１年生 学習課題

①「おうちのひとといっしょにうんどうしよう①」を見ながら、体を動かし、顔のマークに色をぬる。
②算数プリント「どちらがおおい１」
４月１３日（月）

③ＮＨＫ for School 「おうちで学ぼう」の中の動画「で～きた『てあらい』」を視聴する。
https://www.nhk.or.jp/school/ouchi/playlist_g1_april.html
④「あいさつめいじんになろう」を見ながら、あいさつの練習をする。
言えたら〇に色をぬる。

①「おうちのひとといっしょにうんどうしよう②」を見ながら、体を動かし、顔のマークに色をぬる。
②算数プリント「どちらがおおい２」
４月１４日（火）

③ＮＨＫ for School 「おうちで学ぼう」の中の動画「で～きた『へんじ』」を視聴する。
https://www.nhk.or.jp/school/ouchi/playlist_g1_april.html
④「おりがみにちょうせん」を見ながら、
「チューリップ」を折る。
できたら顔のマークに色をぬる。

①「おうちのひとといっしょにうんどうしよう①」を見ながら、体を動かし、顔のマークに色をぬる。
②算数プリント「どちらがおおい３」
４月１５日（水） ③ＮＨＫ for School 「おうちで学ぼう」の中の動画「で～きた『はなしのききかた』
」を視聴する。
https://www.nhk.or.jp/school/ouchi/playlist_g1_april.html
④「おりがみにちょうせん」を見ながら、
「木」を折る。できたら顔のマークに色をぬる。

①「おうちのひとといっしょにうんどうしよう②」を見ながら、体を動かし、顔のマークに色をぬる。
②算数プリント「どちらがおおい４」
４月１６日（木）

③ＮＨＫ for School 「おうちで学ぼう」の中の動画「で～きた『あいさつ』」を視聴する。
https://www.nhk.or.jp/school/ouchi/playlist_g1_april.html
④「おりがみにちょうせん」を見ながら、
「かんたん紙ひこうき」を折る。
できたら顔のマークに色をぬる。
①「おうちのひとといっしょにうんどうしよう①」を見ながら、体を動かし、顔のマークに色をぬる。
②ひらがなプリント１・２（あいうえお）声に出して３回読み、書き順に気をつけながらていねいに
なぞる。絵に色をぬる。
（プリントは裏面もあります）

４月１７日（金） ③ＮＨＫ for School 「おうちで学ぼう」の中の動画「子ども安全リアルストーリー
『交通安全』
」を視聴する。
https://www.nhk.or.jp/school/ouchi/playlist_g1_april.html
④「おりがみにちょうせん」を見ながら、
「紙コップ」を折る。できたら顔のマークに色をぬる。

２年生 学習課題
国語

4/13
（月）

算数
体育
道徳
国語

4/14
（火）

算数
体育
道徳
国語

4/15
（水）

算数
体育

国語
4/16
（木）

算数
体育
書写
国語

4/17
（金）

算数
体育
書写

今週取り組むこと

やってみよう

一行日記
音読「教科書 P30 春がいっぱい」※音読カードに記録しましょう。
漢字ドリル「①かん字っておもしろいよ！④いちねんふくしゅう」
※ドリルに直接書き込みましょう。
まんてんスキルけいさん 「②大きい数
③たし算・ひき算」
プリント「ひょうとグラフ①②」
「ねこちゃんたいそう」※取り組んだら記録シートに記入する。
道徳の教科書 P2,３「どうとくの時間はこんな時間」を読みましょう。
一行日記
音読「教科書 P30 春がいっぱい」※音読カードに記録しましょう。
漢字ドリル「読・雪」ドリルノート「読・雪」
（１ページ目に漢字ノートのつかい方が書いてあるの
でそれを参考に取り組みましょう。
）
まんてんスキルけいさん 「④グラフとひょう」
プリント「ひょうとグラフ③④」
「ねこちゃんたいそう」※取り組んだら記録シートに記入する。
道徳ノート「P０（もくじ裏のページ）今の自分を見つめて」を書きましょう。
一行日記
音読「音読の森 P１０ 春ですよ」※音読カードに記録しましょう。
漢字ドリル「言・行」ドリルノート「言・行」
プリント「ひょうとグラフ⑤⑥」
「ねこちゃんたいそう」※取り組んだら記録シートに記入する。

国語プリント「ストーリー作文」
音読「音読の森 P６ はる」※音読カードに記録しましょう。
漢字ドリル「南・書」ドリルノート「南・書」
まんてんスキルけいさん 「⑤たし算（１）
」
プリント「たし算①～④」
「ねこちゃんたいそう」
書写 P3 まで 「しょしゃたいそう
字を書くしせい」を読みましょう。
国語プリント「ストーリー作文」
音読「教科書 P30 春がいっぱい」※音読カードに記録しましょう。
漢字ドリル「絵・図」ドリルノート「絵・図」
プリント「たし算⑤⑥」
「ねこちゃんたいそう」
書写「P4,5 えんぴつの持ち方」を読み正しい持ち方で「P６,7 書きじゅん」を書きましょう。
・トマトの種の観察して「観察カード」に記録する。
（色も塗る）
・トマトの種を植えて育てる。
※植え方は植え方のプリントをご参照ください。追肥は、保管しておいてください。
歌集「歌はともだち」と「音楽の教科書」を見て知っている歌を歌いましょう。

「時間に余裕があれば
取り組みましょう」

◎「おんどくカード」
、国語プリント一行日記「つづけてみよう（１２ページ）
」
、
「ねこちゃんたいそうをや
ってみようカード」
、漢字ドリル、漢字ドリルノート、算数スキル、書写、道徳ノートは、
５月７日（木）に提出してください。
◎算数スキルは、５月に登校してから学校で答え合わせを行います。

３年生 学習課題

① 国語 漢字ドリル２に書き込み、巻末を見て○付けと直しをする。
４月１３日（月）

音読カード「きつつきの商売」１回以上。
② 算数 プリント「３年のじゅんび」に取り組む。
（○付けは回収後学校でします。
）

① 国語 漢字ドリル３に書き順を意識しながら取り組む。
漢字ドリルノート(P２、３) 「詩習商動」に取り組む。
４月１４日（火）

（書き方は表紙の裏の「漢字ドリルノートの使い方」を参考にして下さい。
）

音読カード「きつつきの商売」１回以上。
② 算数 プリント「2 年のたしかめ①」に取り組む。
（○付けは回収後学校でします。
）

① 国語 漢字ドリル４に書き順を意識しながら取り組む。
漢字ドリルノート(P３、４) 「物開族葉」に取り組む。
音読カード「きつつきの商売」１回以上。
４月１５日（水）

② 算数 計算ドリル②に取り組み、巻末を見て○付けと直しをする。
計算ドリルは、ドリルに直接書き込むのではなく、
ドリル用ノートの対応しているページに書きます。

① 国語 漢字ドリル５に書き順を意識しながら取り組む。
漢字ドリルノート(P４、５) 「実所面登」に取り組む。
４月１６日（木）

音読カード「きつつきの商売」１回以上。
② 算数 計算ドリル③に取り組み、巻末を見て○付けと直しをする。
③ 社会 教科書Ｐ８，９を読んで方位について知る。
① 国語 漢字ドリル６ ７ ８に取り組む。
漢字ドリルノート(P６) 「事」に取り組む。
音読カード「きつつきの商売」１回以上。

４月１７日（金） ② 算数 教科書「九九を見なおそう」Ｐ９～１１を読み、計算ドリル④に取り組み、巻末
の答えを見て○付けと直しをする。
（分からない問題は再開後に学校で指導をします。
）
③ 社会 教科書１０、１１を読んで地図記号を知る。
※6 日に配布した、家庭カードや保健関係などの提出書類は 5 月 7 日に提出をお願いします。
計算ドリル、漢字ノート、音読カード、早寝早起き朝ごはんカードは 5 月 7 日に提出して下さい。
今回配布した教材は計算ドリル&ノート、漢字ドリル&ノート、社会と理科の教科書です。
４月２０日～２４日の課題を取りに来る際に、上記の
ください。

のプリントを配布した封筒に入れて提出して

４年生 学習課題

国語

・くりかえし漢字ドリル４

※５７を見て自分で〇を付け、間違いを直す。

・漢字ドリルノート p2.3 信～菜
・音読 p30.31「図書館の達人になろう」

4/13
（月）

※1 回以上、家の人に聞いてもらい、音読カードに記録。
算数

◎「大きい数のしくみ」※教科書 p8～11 を読む。問題を解き、答えをプリントに書く。
※穴埋め問題は、教科書に直接書きこみ、お家の方に〇をつけてもらう。
◎「大きな数」プリント①

国語

・くりかえし漢字ドリル５
・漢字ドリルノート p4.列～料 p5.①～⑩

4/14
（火）

・音読 p30.31「図書館の達人になろう」
算数

◎「大きい数のしくみ」※教科書 p11～13 を読む。問題を解き、答えをプリントに書く。
◎「大きな数」プリント②
・くりかえし計算ドリル４ ※計算ドリルノートに答えを書く。自分で○を付け、間違いを直す。

国語

・くりかえし漢字ドリル６
・漢字ドリルノート p6.⑪～⑳ p7.①～⑩

4/15
（水）

・音読 p30.31.「図書館の達人になろう」
算数

◎「大きい数のしくみ」
※教科書 p14 を読む。問題を解き、答えをプリントに書く。
◎「大きな数」プリント③

国語

・漢字ドリルノート p8.⑪～⑳ p10.良～熱

4/16
（木）

・くりかえし漢字ドリル９
・音読 p38.39.「春の楽しみ」

算数

◎「大きい数のしくみ」※教科書 p15 を読む。問題を解き、答えをプリントに書く。
◎「大きな数」プリント④・くりかえし計算ドリル５ ※自分で○を付け、間違いを直す。

国語

・漢字ドリルノート p11.府～関 p13.①～⑩

4/17
（金）

・くりかえし漢字ドリル１０
・音読 p38.39.「春の楽しみ」

算数

◎「大きい数のしくみ」
※教科書 p16 を読む。問題を解き、答えをプリントに書く。

５年生 学習課題
①漢字練習 「任・現・際・態・飼・似」 漢字ドリルと漢字練習帳に一文字ずつ正しい筆順でていねい
に書く。間違えた場合はきれいに書き直す。
４月１３日

②漢字の広場 国語教科書の漢字の広場①（44 ページ）を見ながら、ワークシートに文章を書く。

（月）

③算数プリント「少数のかけ算」行う。自分で答え合わせをし、まちがっていた問題は直しをする。解答
は別のプリント
④「春のしぜん」の学習をプリントで振り返る。自分で答え合わせをし、ちがっていた問題は直しをする。
①漢字練習 「格・情・像・象・解・技」 漢字ドリルと漢字練習帳に一文字ずつ正しい筆順でていねい
に書く。間違えた場合はきれいに書き直す。

４月１４日

②漢字の広場 国語教科書の漢字の広場②（123 ページ）を見ながら、ワークシートに文章を書く。

（火）

③算数プリント「式と計算」を行う。自分で答え合わせをし、まちがっていた問題は直しをする。解答は
別のプリント
④「夏のしぜん」の学習をプリントで振り返る。自分で答え合わせをし、ちがっていた問題は直しをする。
①漢字練習 「術・複・興・許・可・河」 漢字ドリルと漢字練習帳に一文字ずつ正しい筆順でていねい
に書く。間違えた場合はきれいに書き直す。

４月１５日

②漢字のたしかめ①のプリント 答え合わせも行う。

（水）

③算数プリント「分数のたし算」を行う。自分で答え合わせをし、まちがっていた問題は直しをする。解
答は別のプリント
④「世界の大陸・海洋・国」のプリントに、資料集や地図帳などを見ながら書きこむ。
①漢字練習 「銅・修・復・防・災・検」 漢字ドリルと漢字練習帳に一文字ずつ正しい筆順でていねい
に書く。間違えた場合はきれいに書き直す。

４月１６日

②漢字の広場 国語教科書の漢字の広場③（136 ページ）を見ながら、ワークシートに文章を書く。

（木）

③算数プリント「見取り図と展開図」
「面積」を行う。自分で答え合わせをし、まちがっていた問題は直し
をする。解答は別のプリント
④秋のしぜん」の学習をプリントで振り返る。自分で答え合わせをし、まちがっていた問題は直しをする。
①漢字練習 「移・賞・貿・易・潔・質」 漢字ドリルと漢字練習帳に一文字ずつ正しい筆順でていねい
に書く。間違えた場合はきれいに書き直す。

４月１７日
（金）

②漢字の広場 国語教科書の漢字の広場④（160 ページ）を見ながら、ワークシートに文章を書く。
③算数プリント「面積」を行う。自分で答え合わせをし、まちがっていた問題は直しをする。解答は別の
プリント
④「冬のしぜん」の学習をプリントで振り返る。自分で答え合わせをし、まちがっていた問題は直しをす
る。

※毎日行うもの 「健康観察カード」
「体力づくりカード」
「早ね・早起き・朝ごはん」がんばるカードに毎日記録する。体力作りを続けて行う。

６年生 学習課題
音読練習
国語

俳句をつくる
５年の復習

算数

５年の復習

社会

調べ学習

理科

人の体

体育

体つくり運動

音楽

おぼろ月夜

その他

☆教科書 P.18～29「帰り道」を１日 1 回音読し、音読カードに記入する。
・教科書 P.38・39「春のいぶき」を読んで、春の俳句をつくる。
☆画用紙に大きくペン書きで俳句を書き、絵や模様を入れて仕上げる。
☆「漢字（言葉）の力シート」に取り組み、答え合わせをする。
・間違った字は、赤で直しをする。
☆「学力たしかめシート」に取り組み、答え合わせをする。
・間違った問題は、赤で直しをする。
☆縄文新聞を書く。
※教科書 P8・9・12・13、資料集 P24～26 を参考にしてもよい。
・教科書 P.28～59 を読む。
☆ワークシート３枚に取り組む。
・プリントを見ながら柔軟体操をする。
☆教科書 P.12・13 を見ながら、ワークシートに階名と歌詞を書き込み、リコーダーの
練習をする。
・健康観察カードに記入する。
・早寝早起き朝ごはんカード記入する。

全学年の皆さんへ
○運動不足解消にやってみよう！
・チコちゃんと一緒に踊ろう！
【スポーツ庁】女性スポーツ促進キャンペーン オリジナルダンス「Like a Parade」
→https://www.youtube.com/watch?v=_O7Btg-acug
・滋賀県教育委員会の運動プログラム
げんきな湖っ子 Part2 体育のたから箱
→https://www.pref.shiga.lg.jp/edu/school/hokentaiiku/gakkou/104902.html
・ラジオ体操
ＮＨＫ総合テレビ 月～金 14:55～15：00
ＮＨＫ教育テレビ 毎日
6：25～6：35
ＹｏｕＴｕｂｅ↓
https://www.youtube.com/watch?v=feSVtC1BSeQ

※本校のなわとびカードを校務センター前に置いておきますので、ぜひご活用下さい！

