
1 年生用 

令和 2 年４月１４日 

第１学年保護者様 

                                      横浜市立都筑小学校 

    校長  髙松 一彦 

 

臨時休校延長に伴う学習内容と進め方について 

休校期間の延長に伴いまして、ご家庭でできる学習について学年ごとに一覧にしました。新学年の学習 

になりますので、参考になる動画などをご紹介します。（４月７日付けで配付しました『臨時休校期間中の 

学習保障のための動画配信のお知らせ』の動画視聴の仕方や『臨時休校中の学習プリント配付と学習の進め

方について』の学習動画サイトの紹介などをご確認のうえ、ご家庭での学習に生かしていただければと思い

ます。）尚、横浜市教育委員会からの動画配信は、随時配信していくとの通知がきていますのでぜひご活用

ください。何かご不明点などがありましたら、学校にお問い合わせいただけると幸いです。よろしくお願い

します。 

 ※学年ごとの学習内容は、参考にしていただけるとよい内容ですので、必ずやる必要はありません。 

  学校へ提出する必要はありませんが、学習する場合は、ノート（各教科のノートや自分のノート）など 

  に書いてもよいかと思います。各ご家庭でお子さんに適した学習方法などを工夫してみてください。 

     

◆国語・・・○P.１０～１１ いえにあるほんをよみましょう。 

○P.１４～１５ きょうかしょをみて、えんぴつのただしいもちかたを 

れんしゅうしましょう。 

 えんぴつで、せんをなぞってみましょう。 

       ○P.18～19    きょうかしょのえをみて、なんていうかかんがえて、いって 

               みましょう。いえのひととがっこうごっこをしてみましょう。 

○P.２2～２４ 「うたにあわせて あいうえお」をこえにだしてよんでみましょう。 

       ○P.２６～２７ 「あさのおひさま」をこえにだしてよんでみましょう。 

       ○はまっこ学習ドリル １，２，３，４，５、６、７、８，９、１０を 

              やってみましよう。 

      ○NHK for School「ことばドリル」「おはなしのくに」を視聴しましょう。 

◆書写・・・○P.２～７   きょうかしょをよんでやってみましょう。 

      ○P.８     せんをなぞってみましょう。 

      ○P.１０～１５ 「えんぴつでなぞろう」のところをなぞりましょう。 

◆算数・・・○P. 8・１6  すうじのかずをカードにあるまるに、あかいろでぬりましょう。 

○P. ９・１７  すうじのれんしゅうをしましょう。 

         ○P. １０・１８ もののかずをかぞえて、すうじをかいてみましょう。 

      ○P. １２・１３ いえのひとといっしょにやってみましょう。 

○はまっこ学習ドリル １，２，３，４，５、をやってみましよう。 

○NHK for School「さんすう犬」を視聴しましょう。 

◆生活・・・○いえでできるおてつだいをしましょう。 

 

※教育委員会からの配信動画は、音楽、図画工作、体育、特別活動、外国語などもあります。随時配信 

 予定ですので、お子さんの興味や関心のあるものを視聴し、調べたり、安全に配慮してやってみたり 

 してみるのもよいかと思います。 



２年生用 
令和 2 年４月１４日 

第２学年保護者様 
                                      横浜市立都筑小学校 

    校長  髙松 一彦 

臨時休校延長に伴う学習内容と進め方について 

休校期間の延長に伴いまして、ご家庭でできる学習について学年ごとに一覧にしました。新学年の学習 

になりますので、参考になる動画などをご紹介します。（４月７日付けで配付しました『臨時休校期間中の 

学習保障のための動画配信のお知らせ』の動画視聴の仕方や『臨時休校中の学習プリント配付と学習の進め

方について』の学習動画サイトの紹介などをご確認のうえ、ご家庭での学習に生かしていただければと思い

ます。）尚、横浜市教育委員会からの動画配信は、随時配信していくとの通知がきていますのでぜひご活用

ください。何かご不明点などがありましたら、学校にお問い合わせいただけると幸いです。よろしくお願い

します。 

 ※学年ごとの学習内容は、参考にしていただけるとよい内容ですので、必ずやる必要はありません。 

  学校へ提出する必要はありませんが、学習する場合は、ノート（各教科のノートや自分のノート）など 

  に書いてもよいかと思います。各ご家庭でお子さんに適した学習方法などを工夫してみてください。 

 ※ページは、新学年の教科書のものです。 

 

◆国語・・・○P２７、２９，３１の左下にある新出漢字を書き順に気を付けて練習しましょう。 

       画数や読み方は、P１５０に載っています。 

      ○P１３～２３ 「ふきのとう」を音読しましょう。P２３に載っている QR コード 

から工藤直子さんご自身を見ることができます。 

      ○NHK for School「ことばドリル」を視聴して、言葉のしくみを確かめましょう。 

 

◆算数・・・○保護者の方に「グラフ」「表」の意味を説明してもらいましょう。次に、P８のカー 

ドを１つずつ、選んだものには印をつけながら、P９のグラフに○を書いていきま 

しょう。次に、グラフの○の数を数えて、P９の表に数字を書きましょう。 

      ○P１０のグラフと表を見て、６つの吹き出しの質問に答えましょう。 

      ○P１１のしあげの問題に取り組みましょう。 

      ○NHK for School クリップ 算数 小１ にある６つのコンテンツを視聴して、 

1 年生の算数の復習をしましょう。 

 

◆生活・・・○散歩に出かけることがあったら、国語の教科書 P３０、３１や、せいかつ（下）の 

教科書 P４８～５１に出てくるような、春の植物や生き物を見つけて絵に描いてみ 

ましょう。絵とともに、気付いたことや、考えたことも書きましょう。 

      ※保護者の付き添いのもとでお願いします。 

      ※安全に気を付けて取り組んでください。 

      ※生き物や植物に触る前と、触った後に、手洗いやうがいを必ず行ってください。 

触っても大丈夫か分からない生き物や植物には触らないようにしましょう。 

      ○NHK for School「はるのすてき み～つけた」を視聴しましょう。 

 ※教育委員会からの配信動画は、音楽、図画工作、体育、特別活動、外国語などもあります。 

随時配信予定ですので、お子さんの興味や関心のあるものを視聴し、調べたり、安全に配 

慮してやってみたりしてみるのもよいかと思います。 



３年生用 
令和 2 年４月１４日 

第３学年保護者様 
                                      横浜市立都筑小学校 

    校長  髙松 一彦 

臨時休校延長に伴う学習内容と進め方について 

休校期間の延長に伴いまして、ご家庭でできる学習について学年ごとに一覧にしました。新学年の学習 

になりますので、参考になる動画などをご紹介します。（４月７日付けで配付しました『臨時休校期間中の 

学習保障のための動画配信のお知らせ』の動画視聴の仕方や『臨時休校中の学習プリント配付と学習の進め

方について』の学習動画サイトの紹介などをご確認のうえ、ご家庭での学習に生かしていただければと思い

ます。）尚、横浜市教育委員会からの動画配信は、随時配信していくとの通知がきていますのでぜひご活用

ください。何かご不明点などがありましたら、学校にお問い合わせいただけると幸いです。よろしくお願い

します。 

 ※学年ごとの学習内容は、参考にしていただけるとよい内容ですので、必ずやる必要はありません。 

  学校へ提出する必要はありませんが、学習する場合は、ノート（各教科のノートや自分のノート）など 

  に書いてもよいかと思います。各ご家庭でお子さんに適した学習方法などを工夫してみてください。 

※ページは、新学年の教科書のものです。 

 

◆国語・・・○P.1２～１３ 詩「どきん」を音読しましょう。 

○P.1５～２５ 物語文「きつつきの商売」を音読しましょう。 

      ○P.１５２  「どきん」「きつつきの商売」「図書館たんてい」「国語辞典を使おう」の新出

漢字を書き順を確かめて練習しましょう。 

      ○P.3２～3４「国語辞典を使おう」を読んで国語辞典の見方や見出し語の見つけ方を知りま

しょう。国語辞典をもっている人は、実際に使って１～３の問題に取り組みましょう。 

      ○P.36～37 「春のくらし」を音読しましょう。 

       

◆社会・・・ ○P .８～９   「わたしたちのまちと市『１．まちの様子』」を読み、四方位を覚えましょう。 

      ○P .２０～２１①「わたしたちのまちと市 『２．市の様子』」を読み、八方位を覚えましょ

う。②資料アを見て、横浜市の場所を確かめましょう。県内の知っている場所や行ったこと

がある場所を「横浜市の南にあるね。」など方位を使ってお家の人と話し合ってみましょう。

③学びのてびきを読み、横浜市の形を何か似ているものに例え、おおまかな形を覚えましょ

う。 

      ○P .４０地図記号を覚えましょう。 

 

◆算数・・・○P. 8  「 かけ算」 かけ算九九は、バラバラに言われても、答えが出せますか。九九カー

ドを使って復習しましょう。 

○P. 9～1４   ９より大きい数になっても、九九を使って考えることができますか。 

○P.11 下 九九表で隠れている数を見つける方法を 2 つ以上考えましょう。 

       ○P.20～21 じゃんけんゲームで、0 点のときや０回のときの得点を調べましょう。 

          

◆理科・・・○P.８  「生き物をさがそう」QR コードを読み取り自然の音を聞いてみましょう。 

      ○P.11  虫眼鏡の使い方を調べましょう。（QR コード読み取り） 

         ※虫眼鏡は学校で使います。 

      ○P.14  「たねをまこう」生活科でどんな植物を育てたか、QR コードを読み取り確認し

ましょう。 

QR コードで読み取ると、左上に目次があります。興味のあるところを開いて読んで      

みるのもいいですね。 

 
 ※教育委員会からの配信動画は、音楽、図画工作、家庭、体育、特別活動、総合的な学習の時間、外国語

などもあります。随時配信予定ですので、お子さんの興味や関心のあるものを視聴し、 
 調べたり、安全に配慮してやってみたりしてみるのもよいかと思います。 
 



４年生用 
令和 2 年４月１４日 

第 4 学年保護者様 
                                      横浜市立都筑小学校 

    校長  髙松 一彦 
   

  

臨時休校延長に伴う学習内容と進め方について 
 

休校期間の延長に伴いまして、ご家庭でできる学習について学年ごとに一覧にしました。新学年の学習 

になりますので、参考になる動画などをご紹介します。（４月７日付けで配付しました『臨時休校期間中の 

学習保障のための動画配信のお知らせ』の動画視聴の仕方や『臨時休校中の学習プリント配付と学習の進め

方について』の学習動画サイトの紹介などをご確認のうえ、ご家庭での学習に生かしていただければと思い

ます。）尚、横浜市教育委員会からの動画配信は、随時配信していくとの通知がきていますのでぜひご活用

ください。何かご不明点などがありましたら、学校にお問い合わせいただけると幸いです。よろしくお願い

します。 

 ※学年ごとの学習内容は、参考にしていただけるとよい内容ですので、必ずやる必要はありません。 

  学校へ提出する必要はありませんが、学習する場合は、ノート（各教科のノートや自分のノート）など 

  に書いてもよいかと思います。各ご家庭でお子さんに適した学習方法などを工夫してみてください。 

 ※ページは新しい教科書のものですが、社会科のみ３年生のときの教科書のものを記載しています。 

 

◆国語・・・○P.12～13 詩「春のうた」を音読しましょう。 

      ○P.15～25 物語「白いぼうし」を音読しましょう。 

             分からない言葉を国語辞典で調べて、ノートに書いてみましょう。 

      ○P.32～33 「漢字の組み立て」の配信動画を見て、教科書を読んだり、問題１に取り組ん

だりしましょう。 

      ○P.84～85 「短歌・俳句に楽しもう(一)」を音読しましょう。気に入ったものを選び、覚 

えて言ってみましょう。 

◆社会・・・○P .108～109 「わたしたちの県のまちづくり」の配信動画を見たり、教科書や地図帳を読 

んだりして、日本の中での神奈川県の位置や、県の様子 

(県庁所在地、地形の特ちょう、有名なものなど)を確かめましょう。 

また、できたら周りの都道府県なども調べて確かめてみましょう。 

○P.4～36   「事故・事件のないまちを目ざして」、「災害からまちを守るために」の配信動 

画を見たり、教科書やノートを読み返したりして、３年生のときの学習を復習 

しましょう。 

◆算数・・・○P. 8      今まで習ったことを使って、大きい数のしくみについて復習しましょう。 

○P. 9～1９   「１億より大きい数を調べよう」配信動画を見て、大きい数のしくみについて 

       確かめましょう。 

○はまっこ学習ドリル１ ２で問題に取り組んでみましょう。 

◆理科・・・○P.86～96 「ヒトの体のつくりと運動」配信動画を見て、教科書を読んでみましょう。 

       NHK for School 

        ○ふしぎがいっぱい（4年生）・・・「人の体が動くのは？」「動物の体」 

        ○ふしぎエンドレス（4年生）・・・「人のうでの中は？」 

「うではどうやって動く？」を視聴してみましょう。 

○Ｐ6～13「春の生き物」 教科書を読み、かんさつのやり方をかくにんして、 

             春の植物や動物をかんさつしてみましょう。かんさつしたこと

をノートにきろくしてみましょう。 

 ＮＨＫ for  School 

    ○ふしぎがいっぱい（4 年生）・・・「春がやってきた！」「春の一日」 

  ○ふしぎエンドレス（4 年生）・・・「春になると」「春の一日の変化」 

 ※教育委員会からの配信動画は、音楽、図画工作、家庭、体育、特別活動、総合的な学習の時間、外国語

などもあります。随時配信予定ですので、お子さんの興味や関心のあるものを視聴し、調べたり、安全 

に配慮してやってみたりしてみるのもよいかと思います。 



5 年生用 
令和 2 年４月１４日 

第 5 学年保護者様 
                                      横浜市立都筑小学校 

    校長  髙松 一彦 
 

臨時休校延長に伴う学習内容と進め方について 
 

休校期間の延長に伴いまして、ご家庭でできる学習について学年ごとに一覧にしました。新学年の学習 

になりますので、参考になる動画などをご紹介します。（４月７日付けで配付しました『臨時休校期間中の 

学習保障のための動画配信のお知らせ』の動画視聴の仕方や『臨時休校中の学習プリント配付と学習の進め

方について』の学習動画サイトの紹介などをご確認のうえ、ご家庭での学習に生かしていただければと思い

ます。）尚、横浜市教育委員会からの動画配信は、随時配信していくとの通知がきていますのでぜひご活用

ください。何かご不明点などがありましたら、学校にお問い合わせいただけると幸いです。よろしくお願い

します。 

 ※学年ごとの学習内容は、参考にしていただけるとよい内容ですので、必ずやる必要はありません。 

  学校へ提出する必要はありませんが、学習する場合は、ノート（各教科のノートや自分のノート）など 

  に書いてもよいかと思います。各ご家庭でお子さんに適した学習方法などを工夫してみてください。 

 ※ページは、新学年の教科書のものです。 

 
◆国語・・・○P.17～27 物語文「なまえつけてよ」を音読しましょう。 
      ○P.285   「なまえつけてよ」の新出漢字を書き順を確かめて練習しましょう。 
      ○P.34～35 「漢字の成り立ち」配信動画を見て、教科書を読んだり、問題１ ２ 

の漢字の成り立ちを漢字辞典を使って調べたりしましょう。 

      ○P.36～37 「春の空」枕草子や春の言葉や俳句を音読しましょう。 

       
◆社会・・・○P .8～17   「日本の国土と世界の国々」配信動画（「日本の国土とわたしたちの 

くらし」）を視聴し、教科書を見ながら日本の位置や国土のすがた、近くの国々な 
どをを確かめましょう。 

○P.14～17   日本のはしの島（東西南北それぞれのはし）を調べ、それぞれの島 
の特徴を調べましょう。 

○世界の国々の国旗、世界遺産、名所や名物をインターネットや本で調べたり、行き 
たい国や場所を決めて、ワールドツアー計画を立てたりしてみましょう。 

 
◆算数・・・○P. 8     今まで習ったことを使って、小数のしくみについて復習しましょう。 

○P. 9～13   「整数と小数のしくみをまとめよう」配信動画を見て、小数の数の 

 しくみについて確かめましょう。 
○はまっこ学習ドリル１ ２で問題に取り組んでみましょう。 

 
◆理科・・・○P.118～128 「ふりこのきまり」配信動画を見て、教科書を読んでみましょう。 
       NHK for School「ふりこのきまり」を視聴してみましょう。 

（実験は、学校で行います） 
      ○P. 7～ ９  「花のつくり」咲いている花を１つ取り、虫眼鏡で観察してみま 
       しょう。がくや花びらを外しながら、花のつくりを観察しましょう。めしべやお 
       しべ、花びら、がくなどがわかったらスケッチしてみましょう。 
 
 ※教育委員会からの配信動画は、音楽、図画工作、家庭、体育、特別活動、総合的な学習の時間、

外国語などもあります。随時配信予定ですので、お子さんの興味や関心のあるものを視聴し、 
 調べたり、安全に配慮してやってみたりしてみるのもよいかと思います。 
 
 



6 年生用 
令和 2 年４月１４日 

第 6 学年保護者様 
                                      横浜市立都筑小学校 

    校長  髙松 一彦 
 

臨時休校延長に伴う学習内容と進め方について 
 

休校期間の延長に伴いまして、ご家庭でできる学習について学年ごとに一覧にしました。新学年の学習 

になりますので、参考になる動画などをご紹介します。（４月７日付けで配付しました『臨時休校期間中の 

学習保障のための動画配信のお知らせ』の動画視聴の仕方や『臨時休校中の学習プリント配付と学習の進め

方について』の学習動画サイトの紹介などをご確認のうえ、ご家庭での学習に生かしていただければと思い

ます。）尚、横浜市教育委員会からの動画配信は、随時配信していくとの通知がきていますのでぜひご活用

ください。何かご不明点などがありましたら、学校にお問い合わせいただけると幸いです。よろしくお願い

します。 

 ※学年ごとの学習内容は、参考にしていただけるとよい内容ですので、必ずやる必要はありません。 

  学校へ提出する必要はありませんが、学習する場合は、ノート（各教科のノートや自分のノート）など 

  に書いてもよいかと思います。各ご家庭でお子さんに適した学習方法などを工夫してみてください。 

 ※ページは、新学年の教科書のものです。 

 

◆国語・・・○P.14．15  詩「春の河」「小景異情」 
P.18～29  物語文「帰り道」          の音読をしましょう。 

      ○P.18～29 「帰り道」の新出漢字を書き順を確かめて練習しましょう。 
      ○P.3６～3７ 「漢字の形と音・意味」配信動画を見て、教科書を読んだり、問題１ 

２を漢字辞典などを使って調べたりしましょう。 

      ○P.3８．39 「春のいぶき」にある俳句や節気の語句を音読し、春の句を作成しま
しょう。 

       
◆社会・・・○P .６～９    「ともに生きる暮らしと政治」配信動画を見たり、教科書を読んだり

して、オリンピックやパラリンピックの歴史や開催地、参加している選手の思いな
どを調べましょう。 

○P.1０～２１ 「憲法とわたしたちの暮らし」配信動画を見たり、教科書を読んだり
して、日本国憲法がどのようなものかを調べましょう。 

○P.２２～３１「憲法とわたしたちの暮らし」配信動画を見たり、教科書を読んだり
して、国会や内閣、裁判所、税金のはたらきについて調べましょう。 

 

◆算数・・・○P.９～21 「対称な図形」配信動画を見て、教科書を読んで対称な図形の性質を確
かめましょう。 

       ○教科書Ｐ.22 やはまっこ学習ドリル 13～16 で問題に取り組んでみましょう。 
 
◆理科・・・○P.8～23 「ものが燃えるしくみ」、教科書を読んでみましょう。 
       NHK for School「ふしぎがいっぱい①燃える②燃えると・・・」を視聴してみ

ましょう。 
（実験は、学校で行います）       
 

 ※教育委員会からの配信動画は、音楽、図画工作、家庭、体育、特別活動、総合的な学習の時間、
外国語などもあります。随時配信予定ですので、お子さんの興味や関心のあるものを視聴し、 

  調べたり、安全に配慮してやってみたりしてみるのもよいかと思います。 
 
 
 



個別支援学級用 
令和 2 年４月１４日 

個別支援学級 保護者様 
                                      横浜市立都筑小学校 

    校長  髙松 一彦 

臨時休校延長に伴う学習内容と進め方について 

休校期間の延長に伴いまして、ご家庭でできる学習について学年ごとに一覧にしました。新学年の学習 

になりますので、参考になる動画などをご紹介します。（４月７日付けで配付しました『臨時休校期間中の 

学習保障のための動画配信のお知らせ』の動画視聴の仕方や『臨時休校中の学習プリント配付と学習の進め

方について』の学習動画サイトの紹介などをご確認のうえ、ご家庭での学習に生かしていただければと思い

ます。）尚、横浜市教育委員会からの動画配信は、随時配信していくとの通知がきていますのでぜひご活用

ください。何かご不明点などがありましたら、学校にお問い合わせいただけると幸いです。よろしくお願い

します。 

 

 ※学年ごとの学習内容は、参考にしていただけるとよい内容ですので、必ずやる必要はありません。 

  学校へ提出する必要はありませんが、学習する場合は、ノート（各教科のノートや自分のノート）など

に書いてもよいかと思います。各ご家庭でお子さんに適した学習方法などを工夫してみてください。 

 

 

今までの学習内容を振り返り、各学年から出ているものも参考にして、できそうなものや取り

組めそうなものに取り組んでみましょう。 

【参考までに…】 

・今までに残っている課題プリントがある場合は、それに取り組みましょう。 

・学年ごとに出ている内容の中で、できそうなものについてチャレンジしてみてもよいと思い 

ます。 

・今までの学習内容の復習を中心に、取り組んでみるのもよいと思います。 

 


