE&index=278&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

数と計算 小5＿倍数の意味（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=yxICxGwbH_U&index=21&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

数と計算 小5＿倍数の求め方（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=i6Wm_OMgf_I&index=22&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

数と計算 小5＿分数のたし算＿異分母の計算（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=TiFv-cv00i4

数と計算 小5＿分数のひき算＿異分母の計算（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=hbcRnInTYd0

数と計算 小5＿約分＿約分の仕方（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=DO4TW-ONdQs

図形 小5＿おうぎ形の孤の長さ（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=0n-knDRtciM&index=275&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

図形 小5＿図形＿三角形の内角(韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=QsdJH18PNRs

図形 小5＿台形＿面積の求め方（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=9MqXZRz22tI

図形 小5＿台形＿面積の公式（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=6oQb8lKn3vU

図形 小5＿面積＿三角形の面積の求め方（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=2QNypxt-5p8&index=269&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa
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図形 小5＿面積の求め方を考えよう＿平行四辺形の面積の求め方（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=-ECtSoMhe6s&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=272

変化と関係 小5＿速さ＿水道タンクその①（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=n5mQ7Wx2dTc&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=186

変化と関係 小5＿速さ＿水道タンクその②（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=-POxDCMtYl8&index=169&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

変化と関係 小5＿速さ＿水道タンクその③（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=YMNgT1vUnkc&index=170&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

変化と関係 小5＿単位量あたりの大きさ＿こみぐあいの比べ方（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=xCAHAL7bTZU

変化と関係 小5＿平均の考え方（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=oO6nYzAc6i0&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=279

変化と関係 小5＿密度＿こみぐあい＿小数と小数（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=lK7lnMocrDw&index=187&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

変化と関係 小5＿密度＿こみぐあい＿整数と小数（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=8-Q9WV3FYSg&index=188&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

変化と関係 小5＿密度＿こみぐあい＿整数と整数（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=oy-zXje5aPs&index=172&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

数と計算 小6＿逆数 逆数を理解する（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=0uluVPN8r9c

数と計算 小6＿分数＿分数どうしのかけ算（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=dmjhHfUwAH4&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=271

数と計算 小6＿分数のかけ算＿計算の仕方①（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=DlvQYB2Z1H8

数と計算 小6＿分数のかけ算＿計算の仕方②（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=om3vu5xqWH8

数と計算 小6＿分数のかけ算＿式の立て方（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=GKS8vdh1vPI

数と計算 小6＿分数のわり算＿概念＿シンガポール（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=VG6gsLWg-ag

数と計算 小6＿分数のわり算＿概念＿わり算の性質（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=CtjwAE2A3cY

数と計算 小6＿分数のわり算＿概念＿面積図（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=zFRtOCp1Q9w

数と計算 小6＿分数のわり算＿計算の仕方（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=jblhwHXKUSg

図形 小6＿角柱と円柱の体積＿円柱の体積（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=WtfiBQrVweI&index=274&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

図形 小6＿角柱と円柱の体積＿角柱の体積（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=Mg3WMCf9IsU&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=268

図形 小6＿線対称（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=3kWwQh3osdA&index=276&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

図形 小6＿対称な図形＿三角形（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=F03r8dSW3QM&index=287&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa
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図形 小6＿対称な図形＿四角形（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=Lsp48eIygjI&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=270

変化と関係 小6＿速さ＿速さの求め方（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=pX2X7H2uQ8o&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=281

変化と関係 小6＿比＿比の計算（韓国語版） https://www.youtube.com/watch?v=d5Vv5fV6iuk&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=289
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測定 小1＿時計はどれでしょう（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=RnQEj4buKXQ&index=227&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

測定 小1＿時刻と時間＿定義（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=uvN3D9NgOjA

数と計算 小2＿1桁＋1桁繰り上がり1回加法（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=0X8PA1K0AhM&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=200

数と計算 小2＿1桁＋1桁繰り上がりなし加法（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=ASI9GGDfhhE&index=196&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

数と計算 小2＿1桁×1桁繰り上がりあり乗法（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=0ZeEhhpYM0M&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=202

数と計算 小2＿1桁×1桁繰り上がりなし乗法（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=nWynZmPshTE&index=201&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

数と計算 小2＿1桁－1桁繰り下がりなし減法（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=OeV-VHJWm74&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=193

数と計算 小2＿2桁＋1桁繰り上がり1回加法（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=29zXw_mOHck&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=203

数と計算 小2＿2桁＋1桁繰り上がり2回加法（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=rDILFIVX20U&index=198&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

数と計算 小2＿2桁＋1桁繰り上がりなし加法（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=pjE13kVM9Gw&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=199

数と計算 小2＿2桁－1桁繰り下がり1回減法（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=lLAgy6tn9zE&index=204&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

数と計算 小2＿2桁－1桁繰り下がりなし減法（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=JZEeGekg3WI&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=205

数と計算 小2＿3桁＋2桁繰り上がり1回加法（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=-EpnGIf4qvk&index=206&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

数と計算 小2＿3桁＋2桁繰り上がり2回加法（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=gcKBR3lg0EY&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=207

数と計算 小2＿3桁＋2桁繰り上がりなし加法（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=pRlgObjNeGQ&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=208

数と計算 小2＿3桁＋3桁繰り上がり1回加法（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=LMGkPSaTcLo&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=197

数と計算 小2＿3桁＋3桁繰り上がりなし加法（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=bev8JFagIY0&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=211

数と計算 小2＿3桁－2桁繰り下がり1回減法①（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=QYalLbLMnBw&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=218

数と計算 小2＿3桁－2桁繰り下がり1回減法②（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=MzwZIzHkxoI&index=194&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

数と計算 小2＿3桁－2桁繰り下がり2回減法（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=uixEq0KRHvY&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=217

数と計算 小2＿3桁－2桁繰り下がりなし減法（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=YG-GCM5Xi80&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=195

数と計算 小2＿たすのかなひくのかな（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=T54ZNq3X8Cs&index=310&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa
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図形 小2＿三角形と四角形を見分けよう（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=8bzwKaLvRBM

数と計算 小3＿2桁×1桁繰り上がりあり乗法（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=T54ZNq3X8Cs&index=310&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

数と計算 小3＿2桁×1桁繰り上がりなし乗法（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=ypS-hBMbKlI&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=309

数と計算 小3＿2桁×2桁繰り上がりあり乗法（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=_jWKIAShnJg&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=305

数と計算 小3＿そろばん＿1桁＋1桁繰り上がりあり加法（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=xp7pfiTNGPI&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=299

数と計算 小3＿そろばん＿1桁＋1桁繰り上がりなし加法 五珠の合成（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=9Dqsm6mQ0JM

数と計算 小3＿そろばん＿1桁＋1桁繰り上がりなし加法（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=7YLDIJUO5Q4&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=307

数と計算 小3＿そろばん＿1桁－1桁減法①（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=hYvmW_-KFJQ&index=306&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

数と計算 小3＿そろばん＿1桁－1桁減法②（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=EVfYEX3TCYc&index=301&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

数と計算 小3＿そろばん＿2桁＋1桁加法（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=6PfGtpVcxLo

数と計算 小3＿そろばん＿2桁＋2桁加法（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=4rc7kNumUfQ

数と計算 小3＿そろばん＿2桁－1桁繰り下がりあり減法（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=EYnBnlCADTg

数と計算 小3＿そろばん＿2桁－2桁減法（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=7mDgDb62swk

数と計算 小3＿そろばん＿基本（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=OGS99sI1zWU&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=297

数と計算 小3＿そろばん＿数の置き方①（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=EUMPga4we8E&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=298

数と計算 小3＿そろばん＿数の置き方②（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=XG54LDGmIPQ&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=300

数と計算 小3＿小数1位＋小数1位繰り上がり1回加法（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=SNwSdDsjh1E&index=303&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

数と計算 小3＿小数1位＋整数加法（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=vofSVoo6QUY&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=308

数と計算 小3＿小数1位－小数1位減法（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=DYOdXCZu3Mw&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=302

数と計算 小3＿小数1位－小数2位減法（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=6U9uvERWaOQ&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=296

数と計算 小3＿小数1位－整数減法（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=JOKkk2J-23Q&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=314

数と計算 小3＿小数2位－小数1位減法（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=hf_bfepQ4-8&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=295
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数と計算 小3＿整数＋小数1位加法（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=F2aq2eKspHo&index=304&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

数と計算 小3＿整数－小数1位減法（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=k7jmkK6oMLU&index=313&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

数と計算 小3＿分数のたし算＿同分母の計算（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=JgwzMpr86JE

数と計算 小3＿分数のひき算＿同分母の計算（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=4Aluooya82U

数と計算 小3＿分数の考え方（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=erYNEYAuN8g

図形 小3＿円＿円のかき方（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=xczkjf3w5AI

図形 小3＿円＿円の半径と直径（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=r-B_Tdmaywg

図形 小3＿二等辺三角形＿かきかた（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=kqYPS71y14s

測定 小3＿長さの単位変換（km→ｍ)（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=XBWEaSBwaVs

数と計算 小4＿1桁÷1桁あまりあり除法（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=x3B6xx2xxnY&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=59

数と計算 小4＿1桁÷1桁あまりなし除法（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=n3dDx_BwNSs&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=58

数と計算 小4＿2桁÷1桁あまりあり除法（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=XdGjnCZZG-w&index=226&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

数と計算 小4＿2桁÷1桁あまりなし除法（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=6nFRTwYLwGI&index=60&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

数と計算 小4＿2桁÷2桁あまりあり除法（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=VttrmO4mnaY&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=62

数と計算 小4＿2桁÷2桁あまりなし除法（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=FKpERiEJcaU&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=61

数と計算 小4＿3桁÷1桁あまりあり除法（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=kLnUnQlKlfg

数と計算 小4＿3桁÷1桁あまりなし除法（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=XWJbTlK89lc&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=63

数と計算 小4＿3桁÷2桁あまりあり除法（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=U77KZiYnE04&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=64

数と計算 小4＿3桁÷2桁あまりなし除法（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=Y7PdhOTO4Rs&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=239

数と計算 小4＿概数＿四捨五入（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=KducjXazeC4

数と計算 小4＿概数のかけ算（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=aUC6F_kF-xo

数と計算 小4＿小数1位×整数乗法（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=0OeanMOs_g4&index=231&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa
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数と計算 小4＿小数2位＋小数1位加法（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=YTVmSA2RZIs&index=240&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

数と計算 小4＿小数2位＋小数2位繰り上がり1回加法（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=h16nv8ripTw&index=244&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

数と計算 小4＿小数2位－小数2位減法（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=gB99DYHf2xw

数と計算 小4＿整数×小数1位乗法（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=820ZBMs3-ds&index=241&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

図形 小4＿台形＿定義（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=FnnghiSwWdU

図形 小4＿直方体＿立体図形の特徴（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=O8iD4BJE39I

図形 小4＿直方体と立方体＿立方体の展開図と展開方法①（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=6iQ82U9T03w&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=65

図形 小4＿直方体と立方体＿立方体の展開図と展開方法②（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=O8TQpessRh4&index=66&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

図形 小4＿直方体と立方体＿立方体の展開図と展開方法③（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=xdLYvlbLYh4&index=67&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

図形 小4＿直方体と立方体＿立方体の展開図と展開方法④（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=UwOLCcw1_FM&index=68&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

図形 小4＿直方体と立方体＿立方体の展開図と展開方法⑤（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=ApVBC5g6E4w&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=69

図形 小4＿直方体と立方体＿立方体の展開図と展開方法⑥（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=xg4DsKgnoxs&index=243&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

図形 小4＿直方体と立方体＿立方体の展開図と展開方法⑦（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=dqg84WEJc6o&index=242&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

図形 小4＿直方体と立方体＿立方体の展開図と展開方法⑧（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=Y07_ShlqDSI&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=237

図形 小4＿直方体と立方体＿立方体の展開図と展開方法⑨（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=9MG0HdseLZo&index=236&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

図形 小4＿直方体と立方体＿立方体の展開図と展開方法⑩（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=I02LtiCrnxQ&index=235&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

図形 小4＿直方体と立方体＿立方体の展開図と展開方法⑪（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=bDrwVpptmXE&index=228&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

図形 小4＿面積＿定義（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=7hSIVEkTD2U

図形 小4＿面積＿練習問題（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=yDdTcarKAOY&index=312&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

図形 小4＿面積の求め方の工夫①（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=gelPbDgqamI

図形 小4＿面積の求め方の工夫②（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=PJhtmNfZl-s

図形 小4＿立体の展開図＿展開図の種類（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=apb2qmL2wjQ&index=234&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa
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図形 小4＿立方体＿立体図形の特徴（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=vgPqMKQ4W-I

変化と関係 小4＿どのように変わるか調べよう＿数と長さの関係（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=b-EM2BfxAL4

数と計算 小5＿公倍数の意味（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=5vYRViQBh4Q&index=233&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

数と計算 小5＿公倍数の求め方（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=ikF3oSb8BHg&index=238&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

数と計算 小5＿小数1位×小数1位乗法（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=73bb4th9vFQ&index=230&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

数と計算 小5＿小数1位×小数2位乗法（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=Xxmbu-KZy8g&index=225&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

数と計算 小5＿小数2位×小数1位乗法（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=CesfeMFd4HI

数と計算 小5＿小数2位×小数2位乗法（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=eIYYrEzGd1E

数と計算 小5＿整数＿約数の求め方（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=H9HqUT0tUUc

数と計算 小5＿通分＿大きさ比べ（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=lEuZjJHbpKI

数と計算 小5＿通分＿通分の仕方（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=FgMpDsjCk7Y

数と計算 小5＿倍数と公倍数と最小公倍数（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=VN2RqTj8Pwg

数と計算 小5＿倍数の意味（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=MQyJutXUYCU&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=232

数と計算 小5＿倍数の求め方（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=V5PyNGeowCM&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=229

数と計算 小5＿分数のたし算＿異分母の計算（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=PEJalzNqcUI

数と計算 小5＿分数のひき算＿異分母の計算（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=MFkCNq1vUp8

数と計算 小5＿約分＿約分の仕方（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=W2iKc2jY-p4

図形 小5＿おうぎ形の孤の長さ（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=hzq5LpK_QjM

図形 小5＿図形＿三角形の内角(中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=TjGHwUMEwkQ

図形 小5＿台形＿面積の求め方（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=g0lIcajZlXk

図形 小5＿台形＿面積の公式（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=tl5IdNVc6ms

図形 小5＿面積＿三角形の面積の求め方（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=fya6L_b-CJI
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図形 小5＿面積の求め方を考えよう＿平行四辺形の面積の求め方（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=fc-RhgGrH9k

変化と関係 小5＿速さ＿水道タンクその①（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=Mu1tfCdLRhY

変化と関係 小5＿速さ＿水道タンクその②（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=4XCV4ssH1XE

変化と関係 小5＿速さ＿水道タンクその③（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=jwVOqOq385E

変化と関係 小5＿単位量あたりの大きさ＿こみぐあいの比べ方（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=N6zBDTVRUII

変化と関係 小5＿平均の考え方（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=KGZZ_c7Go80

変化と関係 小5＿密度＿こみぐあい＿小数と小数（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=vdQDoHVsd08

変化と関係 小5＿密度＿こみぐあい＿整数と小数（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=lu6uz5E4uJc

変化と関係 小5＿密度＿こみぐあい＿整数と整数（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=bbtvJq_w5TM

数と計算 小6＿逆数 逆数を理解する（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=fl65XTX_xGM

数と計算 小6＿分数＿分数どうしのかけ算（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=oUjNvlr9X40

数と計算 小6＿分数のかけ算＿計算の仕方①（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=Wm6Cead5Xko

数と計算 小6＿分数のかけ算＿計算の仕方②（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=bLhPIA-aPEk

数と計算 小6＿分数のかけ算＿式の立て方（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=kSwZ04r-UGI

数と計算 小6＿分数のわり算＿概念＿シンガポール（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=aVrj8Z9YZuU

数と計算 小6＿分数のわり算＿概念＿わり算の性質（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=o4hZKbIrufM

数と計算 小6＿分数のわり算＿概念＿面積図（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=uIGriKHbPfg

数と計算 小6＿分数のわり算＿計算の仕方（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=UXBQznAmLsw

図形 小6＿角柱と円柱の体積＿円柱の体積（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=CLYvd6ivEV4

図形 小6＿角柱と円柱の体積＿角柱の体積（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=s5tYhqGCAQ8

図形 小6＿線対称（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=CLYvd6ivEV4

図形 小6＿対称な図形＿三角形（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=98AP1B2n8VI
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図形 小6＿対称な図形＿四角形（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=VfGCVys_ejM

変化と関係 小6＿速さ＿速さの求め方（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=5odvWgGDdRM

変化と関係 小6＿比＿比の計算（中国語版） https://www.youtube.com/watch?v=l16Uydml2FQ
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測定 小1＿時計はどれでしょう（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=8RBi-BjYVlM

測定 小1＿時刻と時間＿定義（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=NWUj1Okc-AU

数と計算 小2＿1桁＋1桁繰り上がり1回加法（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=ILoE6Xrhqxs

数と計算 小2＿1桁＋1桁繰り上がりなし加法（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=cXhWNLaLjho

数と計算 小2＿1桁×1桁繰り上がりあり乗法（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=P-UEmjZoMGw

数と計算 小2＿1桁×1桁繰り上がりなし乗法（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=0iefQiPEGpY

数と計算 小2＿1桁－1桁繰り下がりなし減法（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=pRqIcxNaQqs

数と計算 小2＿2桁＋1桁繰り上がり1回加法（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=njcvL98P2HA

数と計算 小2＿2桁＋1桁繰り上がり2回加法（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=iFjqjrkxJ4U

数と計算 小2＿2桁＋1桁繰り上がりなし加法（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=FoLP_RBvITA

数と計算 小2＿2桁－１桁繰り下がり1回減法（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=gliUgfamOtA

数と計算 小2＿2桁－１桁繰り下がりなし減法（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=SVDhPW29nPg

数と計算 小2＿3桁＋2桁繰り上がり1回加法（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=J9AKKaa6TY0

数と計算 小2＿3桁＋2桁繰り上がり2回加法（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=s13mixo45iM

数と計算 小2＿3桁＋2桁繰り上がりなし加法（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=UPnNfvHDDjw

数と計算 小2＿3桁＋3桁繰り上がり1回加法（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=46ewkopZ2Aw
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数と計算 小2＿3桁＋3桁繰り上がりなし加法（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=RRZoDUEwprQ

数と計算 小2＿3桁－2桁繰り下がり1回減法①（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=jgqG0k9ozXs

数と計算 小2＿3桁－2桁繰り下がり1回減法②（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=ZSb88ed8nm0

数と計算 小2＿3桁－2桁繰り下がり2回減法（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=X5txG3g77pI

数と計算 小2＿3桁－2桁繰り下がりなし減法（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=yW6cCZIPIzQ

数と計算 小2＿たすのかなひくのかな（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=BKsejIMMJ1Q

図形 小2＿三角形と四角形を見分けよう（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=j0-mIBaHwZ8

数と計算 小3＿2桁×1桁繰り上がりあり乗法（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=metsodlPjKU

数と計算 小3＿2桁×1桁繰り上がりなし乗法（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=VN718TxilEk

数と計算 小3＿2桁×2桁繰り上がりあり乗法（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=Xy9CmH6cwRI

数と計算 小3＿そろばん＿1桁＋1桁繰り上がりあり加法（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=_A6JZ5wMTmk

数と計算 小3＿そろばん＿1桁＋1桁繰り上がりなし加法 五珠の合成（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=smzoibN7Q6c

数と計算 小3＿そろばん＿1桁＋1桁繰り上がりなし加法（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=zt5YCzYFRMo

数と計算 小3＿そろばん＿1桁－1桁減法①（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=fo-4aTd9eY8

数と計算 小3＿そろばん＿1桁－1桁減法②（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=ifQdjg5gzos

数と計算 小3＿そろばん＿2桁＋1桁加法（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=ssgJ5qeQ7cs
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数と計算 小3＿そろばん＿2桁＋2桁加法（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=cFUhRyEJYak

数と計算 小3＿そろばん＿2桁－1桁繰り下がりあり減法（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=YaEQSXkLpQI

数と計算 小3＿そろばん＿2桁－2桁減法（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=JRlQGV858Vs

数と計算 小3＿そろばん＿基本（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=POY4crMTo9s

数と計算 小3＿そろばん＿数の置き方①（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=-iDAzmb_TeQ

数と計算 小3＿そろばん＿数の置き方②（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=Y6SPYQwT1uU

数と計算 小3＿小数1位＋小数1位繰り上がり1回加法（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=T51Xdv0WUtg

数と計算 小3＿小数1位＋整数加法（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=01IEmSbPmJ4

数と計算 小3＿小数1位－小数1位減法（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=5_0LodCvth4

数と計算 小3＿小数1位－小数2位減法（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=-QXx_thp6L0

数と計算 小3＿小数1位－整数減法（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=Lv_n-BtS88o

数と計算 小3＿小数2位－小数1位減法（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=1HtH7x5YKb0

数と計算 小3＿整数＋小数1位加法（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=vUCDXKxakIo

数と計算 小3＿整数－小数1位減法（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=ID1A-SpeM5Y

数と計算 小3＿分数のたし算＿同分母の計算（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=PbREs6_J-kY

数と計算 小3＿分数のひき算＿同分母の計算（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=NhTRx1fmy2o
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数と計算 小3＿分数の考え方（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=EJ9TNeJaBpI

図形 小3＿円＿円のかき方（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=D09jvYyhngk

図形 小3＿円＿円の半径と直径（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=gBLXhejs7-0

図形 小3＿二等辺三角形＿かきかた（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=BJBV3kyd2YE

測定 小3＿長さの単位変換（km→ｍ)（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=05Z-7_ycAg4

数と計算 小4＿1桁÷1桁あまりあり除法（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=aj_CIpvDGpw

数と計算 小4＿1桁÷1桁あまりなし除法（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=iA3Xz3lFtdw

数と計算 小4＿2桁÷1桁あまりあり除法（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=BgwFL-9dbQw

数と計算 小4＿2桁÷1桁あまりなし除法（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=_O36br4Db9k

数と計算 小4＿2桁÷2桁あまりあり除法（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=DhCEe7WM8ps

数と計算 小4＿2桁÷2桁あまりなし除法（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=-mhDUCVlKQQ

数と計算 小4＿3桁÷1桁あまりあり除法（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=4-CWhfTbPMk

数と計算 小4＿3桁÷1桁あまりなし除法（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=yVCM-a4ZTYg

数と計算 小4＿3桁÷2桁あまりあり除法（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=hLgFpCZSVCE

数と計算 小4＿3桁÷2桁あまりなし除法（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=KU_rxdQ58Hw

数と計算 小4＿概数＿四捨五入（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=9aM0yPxaPyM
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数と計算 小4＿概数のかけ算（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=DADbbMWf19I

数と計算 小4＿小数1位×整数乗法（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=rt6zWbWK26w

数と計算 小4＿小数2位＋小数1位加法（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=w9Qu0FeSmkg

数と計算 小4＿小数2位＋小数2位繰り上がり1回加法（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=-JSoF-ofDYQ

数と計算 小4＿小数2位－小数2位減法（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=NyxphYyZEOM

数と計算 小4＿整数×小数1位乗法（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=4ZQiISKipn0

図形 小4＿台形＿定義（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=i9HDetqjpdo

図形 小4＿直方体＿立体図形の特徴（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=ZZXP6wsIERk

図形 小4＿直方体と立方体＿立方体の展開図と展開方法①（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=jE92kD4llUM

図形 小4＿直方体と立方体＿立方体の展開図と展開方法②（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=fdzmp_6ikNY

図形 小4＿直方体と立方体＿立方体の展開図と展開方法③（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=eXWKxBoTVtM

図形 小4＿直方体と立方体＿立方体の展開図と展開方法④（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=qSPGsYNEkTM

図形 小4＿直方体と立方体＿立方体の展開図と展開方法⑤（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=UgqqOCCyCyI

図形 小4＿直方体と立方体＿立方体の展開図と展開方法⑥（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=Pc7yqaqfLCw

図形 小4＿直方体と立方体＿立方体の展開図と展開方法⑦（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=dXNDGjn23HE

図形 小4＿直方体と立方体＿立方体の展開図と展開方法⑧（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=0sddBIuGUZM
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図形 小4＿直方体と立方体＿立方体の展開図と展開方法⑨（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=mwH9EbZnNbE

図形 小4＿直方体と立方体＿立方体の展開図と展開方法⑩（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=pvpoT75XIf4

図形 小4＿直方体と立方体＿立方体の展開図と展開方法⑪（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=g39aF-axdHo

図形 小4＿面積＿定義（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=jmk3zWguEaE

図形 小4＿面積＿練習問題（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=uR5G9xBZVnE

図形 小4＿面積の求め方の工夫①（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=Z1S52L5lcAI

図形 小4＿面積の求め方の工夫②（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=lRuOk2vMqr4

図形 小4＿立体の展開図＿展開図の種類（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=C5-zjPhUoYw

図形 小4＿立方体＿立体図形の特徴（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=jLNwpQd_Xww

変化と関係 小4＿どのように変わるか調べよう＿数と長さの関係（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=5ZDfDRaTH6A

数と計算 小5＿公倍数の意味（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=nveVKt9c8h8

数と計算 小5＿公倍数の求め方（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=XnLYQDThN6I

数と計算 小5＿小数1位×小数1位乗法（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=0PB-i3mh-io

数と計算 小5＿小数1位×小数2位乗法（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=zTMxSPDqioM

数と計算 小5＿小数2位×小数1位乗法（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=1j02a6izDyA

数と計算 小5＿小数2位×小数2位乗法（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=gtLncQ1_shE
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数と計算 小5＿整数＿約数の求め方（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=8xdb8_rzOzw

数と計算 小5＿通分＿大きさ比べ（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=Z9JKoqNdluY

数と計算 小5＿通分＿通分の仕方（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=f4_BP4_d0cA

数と計算 小5＿倍数と公倍数と最小公倍数（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=Vms8RrbznEc

数と計算 小5＿倍数の意味（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=WvS5mQXJ64w

数と計算 小5＿倍数の求め方（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=_2OIZNy39PM

数と計算 小5＿分数のたし算＿異分母の計算（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=PFRRnucqnRA

数と計算 小5＿分数のひき算＿異分母の計算（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=8x5f7h5QT8o

数と計算 小5＿約分＿約分の仕方（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=sesEPjutka4

図形 小5＿おうぎ形の孤の長さ（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=IebMApYI7Uc

図形 小5＿図形＿三角形の内角(ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=GgADQMFNn3A

図形 小5＿台形＿面積の求め方（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=tuSmJSiY4gk

図形 小5＿台形＿面積の公式（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=VXsm_SlhWT4

図形 小5＿面積＿三角形の面積の求め方（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=Tjs0DkvoArU

図形 小5＿面積の求め方を考えよう＿平行四辺形の面積の求め方（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=5fFcp01XkoU

変化と関係 小5＿速さ＿水道タンクその①（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=Gs-Me6YVOvE
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変化と関係 小5＿速さ＿水道タンクその②（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=LdbxR6hkChg

変化と関係 小5＿速さ＿水道タンクその③（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=wHqyBGolTDg

変化と関係 小5＿単位量あたりの大きさ＿こみぐあいの比べ方（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=KlO5yIrLEFU

変化と関係 小5＿平均の考え方（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=0kvloE2M9Kc

変化と関係 小5＿密度＿こみぐあい＿小数と小数（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=O0D816TloCQ

変化と関係 小5＿密度＿こみぐあい＿整数と小数（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=81SCAxu87JE

変化と関係 小5＿密度＿こみぐあい＿整数と整数（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=ISws-B4ebj4

数と計算 小6＿逆数＿逆数を理解する（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=d17Wl-zRenY

数と計算 小6＿分数＿分数どうしのかけ算（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=hxAwDYNSQtU

数と計算 小6＿分数のかけ算＿計算の仕方①（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=IzA-9R2aKdc

数と計算 小6＿分数のかけ算＿計算の仕方②（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=K5Miv9RRlsA

数と計算 小6＿分数のかけ算＿式の立て方（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=NVzmiTUuLTU

数と計算 小6＿分数のわり算＿概念＿シンガポール（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=11r8bqZm3xQ

数と計算 小6＿分数のわり算＿概念＿わり算の性質（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=SIOnhHMgV2s

数と計算 小6＿分数のわり算＿概念＿面積図（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=8fP-RbI9jrQ

数と計算 小6＿分数のわり算＿計算の仕方（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=ZZi6bDKbwzs
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図形 小6＿角柱と円柱の体積＿円柱の体積（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=njcvL98P2HA

図形 小6＿角柱と円柱の体積＿角柱の体積（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=r3lSmHvLPaA

図形 小6＿線対称（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=mDWWPsxOPHU

図形 小6＿対称な図形＿三角形（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=0vzelvufU8I

図形 小6＿対称な図形＿四角形（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=ngtG6mxVWEw

変化と関係 小6＿速さ＿速さの求め方（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=PEFt4V28TM0

変化と関係 小6＿比＿比の計算（ポルトガル語版） https://www.youtube.com/watch?v=dJ8hn3rn1-8
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測定 小1＿時計はどれでしょう（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=TKeusTjyLzg

測定 小1＿時刻と時間＿定義（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=-E16K_AllVg

数と計算 小2＿1桁＋1桁繰り上がり1回加法（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=Bya0wOupaDg&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=157

数と計算 小2＿1桁＋1桁繰り上がりなし加法（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=gm84-lY3TrY&index=151&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

数と計算 小2＿1桁×1桁繰り上がりあり乗法（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=GCoBF-ynxm8

数と計算 小2＿1桁×1桁繰り上がりなし乗法（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=Dlojd-2xJcU

数と計算 小2＿1桁－1桁繰り下がりなし減法（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=FUS-cVCR2is

数と計算 小2＿2桁＋1桁繰り上がり1回加法（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=kUg82_2tp3Y&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=156

数と計算 小2＿2桁＋1桁繰り上がり2回加法（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=sAxtFfeqhr0&index=155&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

数と計算 小2＿2桁＋1桁繰り上がりなし加法（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=w26TWfu6_i8&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=154

数と計算 小2＿2桁－１桁繰り下がり1回減法（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=AVq4sxI4SKs

数と計算 小2＿2桁－１桁繰り下がりなし減法（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=0PXozxxT9dQ

数と計算 小2＿3桁＋2桁繰り上がり1回加法（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=AOhEusI2UAY&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=148

数と計算 小2＿3桁＋2桁繰り上がり2回加法（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=rqhBHsgxRYY&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=150

数と計算 小2＿3桁＋2桁繰り上がりなし加法（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=tvlLclJ2xoU&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=153

数と計算 小2＿3桁＋3桁繰り上がり1回加法（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=EReXOCgdGQE&index=152&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

数と計算 小2＿3桁＋3桁繰り上がりなし加法（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=_8-HDeljXlY&index=149&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

数と計算 小2＿3桁－2桁繰り下がり1回減法①（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=NRYtkkH1aUs

数と計算 小2＿3桁－2桁繰り下がり1回減法②（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=pMIZv_f3eQE

数と計算 小2＿3桁－2桁繰り下がり2回減法（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=NzF4pKiAV6I

数と計算 小2＿3桁－2桁繰り下がりなし減法（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=wBE40NNPY5s
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数と計算 小2＿たすのかなひくのかな（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=uErNOV5sEDE

図形 小2＿三角形と四角形を見分けよう（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=xH6ppDbftuY

数と計算 小３＿2桁×1桁繰り上がりあり乗法（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=4qbT0-ygOok

数と計算 小３＿2桁×1桁繰り上がりなし乗法（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=tbcKqrbDG9c

数と計算 小３＿2桁×2桁繰り上がりあり乗法（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=eEn5r0imGmQ

数と計算 小3＿そろばん＿1桁＋1桁繰り上がりあり加法（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=rzVW33cCqNg

数と計算 小３＿そろばん＿1桁＋1桁繰り上がりなし加法（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=H2w6SFq9jIM

数と計算 小３＿そろばん＿1桁－1桁減法①（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=PMojrNSv_D8

数と計算 小３＿そろばん＿1桁－1桁減法②（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=e9to-lSQiGY

数と計算 小3＿そろばん＿2桁＋1桁加法（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=6fKsSqA6cE4

数と計算 小3＿そろばん＿2桁＋2桁加法（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=pccWWn--ZNQ

数と計算 小3＿そろばん＿2桁－1桁繰り下がりあり減法（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=cguqxH_3Wd8

数と計算 小3＿そろばん＿2桁－2桁減法（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=0l8WDf7xF-w

数と計算 小3＿そろばん＿基本（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=APEyZeWqEoM

数と計算 小3＿そろばん＿数の置き方①（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=3EefwBWi5L8

数と計算 小3＿そろばん＿数の置き方②（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=qaKcwk3FLio

数と計算 小3＿小数1位＋小数1位繰り上がり1回加法（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=oBzG6Hy_8Gw

数と計算 小3＿小数1位＋整数加法（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=baMH1D1LYN4

数と計算 小3＿小数1位－小数1位減法（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=N8cmGWTA-8Y

数と計算 小3＿小数1位－小数2位減法（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=fT4H8qtgRVc

数と計算 小3＿小数1位－整数減法（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=E00wdFxGn34
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数と計算 小3＿小数2位－小数1位減法（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=HfryV00oWhU

数と計算 小3＿整数＋小数1位加法（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=SMwSXrYN9VE

数と計算 小3＿整数－小数1位減法（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=V5cklEb-Fk4

数と計算 小3＿分数の考え方（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=kRz1XV4Vs2U

図形 小3＿円＿円のかき方（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=ig9pDMm_zJU

図形 小3＿二等辺三角形＿かきかた（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=NnGy7kV4Sq0

測定 小3＿長さの単位変換（km→ｍ)（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=IBUSO-3_FhI

数と計算 小4＿1桁÷1桁あまりあり除法（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=hHhZc4SvsLo&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=336

数と計算 小4＿1桁÷1桁あまりなし除法（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=9OnY9GAaoN8&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=335

数と計算 小4＿2桁÷1桁あまりあり除法（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=_eBjn6kVM0k

数と計算 小4＿2桁÷1桁あまりなし除法（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=aV_RBmrNOzo

数と計算 小4＿2桁÷2桁あまりあり除法（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=yQ1MglCXFIo

数と計算 小4＿2桁÷2桁あまりなし除法（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=37N7jpBu0Wk

数と計算 小4＿3桁÷1桁あまりあり除法（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=aXkT68wEFOg

数と計算 小4＿3桁÷1桁あまりなし除法（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=gdUXuywPJmc

数と計算 小4＿3桁÷2桁あまりあり除法（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=BTCkpbeIoj0

数と計算 小4＿3桁÷2桁あまりなし除法（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=ETqh-H6fLmE

数と計算 小4＿概数＿四捨五入（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=u0-xd3IfzYE

数と計算 小4＿概数のかけ算（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=5XVfOsIJn_0

数と計算 小4＿小数1位×整数乗法（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=C0v6POSEahI

数と計算 小4＿小数2位＋小数1位加法（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=oxI9DULAD8I
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数と計算 小4＿小数2位＋小数2位繰り上がり1回加法（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=D43M9xJCNJw

数と計算 小4＿小数2位－小数2位減法（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=ZAAfNnVuPI0

数と計算 小4＿整数×小数1位乗法（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=M1stsV7vTJQ

図形 小4＿直方体＿立体図形の特徴（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=Av9ikIqa-mI

図形 小4＿直方体と立方体＿立方体の展開図と展開方法①（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=jCBb4NWe104

図形 小4＿直方体と立方体＿立方体の展開図と展開方法②（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=1-mCcTpbV5k

図形 小4＿直方体と立方体＿立方体の展開図と展開方法③（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=yW_naRPcURM

図形 小4＿直方体と立方体＿立方体の展開図と展開方法④（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=-pOteuqzgsU

図形 小4＿直方体と立方体＿立方体の展開図と展開方法⑤（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=J8PeDWlUzgk

図形 小4＿直方体と立方体＿立方体の展開図と展開方法⑥（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=NTgPcA8368I

図形 小4＿直方体と立方体＿立方体の展開図と展開方法⑦（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=0O9zZtLAH4w

図形 小4＿直方体と立方体＿立方体の展開図と展開方法⑧（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=MSZQOyM1eLQ

図形 小4＿直方体と立方体＿立方体の展開図と展開方法⑨（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=RrCklNNyG1M

図形 小4＿直方体と立方体＿立方体の展開図と展開方法⑩（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=v1s9Q1InPzE

図形 小4＿直方体と立方体＿立方体の展開図と展開方法⑪（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=gWTY5pTdE-M

図形 小4＿面積＿定義（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=9sg8Yih4XTs

図形 小4＿面積＿練習問題（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=q3hrUfkqcWQ

図形 小4＿面積の求め方の工夫①（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=FM2e_tCqEAQ

図形 小4＿面積の求め方の工夫②（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=oZz9xE9Edv0

変化と関係 小4＿どのように変わるか調べよう＿数と長さの関係（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=MVIo8KBFSNQ

数と計算 小5＿公倍数の意味（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=OwYLTi08hms
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数と計算 小5＿公倍数の求め方（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=y2U0fR7_1BI

数と計算 小5＿小数1位×小数1位乗法（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=5P4EnNTtweg

数と計算 小5＿小数1位×小数2位乗法（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=gDTLdgE_6lU

数と計算 小5＿小数2位×小数1位乗法（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=AFe12msAseM

数と計算 小5＿整数＿約数の求め方（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=FLLbGHCyL80

数と計算 小5＿倍数と公倍数と最小公倍数（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=58LRg4SVMXg

数と計算 小5＿倍数の意味（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=Idmnwn8LJIg

数と計算 小5＿倍数の求め方（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=QuLcLCnZXcQ

図形 小5＿おうぎ形の孤の長さ（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=yf7Cn-B6_60

図形 小6＿対称な図形＿三角形（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=_z4YiWuqprk

図形 小6＿対称な図形＿四角形（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=Ug2wQs-QDTc

変化と関係 小5＿速さ＿水道タンクその①（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=pmwgstXnnCc

変化と関係 小5＿速さ＿水道タンクその②（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=3op6DovrFT4

変化と関係 小5＿速さ＿水道タンクその③（英語版） https://www.youtube.com/watch?v=XyiyP-NaZsk
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測定 小1＿時計はどれでしょう（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=ysb0G_146Qw

測定 小1＿時刻と時間＿定義（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=MsPidX0Y8aI

数と計算 小2＿1桁＋1桁繰り上がり1回加法（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=P6Ba5B6eh0Q

数と計算 小2＿1桁＋1桁繰り上がりなし加法（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=iYNbv7BsjG0

数と計算 小2＿1桁×1桁繰り上がりあり乗法（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=vgyRDVcozFA

数と計算 小2＿1桁×1桁繰り上がりなし乗法（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=ErLw1SJulao

数と計算 小2＿1桁－1桁繰り下がりなし減法（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=6s2857X0aIg

数と計算 小2＿2桁＋1桁繰り上がり1回加法（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=Bv5G8_yaWZ8&index=632&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa

数と計算 小2＿2桁＋1桁繰り上がり2回加法（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=cIIFJ0JuxMg

数と計算 小2＿2桁＋1桁繰り上がりなし加法（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=oelDdUez21I

数と計算 小2＿2桁－１桁繰り下がり1回減法（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=SZ_GFH92Qyc&list=PLOT1dLQymBhnBh9lSR-YH8txZMKOdKELa&index=630

数と計算 小2＿2桁－１桁繰り下がりなし減法（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=0zne2FGQAHA

数と計算 小2＿3桁＋2桁繰り上がり1回加法（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=1JG6ZvEq0hE

数と計算 小2＿3桁＋2桁繰り上がり2回加法（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=1Vv3eywRU5k

数と計算 小2＿3桁＋2桁繰り上がりなし加法（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=ks788gxUFnI

数と計算 小2＿3桁＋3桁繰り上がり1回加法（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=CI_hGWEUtAE

数と計算 小2＿3桁＋3桁繰り上がりなし加法（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=dlXDc1E9A-s

数と計算 小2＿3桁－2桁繰り下がり1回減法①（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=mcThqxKEw6M

数と計算 小2＿3桁－2桁繰り下がり1回減法②（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=cT30_Xw-cPg

数と計算 小2＿3桁－2桁繰り下がり2回減法（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=4TgIXjTeOUI

数と計算 小2＿3桁－2桁繰り下がりなし減法（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=irUHHgUU2d8

数と計算 小2＿たすのかなひくのかな（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=-bLVdCUBeCU
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図形 小2＿三角形と四角形を見分けよう（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=JYI7xwU8Gho

数と計算 小3＿2桁×1桁繰り上がりあり乗法（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=qR8vLB11JPA

数と計算 小3＿2桁×1桁繰り上がりなし乗法（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=T6wxTRMpihc

数と計算 小3＿2桁×2桁繰り上がりあり乗法（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=q_Gt7JjU-A0

数と計算 小3＿そろばん＿1桁＋1桁繰り上がりあり加法（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=25g-tS9gb6A

数と計算 小3＿そろばん＿1桁＋1桁繰り上がりなし加法 五珠の合成（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=Evjzb3NzBOQ

数と計算 小３＿そろばん＿１桁＋1桁繰り上がりなし加法（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=gbRh5iL4XeQ

数と計算 小3＿そろばん＿１桁－1桁減法①（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=TWlBF24zZ8c

数と計算 小3＿そろばん＿1桁－1桁減法②（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=gf516BBLkmA

数と計算 小3＿そろばん＿2桁＋1桁加法（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=xzkLyhTv-Tg

数と計算 小3＿そろばん＿2桁＋2桁加法（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=-EF9jhniW3I

数と計算 小3＿そろばん＿2桁－1桁繰り下がりあり減法（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=DQDah2G8dCs

数と計算 小3＿そろばん＿2桁－2桁減法（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=ziBTmOrYSsU&t=8s

数と計算 小3＿そろばん＿基本（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=Tf1KUL3nYtE

数と計算 小3＿そろばん＿数の置き方①（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=ku3MK9jbV2s

数と計算 小3＿そろばん＿数の置き方②（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=H2yDrnOwbTY

数と計算 小3＿小数1位＋小数1位繰り上がり1回加法（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=z8ITNWRMWvs

数と計算 小3＿小数1位＋整数加法（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=Oj9GGFWo7dY

数と計算 小3＿小数1位－小数1位減法（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=bu-YOwrNR3M

数と計算 小3＿小数1位－小数2位減法（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=DmqTDwYXU3s

数と計算 小3＿小数1位－整数減法（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=cEjQKR7v5Ko

数と計算 小3＿小数2位－小数1位減法（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=ax13GZruvQQ
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数と計算 小3＿整数＋小数1位加法（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=wndmahWfH5I

数と計算 小3＿整数ー小数1位減法（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=XFndcUHXQP4

数と計算 小3＿分数のたし算＿同分母の計算（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=t7DD-OwUSyY

数と計算 小3＿分数のひき算＿同分母の計算（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=TixI_hSE_ro

数と計算 小3＿分数の考え方（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=9GMeVmfeFk8

図形 小3＿円＿円のかき方（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=cOv3bEEJctQ

図形 小3＿円＿円の半径と直径（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=KgkJl0oLhLA

図形 小3＿二等辺三角形＿かきかた（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=QJMhC-4kHu0

測定 小3＿長さの単位変換（km→ｍ)（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=PbNV2YYpmU8

数と計算 小4＿1桁÷1桁あまりあり除法（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=FDEHp2mAVNA

数と計算 小4＿1桁÷1桁あまりなし除法（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=LxlvSa7XTHU

数と計算 小4＿2桁÷1桁あまりあり除法（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=yztJMtaT6M8

数と計算 小4＿2桁÷1桁あまりなし除法（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=0ghM5iN-0Hc

数と計算 小4＿2桁÷2桁あまりあり除法（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=Mga3664tX_A

数と計算 小4＿2桁÷2桁あまりなし除法（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=qCAoClFOFgg

数と計算 小4＿3桁÷1桁あまりあり除法（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=kCfyBci1Y-w

数と計算 小4＿3桁÷1桁あまりなし除法（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=PJA-cdinqMA

数と計算 小4＿3桁÷2桁あまりあり除法（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=kv8UjovqFXI

数と計算 小4＿3桁÷2桁あまりなし除法（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=ueamo4-G1ac

数と計算 小4＿概数＿四捨五入（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=gwFSNL--FTM

数と計算 小4＿概数のかけ算（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=dYZWpVTM7xE

数と計算 小4＿小数1位×整数乗法（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=LyrzzyhxxBc
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数と計算 小4＿小数2位＋小数1位加法（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=DTy-JZs3n6I

数と計算 小4＿小数2位＋小数2位繰り上がり1回加法（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=Gx1fwD4pcI8

数と計算 小4＿小数2位－小数2位減法（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=2IrLG0t1ZG4

数と計算 小4＿整数×小数1位乗法（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=zS6dg49MRu0

図形 小4＿台形＿定義（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=qYkk2yN52ZQ

図形 小4＿直方体＿立体図形の特徴（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=2d5Cs7vAEG4

図形 小4＿直方体と立方体＿立方体の展開図と展開方法①（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=r9_XejR4lE8

図形 小4＿直方体と立方体＿立方体の展開図と展開方法②（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=zu1GTArNaqw

図形 小4＿直方体と立方体＿立方体の展開図と展開方法③（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=sVJHvEFMfWQ

図形 小4＿直方体と立方体＿立方体の展開図と展開方法④（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=LUF6HFOdImo

図形 小4＿直方体と立方体＿立方体の展開図と展開方法⑤（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=jlMA8oQK3vk

図形 小4＿直方体と立方体＿立方体の展開図と展開方法⑥（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=l7EiqtIQAEg

図形 小4＿直方体と立方体＿立方体の展開図と展開方法⑦（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=miFv0tA5Yn4

図形 小4＿直方体と立方体＿立方体の展開図と展開方法⑧（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=a8jowDJf9rc

図形 小4＿直方体と立方体＿立方体の展開図と展開方法⑨（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=jzOAYqwDi1g

図形 小4＿直方体と立方体＿立方体の展開図と展開方法⑩（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=I3yrnsVkKcc

図形 小4＿直方体と立方体＿立方体の展開図と展開方法⑪（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=_w2OaOC0ScA

図形 小4＿面積＿定義（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=rmHxw7_u-2s

図形 小4＿面積＿練習問題（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=swApktKgg8A

図形 小4＿面積の求め方の工夫①（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=F2ruaNok1nc

図形 小4＿面積の求め方の工夫②（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=BrCiCAl9-AY

図形 小4＿立体の展開図＿展開図の種類（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=N7DV3E5C_xA
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図形 小4＿立方体＿立体図形の特徴（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=QlxhU0-Dido

変化と関係 小4＿どのように変わるか調べよう＿数と長さの関係（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=PlTCJu91inY

数と計算 小5＿公倍数の意味（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=O3kKu-TQ64c

数と計算 小5＿公倍数の求め方（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=ecMIu6aCKPE

数と計算 小5＿小数1位×小数1位乗法（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=bRByyB4lRmk

数と計算 小5＿小数1位×小数2位乗法（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=5L-h54zwPj4

数と計算 小5＿小数2位×小数1位乗法（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=S8PdidObems

数と計算 小5＿小数2位×小数2位乗法（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=UdG7vOKKkh4

数と計算 小5＿整数＿約数の求め方（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=j6uuS7GWwY4

数と計算 小5＿通分＿大きさ比べ（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=CzXLBThGbYM

数と計算 小5＿通分＿通分の仕方（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=2SbSizvHfrw

数と計算 小5＿倍数と公倍数と最小公倍数（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=fWtVM_3HI0w

数と計算 小5＿倍数の意味（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=e1hsCnEDSs8

数と計算 小5＿倍数の求め方（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=tK4o8gSctdM

数と計算 小5＿分数のたし算＿異分母の計算（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=YzMbS09zhTE

数と計算 小5＿分数のひき算＿異分母の計算（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=QhdR_Jmbf7g

数と計算 小5＿約分＿約分の仕方（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=Vcx9RlsEu6Y

図形 小5＿おうぎ形の孤の長さ（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=U672j3rbgBQ

図形 小5＿図形＿三角形の内角（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=6h9-Hw04A30

図形 小5＿台形＿面積の求め方（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=R7T3yDBdyXo

図形 小5＿台形＿面積の公式（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=K4xg-4avwys

図形 小5＿面積＿三角形の面積の求め方（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=TjfV2pFR248
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図形 小5＿面積の求め方を考えよう＿平行四辺形の面積の求め方（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=-YGKoilIL-A

変化と関係 小5＿速さ＿水道タンクその①（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=6M3ay51Ldik

変化と関係 小5＿速さ＿水道タンクその②（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=Z-ecLhaznnk

変化と関係 小5＿速さ＿水道タンクその③（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=BfjU6nPkcNI

変化と関係 小5＿単位量あたりの大きさ＿こみぐあいの比べ方（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=CNkvitDpvWw

変化と関係 小5＿平均の考え方（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=cXOXPAIBSjs

変化と関係 小5＿密度＿こみぐあい＿小数と小数（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=rv9gRgZJj30

変化と関係 小5＿密度＿こみぐあい＿整数と小数（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=e69e9SrlO5E

変化と関係 小5＿密度＿こみぐあい＿整数と整数（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=lVSd7rVUGGA

数と計算 小6＿逆数 逆数を理解する（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=XwYPGUsk4no

数と計算 小6＿分数＿分数どうしのかけ算（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=s8Av83j5Sa8

数と計算 小6＿分数のかけ算＿計算の仕方①（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=Qo793VCvxag

数と計算 小6＿分数のかけ算＿計算の仕方②（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=HtoEVkzkWa8

数と計算 小6＿分数のかけ算＿式の立て方（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=9drSzDl01jQ

数と計算 小6＿分数のわり算＿概念＿シンガポール（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=DMnJFUmwJhE

数と計算 小6＿分数のわり算＿概念＿わり算の性質（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=0yCS42RILx0

数と計算 小6＿分数のわり算＿概念＿面積図（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=xzwerM2eQX4

数と計算 小6＿分数のわり算＿計算の仕方（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=CHyk1poOitU

図形 小6＿角柱と円柱の体積＿円柱の体積（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=CU6KNqhB_qk

図形 小6＿角柱と円柱の体積＿角柱の体積（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=i8pkgHxKseY

図形 小6＿線対称（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=GzMl5M3wxtM

図形 小6＿対称な図形＿三角形（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=TMhyu3fvbd0
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図形 小6＿対称な図形＿四角形（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=0jL5DbtEVzk

変化と関係 小6＿速さ＿速さの求め方（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=CifxlRSEneo

変化と関係 小6＿比＿比の計算（ベトナム語版） https://www.youtube.com/watch?v=ysb0G_146Qw
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数と計算 小2＿1桁＋1桁繰り上がり1回加法（シンハラ語版） https://www.youtube.com/watch?v=_S4M_JFqpqQ

数と計算 小2＿1桁＋1桁繰り上がりなし加法（シンハラ語版） https://www.youtube.com/watch?v=ljbJUP-3fps

数と計算 小2＿1桁×1桁繰り上がりあり乗法（シンハラ語版） https://www.youtube.com/watch?v=CWKJrQVwsXk

数と計算 小2＿1桁×1桁繰り上がりなし乗法（シンハラ語版） https://www.youtube.com/watch?v=8jaOlNvueOM

数と計算 小2＿1桁－1桁繰り下がりなし減法（シンハラ語版） https://www.youtube.com/watch?v=me1--SOIrq4

数と計算 小2＿2桁＋1桁繰り上がり1回加法（シンハラ語版） https://www.youtube.com/watch?v=xtEMgsHx92A

数と計算 小2＿2桁＋1桁繰り上がりなし加法（シンハラ語版） https://www.youtube.com/watch?v=wGPE020hUb0

数と計算 小2＿2桁－１桁繰り下がり1回減法（シンハラ語版） https://www.youtube.com/watch?v=VuyZRR02wi0

数と計算 小2＿2桁－１桁繰り下がりなし減法（シンハラ語版） https://www.youtube.com/watch?v=qKY3GJC_I_w

数と計算 小2＿3桁＋2桁繰り上がり1回加法（シンハラ語版） https://www.youtube.com/watch?v=i3JxB1w4Koc

数と計算 小2＿3桁＋2桁繰り上がり2回加法（シンハラ語版） https://www.youtube.com/watch?v=IUoe_JmEf20

数と計算 小2＿3桁＋2桁繰り上がりなし加法（シンハラ語版） https://www.youtube.com/watch?v=0oLeSK3Ac_Y

数と計算 小2＿3桁＋3桁繰り上がり1回加法（シンハラ語版） https://www.youtube.com/watch?v=FlvZOxpr9BE

数と計算 小2＿3桁＋3桁繰り上がりなし加法（シンハラ語版） https://www.youtube.com/watch?v=RWcWrYy9dCs

数と計算 小2＿3桁－2桁繰り下がり1回減法②（シンハラ語版） https://www.youtube.com/watch?v=m3GjrzJd2W0

数と計算 小2＿3桁－2桁繰り下がり2回減法（シンハラ語版） https://www.youtube.com/watch?v=QxFKdBu8QQk
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数と計算 小3＿そろばん＿1桁＋1桁繰り上がりあり加法（シンハラ語版） https://www.youtube.com/watch?v=cNRiBn7dNvM

数と計算 小３＿そろばん＿１桁＋1桁繰り上がりなし加法（シンハラ語版） https://www.youtube.com/watch?v=AoJsclTCk70

数と計算 小3＿そろばん＿１桁－1桁減法①（シンハラ語版） https://www.youtube.com/watch?v=XV-jBXJgzOE

数と計算 小3＿そろばん＿1桁－1桁減法②（シンハラ語版） https://www.youtube.com/watch?v=nkfg0wROd6E

数と計算 小3＿そろばん＿2桁＋1桁加法（シンハラ語版） https://www.youtube.com/watch?v=Tuo7oP-XvAs

数と計算 小3＿そろばん＿2桁＋2桁加法（シンハラ語版） https://www.youtube.com/watch?v=-FvLhq-HBtg

数と計算 小3＿そろばん＿2桁－2桁減法（シンハラ語版） https://www.youtube.com/watch?v=Ieema222Rcg

数と計算 小3＿そろばん＿数の置き方①（シンハラ語版） https://www.youtube.com/watch?v=xxI6SWHo1mM

数と計算 小3＿小数1位＋整数加法（シンハラ語版） https://www.youtube.com/watch?v=ZIx9EsBA1ho

数と計算 小3＿小数1位－小数1位減法（シンハラ語版） https://www.youtube.com/watch?v=2UsCG2CoQdQ

数と計算 小3＿小数1位－小数2位減法（シンハラ語版） https://www.youtube.com/watch?v=5qH_v-S-3h4

数と計算 小3＿小数1位－整数減法（シンハラ語版） https://www.youtube.com/watch?v=8roniv5wOK8

数と計算 小3＿整数＋小数1位加法（シンハラ語版） https://www.youtube.com/watch?v=7eMZ39j4G6k

数と計算 小3＿整数ー小数1位減法（シンハラ語版） https://www.youtube.com/watch?v=qaWea4fEbZA

数と計算 小3＿分数のひき算＿同分母の計算（シンハラ語版） https://www.youtube.com/watch?v=tJ5DGFK0aCk

数と計算 小4＿1桁÷1桁あまりあり除法（シンハラ語版） https://www.youtube.com/watch?v=JSuS_HdgBXc
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数と計算 小4＿1桁÷1桁あまりなし除法（シンハラ語版） https://www.youtube.com/watch?v=k_s02QrbKbw

数と計算 小4＿2桁÷1桁あまりあり除法（シンハラ語版） https://www.youtube.com/watch?v=JSuS_HdgBXc

数と計算 小4＿2桁÷1桁あまりなし除法（シンハラ語版） https://www.youtube.com/watch?v=hTHDu9t9GDw

数と計算 小5＿分数のたし算＿異分母の計算（シンハラ語版） https://www.youtube.com/watch?v=uj81FVEFVm0

数と計算 小5＿分数のひき算＿異分母の計算（シンハラ語版） https://www.youtube.com/watch?v=WpL7NeMwOho

数と計算 小6＿逆数 逆数を理解する（シンハラ語版） https://www.youtube.com/watch?v=96cSeHpeW7Y

数と計算 小6＿分数＿分数どうしのかけ算（シンハラ語版） https://www.youtube.com/watch?v=U9JdF_4tc7Y

数と計算 小6＿分数のかけ算＿計算の仕方①（シンハラ語版） https://www.youtube.com/watch?v=QytWt3QVyh4

数と計算 小6＿分数のかけ算＿計算の仕方②（シンハラ語版） https://www.youtube.com/watch?v=C5fe0ZmCVsE&t=70s

数と計算 小6＿分数のかけ算＿式の立て方（シンハラ語版） https://www.youtube.com/watch?v=zJVLpeyFtc0

数と計算 小6＿分数のわり算＿概念＿シンガポール（シンハラ語版） https://www.youtube.com/watch?v=K7HkJIdn4ww

数と計算 小6＿分数のわり算＿概念＿面積図（シンハラ語版） https://www.youtube.com/watch?v=uV50mysFUcw

数と計算 小6＿分数のわり算＿計算の仕方（シンハラ語版） https://www.youtube.com/watch?v=GHO7PlrUHfs&t=18s

図形 小6＿角柱と円柱の体積＿円柱の体積（シンハラ語版） https://www.youtube.com/watch?v=TZbhkYmqRdI

図形 小6＿角柱と円柱の体積＿角柱の体積（シンハラ語版） https://www.youtube.com/watch?v=PDBOLuc0Zjk

図形 小6＿対称な図形＿三角形（シンハラ語版） https://www.youtube.com/watch?v=_orTzTHyPns
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変化と関係 小6＿速さ＿速さの求め方（シンハラ語版） https://www.youtube.com/watch?v=D1olRPqaD7Y

変化と関係 小6＿比＿比の計算（シンハラ語版） https://www.youtube.com/watch?v=9qUsZud2xyA
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