
４月２０日（月） ２１日（火） ２２日（水） ２３日（木） ２４日（金）

１年

２年

【さんすう】
おうちのひとにおしえてもらって
九九をおぼえよう。１のだん・２
のだんをおぼえよう。
※かけ算の仕組みは学校で学
習します。言い回しを覚えさせ
てください。
　【こくご】
　「しょしゃ」４ページから７ペー
ジ

【さんすう】
おうちのひとにおしえてもらって
九九をおぼえよう。３のだん・４
のだんをおぼえよう。
【こくご】
「しょしゃ」８ページ・９ページ

【さんすう】
おうちのひとにおしえてもらって
九九をおぼえよう。１のだんから
４のだんまでいえるようになろ
う。
【こくご】
「きょうのできごと」　きょうかしょ
３２ページ・３３ページをよんで、
ノートに日記を書いてみよう。

【さんすう】
おうちのひとにおしえてもらって
九九をおぼえよう。５のだん・６
のだんをおぼえよう。
【こくご】
「かんじのひろば」　きょうかしょ
６２ページ　１年生でならったか
ん字をつかって、ノートに文をつ
くりましょう。

【さんすう】
おうちのひとにおしえてもらって
九九をおぼえよう。１のだんから
６のだんまでいえるようになろ
う。
【こくご】
「きょうのできごと」　きょうので
きごとを思い出して、ノートに日
記を書きましょう。

３年

４年

・健康観察＆ストレッチ
・音読…道徳の教科書P４～P８
を読む
・漢字…国語の教科書P１５２を
見て「信・達・飛」　を練習する
・３年算数(下）の教科書P１０９
の「かたちであそぼう」をやる

・健康観察＆ストレッチ
・音読…道徳の教科書P１０～P
１３を読む
・漢字…国語の教科書P１５２を
見て　「信・達・飛　」を練習する
・３年算数(下）の教科書P１１０
～P１１１をよ～く考えてやる

・健康観察＆ストレッチ
・音読…社会３・４（下）の教科
書P１０８～P１１１を読む
・漢字…国語の教科書P１５２を
見て　「席・建・菜」　を練習する
・４年算数(上）の教科書P８を見
て教科書に答えを記入する

・健康観察＆ストレッチ
・音読…社会３・４（下）の教科
書P１１２～P１１５を読む
・漢字…国語の教科書P１５２を
見て　「席・建・菜」　を練習する
・４年理科の教科書P１06の「理
科室の約束」をノートにうつす

・健康観察＆ストレッチ
・音読…国語P１４０～「やまね
こ、おことわり」を読む
・漢字…国語の教科書P１５２を
見て　「例・料・良」　を練習する
・４年理科の教科書P１０７の
「実験をするときは」をノートにう
つし、下の絵のまちがいさがし
をする（答えは６こ）

５年

○健康観察＆ストレッチ

○算数４下　ｐ７６・７７「どんな計算
になるのかな」

○国語５「これまでに習った漢字」
Ｐ283の中でわすれてしまった漢
字、もう１度勉強したい漢字を１行
ずつ練習する。
　学習に用いる言葉の予習
Ｐ２９５　　根拠

○健康観察＆ストレッチ

○国語５　音読「かんがえるのって
おもしろい」
「これまでに習った漢字」Ｐ28４の中
でわすれてしまった漢字、もう１度
勉強したい漢字を１行ずつ練習す
る。
　学習に用いる言葉の予習
Ｐ２９５　　山場

○健康観察＆ストレッチ

○算数４下　Ｐ９「計算のきまり」教
科書に答えを書き込む。

○国語５　音読「かんがえるのって
おもしろい」
「これまでに習った漢字」Ｐ284の中
でわすれてしまった漢字、もう１度
勉強したい漢字を１行ずつ練習す
る。

○健康観察＆ストレッチ

○算数４下　Ｐ１８「広さを調べよう」
ノートに書きましょう。

○国語５　Ｐ３６・３７音読「春の空」
・Ｐ４４「漢字の広場」教科書に読み
方を書き込みましょう。

○社会Ｐ９　やってみよう
エ・クの(　　　　)に書き込もう。

○健康観察＆ストレッチ

○国語５　Ｐ６６音読「竹取物語」

○社会　　Ｐ９　やってみよう
海外の世界遺産や名所を３つ以上
みつけて、ノートに書こう。
①世界遺産や名所の名前　②大陸
名　③国名　④近くの海洋名
☆できる人は、どんなところなのか
調べてかこう。

６年

・健康観察＆ストレッチ
・音読 … ⑥帰り道
・漢字 … ⑥Ｐ．２９７
・国語 … ⑥教科書Ｐ．４４「漢
字の広場①」をノートに
・音楽 … リコーダー

・健康観察＆ストレッチ
・音読 … ⑥帰り道
・漢字 … ⑥Ｐ．２９８
・算数 … ⑥Ｐ．３３
・音楽 … リコーダー

・健康観察＆ストレッチ
・音読 … ⑥帰り道
・漢字 … ⑥Ｐ．２９９
・社会 … Ｐ．１０～２９を読ん
で、Ｐ．３０～３１の(　　)に言葉
を入れる
・音楽 … リコーダー

・健康観察＆ストレッチ
・音読 … ⑥帰り道
・漢字 … ⑥Ｐ．３００
・国語 … ⑥Ｐ．１０２「漢字の広
場②」をノートに
・音楽 … リコーダー

・健康観察＆ストレッチ
・音読 … ⑥帰り道
・漢字 … ⑥Ｐ．３０１
・算数 … ⑥Ｐ．５３（ ４ はやら
なくてよい）
・音楽 … リコーダー
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【こくご】
○「おなまえ じょうずに かけるかな？よこにかく なまえに ちょうせん」

○「ひらがな５０おん」が すらすら いえるようになろう！

○どくしょ（ほんをよむこと） いろいろな ほんを よもう！

【さんすう】
○すうじのれんしゅう

１～５０までのすうじが すらすら いえるようになろう！

○きょうかしょ② １０８ぺーじを よもう！

「なんじなんぷん」 とけいが よめるようになろう！

【ずこう】
○きょうかしょ１０ぺーじ 「すきなものなあに」 すきなものを えに かいてこよう！

※１０ｃｍ×１０ｃｍの白い画用紙（普通紙も可）のカードに、好きなものを描いて、色鉛筆やクーピー、クレパスなどで着色したカードを１０枚程描いてください。

【せいかつのちゃれん

じ】
○２５ふんかんで、ごはん

がたべおわるかな？しょっ

きの おかたづけもしてみよ

う！

○ただしい えんぴつの も

ちかたが できるかな？

○５ふんかんで おきがえ

が できるかな？

【こくご】 こんなこともできるかな？

①プリント１枚(スキル１～３ページ) ★「おなまえ じょうずに かけるかな？よこにかく なまえに ちょうせん」

②読書・・・・いろいろ読んでみよう⁉ ★「ひらがな５０おん」が すらすら いえるようになろう！

【さんすう】 こんなこともできるかな？
①プリント１枚（スキル１～２ページ） ★すうじのれんしゅう

②教科書を見てみよう 【○○までのすうじが すらすら いえるようになろう！○○は自分で決めて⁉】

★「なんじなんぷん」 とけいが よめるようになろう！

【せいかつのチャレンジ】

はやねはやおき せいりせいとん おてつだい うち ひと そうだん

○早寝早起きをしよう ○整理整頓をしよう ○お手伝い【できることをお家の人と相談して、やってみよう】

音読 ・・・読んで、家の人にサインをもらいましょう。

漢字 ・・・教科書にのっている漢字の熟語を１行ずつ 丁寧に 練習しましょう。

算数 ・・・教科書の問題を、ノートにやりましょう。

音楽 ・・・「校歌」「Go The Distance」の練習をしましょう。

【国語】
○「きつつきの商売」 音読→ノートに感想をまとめよう

○新しい漢字 ２９ページ 左 に載っている漢字

「商から事」までの１１字をノートに練習する

【算数】
○「おぼえているかな」 教科書Ｐ２６、４７

復習＋予習の問題をやってみよう→答えはＰ１４９

【社会】
○「まちの様子」 通学路紹介

家から学校までの道にある目印を社会のノートに書きましょう。

どんな場所にあるか、ノートに文章で説明できるとよいです。

【国語＋社会】
○「もっと知りたい」

○「まちの様子」

通学路紹介の台本作り

家から学校までどんな道を

何を目印にしていけばよい

か、初めての人にもわかる

ように説明する文章を書きま

しょう。

【国語】

３５ページ 「漢字の広場」

絵の中の言葉を使って、動物のようすを文に書きましょう


