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コンテンツ名 URL

中＿国語科古典詩仙堂（日本語版） https://youtu.be/WPNUOxuh5n0

中＿国語科＿古典＿北野天満宮曲水の宴１ https://youtu.be/ubbo2gTHBPU

中＿国語科＿古典＿北野天満宮曲水の宴２ https://youtu.be/Pvf4QawFD6Y

中＿国語科＿古典＿和歌 https://youtu.be/525DvFFnX_Y

中＿国語科＿古典＿漢詩 https://youtu.be/I1i_GzZUALI

中＿国語科＿古典＿仁和寺と文学＿総集篇 https://youtu.be/VHlJvL4Bc1A

中＿国語科＿古典＿仁和寺と文学＿桜篇 https://youtu.be/LcN9rJz5SCk

中＿国語科＿古典＿仁和寺と文学＿御殿篇 https://youtu.be/LScMiRP9YbY

中＿国語科＿古典＿01 曲水の宴 PV https://youtu.be/HBbYWrrpr9w

中＿国語科＿古典＿02 曲水の宴　インタビュー篇 https://youtu.be/KZXK2QA-SFs

中＿国語科＿古典＿03 曲水の宴　文法篇 https://youtu.be/uphn6niJ_R8

中＿国語科＿古典＿04 曲水の宴　解説編 https://youtu.be/UaqTDIfn4z4

小5＿社会科日本の農業北山杉１（日本語版） https://youtu.be/xGC6VwHNPKM

小5＿社会科日本の農業北山杉２（日本語版） https://youtu.be/OxzX5UGcXK4

小5＿社会科日本の農業野菜の収穫（日本語版） https://youtu.be/maiDonUgXBc

小5＿社会科日本の農業野菜の販売（日本語版） https://youtu.be/UR_XUBM-BaQ

小6＿社会科歴史藤森神社紹介（日本語版） https://youtu.be/BqabRqph92o
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小6＿社会科歴史藤森神社節分祭１（日本語版） https://youtu.be/MfguaGbiSIA

小6＿社会科歴史藤森神社節分祭２（日本語版） https://youtu.be/sFtfB1Parpw

小5＿社会科日本の農業様々な栽培植物（日本語版） https://youtu.be/Zme9siBLMwA

小5＿社会科日本の農業サツマイモ植え１（日本語版） https://youtu.be/ugZssB_tpQ4

小5＿社会科日本の農業田植え（日本語版） https://youtu.be/Yud8Y33ZZsc

小5＿社会科日本の農業餅つき（日本語版） https://youtu.be/0IJ-1eUnnK0

小5＿社会科日本の農業サツマイモ植え２（日本語版） https://youtu.be/pDH1vOMmtrI

小5＿社会科日本の農業稲刈り①（日本語版） https://youtu.be/jedoIps3d0w

小5＿社会科日本の農業稲刈り②（日本語版） https://youtu.be/2wb2A7ijgE8

小＿社会科京都の和雑貨・お土産・贈り物① https://youtu.be/OuwVytvYAuI

小＿社会科京都の和雑貨・お土産・贈り物② https://youtu.be/Q7KpQPCTbAA

中＿社会科＿日本の地域的特色＿伏見十石舟① https://youtu.be/lI2nlac9gzY

中＿社会科＿日本の地域的特色＿伏見十石舟② https://youtu.be/6AVLLE9SgVA

中＿社会科＿日本の地域的特色＿伏見十石舟③ https://youtu.be/DpnvnTAjx6w

中＿社会科＿日本の地域的特色＿伏見十石舟④ https://youtu.be/eevCn7nZfro

中＿社会科＿日本の地域的特色＿御香宮神社① https://youtu.be/YJXWFifRqG0

中＿社会科＿日本の地域的特色＿御香宮神社② https://youtu.be/UH46TZblnHM
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中＿社会科＿日本の地域的特色＿御香宮神社③ https://youtu.be/xOA4YRumA1k

中＿社会科＿日本の地域的特色＿御香宮神社④ https://youtu.be/MxD-xAR3YCA

中＿社会科＿日本の地域的特色＿月桂冠大倉記念館① https://youtu.be/gJFYOBQYLRY

中＿社会科＿日本の地域的特色＿月桂冠大倉記念館② https://youtu.be/UlVAP0loz_g

中＿社会科＿日本の地域的特色＿寺田屋 https://youtu.be/jlFkj5RfvIk

中＿社会科＿日本の地域的特色＿伏見魚三楼 https://youtu.be/SA9l12kUJMc

中＿社会科＿日本の地域的特色＿伏見欣浄寺 https://youtu.be/8yhmx-9FE_k

中＿社会科＿日本の地域的特色＿伏見橦木町 https://youtu.be/WTFT_fmCSrI

小6＿社会科＿日本の歴史＿清水寺 https://youtu.be/JQiEPbpBo6M

小6＿社会科＿日本の歴史＿伏見桃山城 https://youtu.be/f4T6XarKSsE

小6＿社会科＿日本の歴史＿西本願寺 https://youtu.be/wQhMZOp_C08

小6＿社会科＿日本の歴史＿平安神宮 https://youtu.be/EFnWPVJr17U

小6＿社会科＿日本の歴史＿東寺 https://youtu.be/7qKpTmAzx2I

小5＿社会科＿日本の地理＿京都駅 https://youtu.be/6zLvVj7vFLQ

小6＿社会科＿歴史＿西本願寺① https://youtu.be/dFlmCamBcv4

小6＿社会科＿歴史＿西本願寺② https://youtu.be/h80rtLHOZLw

小6＿社会科＿歴史＿哲学の道 https://youtu.be/M2-MvwWPyQw
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小6＿社会科＿歴史＿銀閣寺① https://youtu.be/m7CUHv6zps0

小6＿社会科＿歴史＿銀閣寺② https://youtu.be/Kr3PyaJoHaY

小6＿社会科＿歴史＿銀閣寺③ https://youtu.be/TyHmh640SIE

小6＿社会科＿歴史＿上賀茂神社 https://youtu.be/uEMEhx-dm3c

小6＿社会科＿歴史＿今宮神社 https://youtu.be/xPZ7jmHyKyg

小6＿社会科＿歴史＿龍安寺① https://youtu.be/Sca7jwwpJUg

小6＿社会科＿歴史＿龍安寺② https://youtu.be/m2cvpcpXBnY

小6＿社会科＿歴史＿東本願寺 https://youtu.be/zcBNRqRDF1o

小6＿社会科＿歴史＿高桐院 https://youtu.be/an3gX-lIaMA

小6＿社会科＿歴史＿東福寺 https://youtu.be/RqL4vKi9Yp8

小6＿社会科＿歴史＿二寧坂・三寧坂 https://youtu.be/kIysE8uyRow

小6＿社会科＿歴史＿清水寺 https://youtu.be/tXOqe5ga0ps

小6＿社会科＿歴史＿京都国立博物館 https://youtu.be/7lwlhBZUWOs

中＿美術科鑑賞アールヌーボーの磁器 https://youtu.be/ELqXhHt44uM

中＿美術科鑑賞さわるコレクションとは https://youtu.be/66UCGCAodC8

中＿美術科鑑賞さわるコレクション実際① https://youtu.be/d7_3geyKanY

中＿美術科鑑賞さわるコレクション実際② https://youtu.be/Ls_m59uLr2w
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中＿美術科鑑賞さわるコレクション実際③ https://youtu.be/o4QSeUOF6es

中＿美術科鑑賞さわるコレクション実際④ https://youtu.be/f-3_d-g0g4I

中＿美術科鑑賞さわるコレクション実際⑤ https://youtu.be/TB1tA_DgdzI

小＿図画工作科＿陶芸＿風鈴 https://youtu.be/Oc0deVaHfQA

小＿図画工作科＿陶芸＿キャンドルポット https://youtu.be/AavOmyghSE8

小3＿音楽科＿リコーダーの持ち方（日本語版） https://youtu.be/QelRsaym4KE

小＿音楽科＿どんな音が出るかな？トーンチャイム https://youtu.be/FTCiE6kJZ6I

小3＿音楽科＿歌唱＿茶つみ 日本語版 https://youtu.be/kighEnxsJbw

中＿家庭科地域の食文化京漬物解説しば漬千枚漬 https://youtu.be/260WGnU2MTQ

中＿家庭科地域の食文化京漬物解説すぐき https://youtu.be/fJh4sknfN0U

中＿家庭科地域の食文化京漬物実演千枚漬１（皮むき） https://youtu.be/lS8O_9uEiVs

中＿家庭科地域の食文化京漬物実演千枚漬２（スライス） https://youtu.be/-5vGSgSG0Eo

中＿家庭科地域の食文化京漬物実演千枚漬３（下漬け・本漬け） https://youtu.be/eqLLv1cd61s

中＿家庭科地域の食文化京漬物実演千枚漬４（説明） https://youtu.be/RRMv9hc9rgA

家庭科地域の食文化（京風雑煮） https://youtu.be/L-qUuIlmIIE

家庭科混合だしの作り方 https://youtu.be/48H731apisI

家庭科材料の切り方１ https://youtu.be/PetDh6eoRws
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家庭科材料の切り方２ https://youtu.be/uDqGtsup9oc

家庭科材料の切り方３ https://youtu.be/URaq403ORds

中＿家庭科＿住居＿町家解説① https://youtu.be/1yS44PEzj0k

中＿家庭科＿住居＿町家解説② https://youtu.be/ny8ItmruNdQ

中＿家庭科＿住居＿町家解説③ https://youtu.be/K7eU01q1uco

中＿家庭科＿住居＿町家解説④ https://youtu.be/mLg0e7n3k1A

中＿家庭科＿住居＿町家外観解説 https://youtu.be/u6beSkCXqJ0

中＿家庭科＿住居＿町家内観解説① https://youtu.be/4UGjxYEMYAc

中＿家庭科＿住居＿町家内観解説② https://youtu.be/3WraCrq50kE

中＿家庭科＿衣食住の生活＿生活を豊かにするための布① https://youtu.be/hjD0E_TaCco

中＿家庭科＿衣食住の生活＿生活を豊かにするための布② https://youtu.be/2mo0UCu77Eg

中＿家庭科＿地域の食文化＿おたべ➀ https://youtu.be/9XHVARTk1dw

中＿家庭科＿地域の食文化＿おたべ② https://youtu.be/KKLiInlOBOg

中＿家庭科＿地域の食文化＿おたべ③ https://youtu.be/LJ_xz1Y8_Ks

中＿家庭科＿地域の食文化＿おたべ④ https://youtu.be/-v4zKu08IEc

中＿家庭科＿地域の食文化＿おたべ⑤ https://youtu.be/vmB_Fx6nQu8

中＿家庭科＿地域の食文化＿おたべ⑥ https://youtu.be/SLFjMBmrYQs
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中＿家庭科＿地域の食文化＿おたべ⑦ https://youtu.be/90xLQKqQDyM

中＿家庭科＿地域の食文化＿あぶり餅 https://youtu.be/cspnZZIH8Kg

中＿技術科材料と加工の技術ミニ門松づくり https://youtu.be/xYbMPLmXX2k

中＿技術科材料と加工の技術門松づくり１ https://youtu.be/3jDB3Gzq7Ys

中＿技術科材料と加工の技術門松づくり２ https://youtu.be/0I8V8V5F5yk

中＿技術科材料と加工の技術門松づくり３ https://youtu.be/WNwAjquxpQo

中＿技術科材料と加工の技術門松づくり４ https://youtu.be/oQfSjLO_-nw

中1＿材料と加工の技術竹細工１ https://youtu.be/gXK-42oU5r8

中1＿材料と加工の技術竹細工２ https://youtu.be/1mXi5eJilHU

中＿技術科材料と加工の技術木材の切断と切削 https://youtu.be/kris4t-_iUc

中＿技術科材料と加工の技術木材の穴あけと組み立て https://youtu.be/QOCGP7DLfJg

中＿理科＿大地の成り立ちと変化①＿出町柳駅 https://youtu.be/2nz8BA757oE

中＿理科＿大地の成り立ちと変化②＿京都大学 https://youtu.be/oL-6ilSjpsM

中＿理科＿大地の成り立ちと変化③＿花折断層1 https://youtu.be/l54HpKPiAzI

中＿理科＿大地の成り立ちと変化④＿花折断層２ https://youtu.be/W1Fizc6DeB8

中＿理科＿大地の成り立ちと変化①＿吉田山１ https://youtu.be/2gN_rNxTcAY

中＿理科＿大地の成り立ちと変化⑥＿吉田山２ https://youtu.be/FWCJOOM6Iz0
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中＿理科＿大地の成り立ちと変化⑦＿吉田山３ https://youtu.be/ouH6_TyN8Nk

中＿理科＿大地の成り立ちと変化⑧＿吉田山４ https://youtu.be/0dtDchlFDgc

中＿理科＿大地の成り立ちと変化⑨＿吉田山５ https://youtu.be/WwFcAIxOK48

中＿理科＿大地の成り立ちと変化⑩＿真如堂 https://youtu.be/4Gjcf7zpQ2Y

中＿理科＿大地の成り立ちと変化⑪＿大文字山 https://youtu.be/DfH7UJ-b5As

中＿理科＿大地の成り立ちと変化⑫＿北白川 https://youtu.be/1Qa0MVVLsgU

小学校算数科おりがみいす https://youtu.be/p7n041jqJVk

小学校算数科おりがみとんとんすもう https://youtu.be/hxQjjHzSNqw

小学校算数科おりがみかぶと https://youtu.be/DAcE9wjRqLg

小学校算数科おりがみいえ https://youtu.be/uWEYIpiZhv4

小学校算数科おりがみだましぶね https://youtu.be/leV3FPfo2nI

小学校算数科おりがみきもの https://youtu.be/43ej4_po9_E

小学校算数科おりがみちょうちん https://youtu.be/xANb6gtJGck

小学校算数科おりがみあじさい https://youtu.be/kTeAOiLDRUs

小学校算数科おりがみふくすけ https://youtu.be/ZUDqlrM-B3A

小学校算数科おりがみやっこさん https://youtu.be/CB4b52Dcg8Y

小学校算数科おりがみヨット https://youtu.be/ubl0HZ_QV-c
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小学校算数科おりがみダイヤカット缶の図形の数 https://youtu.be/iXOuYv1ZA2Q

小学校算数科おりがみダイヤカット缶 https://youtu.be/v6boaCe280g

小学校算数科おりがみばった https://youtu.be/gHzjowe7o0I

小学校算数科おりがみうぐいす https://youtu.be/b08DS_hHDGg

小学校算数科おりがみさかな https://youtu.be/Sg2ljQtX3mg

中学校数学科おりがみ見本船 https://youtu.be/tJiUQhUOxQE

中学校数学科おりがみ見本船の体積の求め方 https://youtu.be/fW0dePizzaE

中学校数学科おりがみ改良船 https://youtu.be/lLxPqEZUzz4

中学校数学科おりがみ見本船に積載する重りの求め方 https://youtu.be/LgLv0EGR75A

中＿英語科コミュニケーション＿伏見稲荷① https://youtu.be/E9BTnr0MoqM

中＿英語科コミュニケーション＿伏見稲荷② https://youtu.be/rpcUTKgmxcA

中＿英語科コミュニケーション＿伏見稲荷③ https://youtu.be/ny1wf_2eTQ0

中＿英語科コミュニケーション＿伏見稲荷④ https://youtu.be/BOC-WWWBArw

中＿英語科コミュニケーション＿東福寺① https://youtu.be/kAZdIToQBmY

中＿英語科コミュニケーション＿東福寺② https://youtu.be/Bt4qaSf4qvk

中＿英語科コミュニケーション＿東福寺③ https://youtu.be/isdhtT7YXrc
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