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藤の木小学校 学習課題例 一覧
２７日（月）

２８日（火）

【こくご】

１年

○１０せんちの ながさのなかに なまえをかいてみよう！（たて・よこ）
○「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！

２９日（水）

３０日（木）

【さんすう】

【せいかつのちゃれんじ】

○すうじのれんしゅう
５１～１００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① １２ぺーじと１３ぺーじを よもう！
１、２、３、４、５が、いくつといくつを いえるようにしよう。

○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！
○５ふんかんで おきがえが
できるかな？
○とけいで、じかんをみて、お
うちのひととやくそくして こう
どうしよう！

【ずこう】
○きょうかしょ１２ぺーじ 「ちょきちょきかざり」 かみをおったり、かさねたりして きってみよう！
※折り紙（金銀可、模様あり可）を折ったり、重ねたりして、はさみで切ってください。１０枚程度作ってください。（ファイルなどに入れて持たせてください。）

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。７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１１４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７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。

【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。８のだんをおぼえ
よう。【こくご】
「ことばあそびをしよう」 きょう
かしょ１２７ページ 「あいうえお」や
「あかさたな」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８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。

【国語】
４６ページ 漢字の広場
宝物を探しに出かけた、男の子のお話しを書きましょう。
「そこで」「けれども」などを使ってみましょう。

【国語＋社会】
○「もっと知りたい」
○「まちの様子」
通学路紹介のスピーチ練習

○「はかってみよう・長さ」
３０cmものさしを使って、家の中のいろいろなところをはかってみよう

４年

・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
・理科…教科書P２１「天気の決
め方」と「気温のはかり方」を
ノートに書く

・健康観察＆ストレッチ
・音読…国語P３８～P３９「春の
楽しみ」
・国語…「春の楽しみ」を読ん
で、春の行事について調べ、
ノートに書く
・漢字…国語の教科書P１５２を
見て 「照・熱・府 」を練習する

○「もっと知りたい」 「まちの様子」 通学路紹介のスピーチ練習

【算数・理科】 ○「くらべてみよう・重さ」 ★手で調べよう
・ ランドセルに入る物の中で一番重い物と軽い物は何だろう？
・１円玉１０こ分とおなじ重さのものをさがしてみよう

・健康観察＆ストレッチ
・音読…国語P３８～P３９「春の
楽しみ」
・漢字…国語の教科書P１５２を
見て 「照・熱・府」を練習する
・社会…地図帳P７～P８を読ん
でP８のトライ！にチャレンジす
る

【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。９のだんをおぼえ
よう。【こくご】
「ことばあそびをしよう」 きょう
かしょ１２８ページ こえにだして、
たのしくよみましょう。

【国語＋社会】

３年
【算数】

５月１日（金）

・健康観察＆ストレッチ
・音読…道徳P１４～P１７「ぼく
のへんしん」
・漢字…国語の教科書P１５２を
見て 「児・関・辞」 を練習する
・社会…地図帳P９～P１０を読
んでP１０トライ！にチャレンジ
する

【社会】 「まちの様子」
みんなが使う場所はどこです
か。
社会のノートに書きだしま
しょう。 京急ストア 郵便局
など

・健康観察＆ストレッチ
・音読…道徳P１４～P１７「ぼく
のへんしん」
・漢字…国語の教科書P１５２を
見て 「児・関・辞」 を練習する
・社会…地図帳P１１～P１２を
読んでP１２のトライ！にチャレ
ンジする

算数・・・３年（下）の教科書「しあげのもんだい」P１９、P３２、P４５、P５８、P６６、P８０～８１、P９２にチャレンジする
○健康観察＆ストレッチ

○健康観察＆ストレッチ

○健康観察＆ストレッチ

○国語５ Ｐ６７音読「平家物語」

５年

６年

○健康観察＆ストレッチ

○健康観察＆ストレッチ

○国語５ Ｐ６８音読「徒然草」
○国語５ Ｐ６９音読「おくのほそ道」
P１２３「漢字の広場」教科書に読み方
○社会 「都道府県」を漢字で覚えよ を書き込みましょう。
○社会 「都道府県」を漢字で覚えよ
う。
う。
○理科「雲の観察」※教科書の後ろに
○理科「雲の観察」※教科書の後ろに ついている雲の観察カードを見よう
○理科「雲の観察」※教科書の後ろに
ついている雲の観察カードを見よう
①その日に見つけた雲の名前をノート ついている雲の観察カードを見よう
①その日に見つけた雲の名前をノート に記録しよう。
①その日に見つけた雲の名前をノート
に記録しよう。
②朝・夕方の天気を記録しよう。
に記録しよう。
②朝・夕方の天気を記録しよう。
②朝・夕方の天気を記録しよう。

○国語５ Ｐ６７音読「平家物語」
○国語５ Ｐ６６音読「竹取物語」
P１３６「漢字の広場」教科書に読み方
○社会 「都道府県」を漢字で覚えよ
を書き込みましょう。
う。

・健康観察＆ストレッチ
・音読 … ⑥「笑うから」「時計の
時間」
・漢字 … ⑥Ｐ．３０２
・国語 … ⑥教科書Ｐ．１４０「漢
字の広場③」をノートに
・音楽 … リコーダー

・健康観察＆ストレッチ
・音読 … ⑥「笑うから」「時計の
時間」
・漢字 … ⑥Ｐ．３０５
・国語 … ⑥Ｐ．１６２「漢字の広
場④」をノートに
・音楽 … リコーダー

・健康観察＆ストレッチ
・音読 … ⑥「笑うから」「時計の
時間」
・漢字 … ⑥Ｐ．３０３
・算数 … ⑥Ｐ．８９
・音楽 … リコーダー

・健康観察＆ストレッチ
・音読 … ⑥「笑うから」「時計の
時間」
・漢字 … ⑥Ｐ．３０４
・国語 …⑥Ｐ．３６の□の中に
あてはまる漢字を書く
・音楽 … リコーダー

○理科「雲の観察」※教科書の後ろに
ついている雲の観察カードを見よう
①その日に見つけた雲の名前をノート
に記録しよう。
②朝・夕方の天気を記録しよう。

○理科「雲の観察」※教科書の後ろに
ついている雲の観察カードを見よう
①その日に見つけた雲の名前をノート
に記録しよう。
②朝・夕方の天気を記録しよう。

・健康観察＆ストレッチ
・音読 … ⑥「笑うから」「時計の
時間」
・漢字 … ⑥Ｐ．２９７
・算数 … ⑥Ｐ．１１９（1⃣はやら
なくてよい）
・音楽 … リコーダー

音読 ・・・「笑うから楽しい」「時計の時間と心の時間」を読んで、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。

【こくご】
①プリント１枚(スキル１～３ページ)

こんなこともできるかな？
★「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】

個別級

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）
②教科書を見てみよう

★すうじのれんしゅう
【○○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

○早寝早起きをしよう

せいりせいとん

○整理整頓をしよう

おてつだい

うち

ひと

そうだん

○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】

