
6/１（月） 6/２（火） 6/３（水） 6/４（木） 6/５（金）

１時間目

(8:30-9:10)

(12:20-13:00) コロナについて 開港の話・きくなのまち きつつきの商売 きつつきの商売 九九を見なおそう

２時間目

(9:10-9:50)

(13:00-13:40) 自こしょうかいカードを書こう 九九を見なおそう 九九を見なおそう チョウをそだてよう きつつきの商売

３時間目

(10:00-10:40)

(13:50-14:30) どきん きつつきの商売 たねをまこう 九九を見なおそう 漢字スキル

４時間目

(10:40-11:20)

(14:30-15:10) 九九を見なおそう 生き物をさがそう 漢字スキル 漢字スキル 体つくり運動

持ち物
振り返りカード
臨時休業中の課題

お道具箱・地図帳
漢字スキル

わたしたちの横浜
漢字スキル

書写
漢字スキル

体育読本
漢字スキル

家庭学習 音読(どきん)
九九カード

音読(きつつきの商売)
九九カード
漢字練習｢意｣｢味｣｢漢｣

音読(きつつきの商売)
九九カード・書写プリント
漢字練習｢調｣｢由｣｢温｣

音読(きつつきの商売)
九九カード
漢字練習｢酒｣｢問｣｢題｣｢章｣

音読(きつつきの商売)
九九カード・日記
書写プリント

連絡事項
学校保管の教科書について(持ち物に書いておりますが、分散登校中に集めます。）
地図帳、わたしたちの横浜、書写、体育読本、道徳、英語、音楽、笛星人、保健

学活 算数 算数 理科 国語

国語 国語 理科 算数 国語

算数 理科 国語 国語 体育

　　３年　１組

学活 社会 国語 国語 算数

登校時間　A 8:10-8:20　　　B 12:00-12:10



6/１（月） 6/２（火） 6/３（水） 6/４（木） 6/５（金）

１時間目

(8:30-9:10)

(12:20-13:00) コロナについて 開港の話・きくなのまち 九九を見なおそう 漢字スキル 漢字スキル

２時間目

(9:10-9:50)

(13:00-13:40) 自こしょうかいカードを書こう きつつきの商売 漢字スキル きつつきの商売 九九を見なおそう

３時間目

(10:00-10:40)

(13:50-14:30) どきん 生き物をさがそう きつつきの商売 九九を見なおそう チョウをそだてよう

４時間目

(10:40-11:20)

(14:30-15:10) 九九を見なおそう 九九を見なおそう 体つくり運動 たねをまこう きつつきの商売

持ち物
振り返りカード
臨時休業中の課題

お道具箱・地図帳
漢字スキル

わたしたちの横浜
漢字スキル
なわとび

書写
漢字スキル

体育読本
漢字スキル

家庭学習 音読(どきん)
九九カード

音読(きつつきの商売)
九九カード
漢字練習｢意｣｢味｣｢漢｣

音読(きつつきの商売)
九九カード・書写プリント
漢字練習｢調｣｢由｣｢温｣

音読(きつつきの商売)
九九カード
漢字練習｢酒｣｢問｣｢題｣｢章｣

音読(きつつきの商売)
九九カード・日記
書写プリント

連絡事項

　　３年　２組
登校時間　A 8:10-8:20　　　B 12:00-12:10

学活 社会 算数 国語 国語

学校保管の教科書(持ち物に書いておりますが、分散登校中に集めます。）
地図帳、わたしたちの横浜、書写、体育読本、道徳、英語、音楽、笛星人、保健

学活 国語 国語 国語 算数

国語 理科 国語 算数 理科

算数 算数 体育 理科 国語



登校時間　A 8:10-8:20　　　B 12:00-12:10

6/１（月） 6/２（火） 6/３（水） 6/４（木） 6/５（金）

１時間目

(8:30-9:10)

(12:20-13:00) コロナについて 開港の話・きく名のまち きつつきの商売 九九を見なおそう きつつきの商売

２時間目

(9:10-9:50)

(13:00-13:40) 自こしょうかいカードを書こう きつつきの商売 九九を見なおそう きつつきの商売 九九を見なおそう

３時間目

(10:00-10:40)

(13:50-14:30) どきん 九九を見なおそう たねをまこう チョウをそだてよう 漢字スキル

４時間目

(10:40-11:20)

(14:30-15:10) 九九を見なおそう 体つくり運動 たねをまこう 漢字スキル たねをまこう

持ち物
振り返りカード
臨時休業中の課題

お道具箱・地図帳
なわとび

わたしたちの横浜
漢字スキル

書写
漢字スキル

体育読本
漢字スキル

家庭学習 音読(どきん)
九九カード

音読(きつつきの商売)
九九カード
漢字練習｢意｣｢味｣｢漢｣

音読(きつつきの商売)
九九カード・書写プリント
漢字練習｢調｣｢由｣｢温｣

音読(きつつきの商売)
九九カード
漢字練習｢酒｣｢問｣｢題｣｢章｣

音読(きつつきの商売)
九九カード・日記
書写プリント

連絡事項

国語

　　３年　３組

学活 社会 国語 算数

学校保管の教科書(持ち物に書いておりますが、分散登校中に集めます。）
地図帳、わたしたちの横浜、書写、体育読本、道徳、英語、音楽、笛星人、保健

学活 国語 算数 国語 算数

国語 算数 理科 理科 国語

算数
体育

(着がえなし)
理科 国語 理科



6/１（月） 6/２（火） 6/３（水） 6/４（木） 6/５（金）

１時間目

(8:30-9:10)

(12:20-13:00) コロナについて 開港の話・きく名のまち 体つくり運動 九九を見なおそう 漢字スキル

２時間目

(9:10-9:50)

(13:00-13:40) 自こしょうかいカードを書こう 生き物をさがそう 漢字スキル きつつきの商売 九九を見なおそう

３時間目

(10:00-10:40)

(13:50-14:30) どきん きつつきの商売 九九を見なおそう たねをまこう きつつきの商売

４時間目

(10:40-11:20)

(14:30-15:10) 九九を見なおそう 九九を見なおそう きつつきの商売 漢字スキル チョウをそだてよう

持ち物
振り返りカード
臨時休業中の課題

お道具箱・地図帳 わたしたちの横浜
漢字スキル

書写
漢字スキル

体育読本
漢字スキル

家庭学習 音読(どきん)
九九カード

音読(きつつきの商売)
九九カード
漢字練習｢意｣｢味｣｢漢｣

音読(きつつきの商売)
九九カード・書写プリント
漢字練習｢調｣｢由｣｢温｣

音読(きつつきの商売)
九九カード
漢字練習｢酒｣｢問｣｢題｣｢章｣

音読(きつつきの商売)
九九カード・日記
書写プリント

連絡事項

　　３年　４組
登校時間　A 8:10-8:20　　　B 12:00-12:10

学活 社会
体育

(着がえなし)
算数 国語

学校保管の教科書(持ち物に書いておりますが、分散登校中に集めます。）
地図帳、わたしたちの横浜、書写、体育読本、道徳、英語、音楽、笛星人、保健

学活 理科 国語 国語 算数

国語 国語 算数 理科 国語

算数 算数 国語 国語 理科


