５月１１日（月）～１５日（金）までの学習課題
１年生 学習課題

５ 月 １ １ 日
（月）

①国語 動画「えんぴつのもちかた・しせい(１１日９時配信)」（教科書 P１４～１５）を見て、学習する。
★②線なぞりプリント ＊①の動画を視聴してからやらせてください。
③生活科 動画「なかよしいっぱいだいさくせん」がっこうたんけん①を見て、学習する。

①国語 動画「なんていおうかな(１１日９時配信)」（教科書 P18～１９）を見て、学習する。
５ 月 １ ２ 日
（火）

②算数 動画「なかまづくりとかず(１１日９時配信)」たりるかな（教科書①Ｐ３～５）を見て、学習する。
＊算数セットの中の算数ブロックを使います。
★③ひらがなプリント「く」 ＊書き方の動画があります。視聴してからやらせてください。

①算数 動画「なかまづくりとかず(１１日９時配信)」おなじかずのなかまをさがそう（教科書①Ｐ６～９）を
５ 月 １ ３ 日 見て、学習する。 ＊算数ブロックを使います。
（水）

②音楽 動画「セブンステップス(１１日９時配信)」（教科書 P８～９）を見て、学習する。
★③ひらがなプリント「へ」 ＊書き方の動画があります。視聴してからやらせてください。

①国語 動画「うたにあわせてあいうえお(１４日９時配信)」（教科書 P２２～２５）を見て、学習する。
５ 月 １ ４ 日
（木）

②図工 動画「ひもひもねんど(１４日９時配信)」（教科書 P１８～１９を見て、学習する。）
＊粘土、へら（粘土ケースの中に入っています）、粘土板、新聞紙を使います。
★③ひらがなプリント「し」 ＊書き方の動画(１１日９時配信)があります。視聴してからやらせてください。

①算数 動画「なかまづくりとかず(１４日９時配信)」かぞえよう／ならべよう（教科書Ｐ１０～１１）を見て、学
習する。＊算数ブロックを使います。
５ 月 １ ５ 日
（金）

★②ひらがなプリント「も」 ＊書き方の動画(１４日９時配信)があります。視聴してからやらせてください。
③ＮＨＫ for School 「おはなしのくに」の中の動画「うらしまたろう」を視聴する。その後、動画ページの下
の方の「きょうざい」にある「『うらしまたろう』を読んでみよう」を開き、「うらしまたろう」のお話を読む。（自
分で読むのが難しい場合は、保護者の方が読み聞かせをしてあげてください。）
https://www.nhk.or.jp/kokugo/ohanashi/?das_id=D0005150130_00000

２年生 学習課題
・高輪台小学校の動画「国語 第一回 図書館たんけん」〔５月 11 日（月）９時配信〕を視聴しまし
5月
11 日

月

国語

国語
12 日

・音読「教科書 P２８ 図書館たんけん」※音読カードに記録しましょう。
・くりかえしかんじドリル「黒・太」かんじドリルノート「黒・太」

算数
5月

ょう。視聴した内容をもとにワークシート「図書館をたんけんしてみよう」に取り組みましょう。

火
算数

・算数プリント「1 年のふくしゅう」
・音読「P12 あじさいの雨」※音読カードに記録しましょう。
・くりかえしかんじドリル「毛・高」かんじドリルノート「毛・高」
・高輪台小学校の動画「第一回 算数 たし算のひっ算①」〔5 月 11 日（月）9 時配信〕を視聴しま
しょう。視聴した内容をもとにノート（学校で購入した物・１７マス）に記入してみましょう。
・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。

5月
13 日

国語
水

・高輪台小学校の動画「国語 第二回 春がいっぱい」〔5 月 11 日（月）9 時配信〕を視聴しましょ
う。視聴した内容をもとにワークシート「春がいっぱい」に取り組みましょう。
・くりかえしかんじドリル「風・晴」かんじドリルノート「風・晴」

算数

・高輪台小学校の動画「算数 たし算のひっ算②」〔5 月 11 日（月）9 時配信〕を視聴しましょう。
視聴した内容をもとにノート（学校で購入した物・１７マス）に記入しましょう。
・音読 音読の森 P12「あじさいの雨」※音読カードに記録しましょう。

5月
14 日

国語

・くりかえしかんじドリル⑰「多」読み方があたらしいかん字、まちがえやすい書きじゅん⑱かん字を
つかおう※ドリルに直接書き込みましょう。

木
算数

高輪台小学校の動画「算数 たし算のひっ算③」〔5 月 14 日（木）9 時配信〕を視聴しましょう。視
聴した内容をもとにノート（学校で購入した物・１７マス）に記入しましょう。
・音読 教科書 P34「ともだちをさがそう」※音読カードに記録しましょう。
・高輪台小学校の動画「国語 第三回 ともだちをさがそう」〔5 月 14 日（木）9 時配信〕を視聴し

国語
5月
15 日

金

ましょう。
・くりかえしかんじドリル「⑲読む」のページを読みながらかんじドリルノートＰ25、26 をなぞったり
練習したりしましょう。※表紙の裏面のページ「かんじドリルノートのつかい方」を参考に取り組みま
しょう。

算数

・算数プリント「1 年のふくしゅう」
※5／13 と書いてありますが 15 日に取り組んでください。

今週取り組むこと ミニトマトの水やり。※土がかわいたら水をあげます。
間引き・施肥・・・芽がたくさん出たら間引きをしましょう。「ミニトマトをそだてよう」のプリント参照。

やってみよう
「時間に余裕があれば
取り組みましょう」

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。
ミニトマトの芽が出たら、観察カード「めがでたよ」を記入しましょう。（色も塗りましょう。）
東京都教育委員会ホームページ「学びの支援サイト」も活用して自学に役立ててみましょう。
「ねこちゃんたいそう」も引き続きやってみましょう。（やり方はホームページの学年のページを見ま
しょう。）

３年生 学習課題
国語 漢字ドリル３０に書き順を意識しながら取り組む。
音読カード「きつつきの商売」１回以上。
５月１１日（月）

ローマ字ワールドのＰ１２に書き込みで取り組む。
算数 動画（１１日配信）を視聴して教科書Ｐ９～Ｐ１１の学習に取り組む。
計算ドリル④に直接書き込み、巻末を見て○付けと直しをする。
国語 動画「きつつきの商売①」（１１日配信）を視聴しながら、ワークシート「きつつきの商売①」を
使って学習に取り組む。

５月１２日（火）

漢字ドリル３１に書き順を意識しながら取り組む。
音読カード「きつつきの商売」１回以上。
算数 動画（１１日配信）を視聴して教科書Ｐ１２～Ｐ１４の学習に取り組む。
計算ドリル⑤に直接書き込み、巻末を見て○付けと直しをする。
国語 動画「きつつきの商売②」（１１日配信）を視聴しながら、ワークシート「きつつきの商売①」を
使って学習に取り組む。
漢字ドリル３２、３３に書き順を意識しながら取り組む。

５月１３日（水）

音読カード「きつつきの商売」１回以上
ローマ字ワールドのＰ１３に書き込みで取り組む。
算数 動画（１１日配信分）を視聴して教科書Ｐ１５～Ｐ１７の学習に取り組む。
計算ドリル⑥に直接書き込み、巻末を見て○付けと直しをする。
国語 動画「きつつきの商売③」（１４日配信）を視聴しながら、ワークシート「きつつきの商売②」を
使って学習に取り組む。
漢字ドリル３７、３８に書き順を意識しながら取り組む。

５月１４日（木）

音読カード「きつつきの商売」１回以上。
算数 動画（１４日配信分）を視聴して教科書Ｐ２０～Ｐ２１の学習に取り組む。
計算ドリル⑦に直接書き込み、巻末を見て○付けと直しをする。
社会 ワークシート「学校のまわり」に取り組む。

国語 漢字ドリル４１に取り組み、７８を見て〇付けと直しをする。
音読カード「きつつきの商売」１回以上。
５月１５日（金）

ローマ字ワールドのＰ１４に書き込みで取り組む。
算数 動画（１４日配信）を視聴して教科書Ｐ２２～Ｐ２３の学習に取り組む。
計算ドリル⑧に直接書き込み、巻末を見て○付けと直しをする。
理科 動画「ホウセンカのたね」（１４日配信）を視聴し、ホウセンカのたねを観察する。

４年生 学習課題
・くりかえし漢字ドリル８①～⑩を国語のノートに練習する。
※ノートの書き方の見本（ホームページ）を参考にする。
ホームページ…各学年入り口→４年生→パスワードを入力→４年生専用
※自分で答え合わせをして、間違えた問題は直す。
５ 月 １ １ 日
（月）

・国語動画をみる 詩を楽しもう「春のうた」
※動画配信日 5/11（月）
※国語の教科書と国語のノートを用意する。
・「わり算の筆算（１）」
※教科書ｐ３６～ｐ３８を読み、ノートに問題を解く。
※ノートの書き方の見本（ホームページ）を参考にする。
ホームページ…各学年入り口→４年生→パスワードを入力→４年生専用
・くりかえし漢字ドリル８⑪～⑳を国語のノートに練習する。
・「わり算の筆算（１）」

５月１2 日
（火）

※教科書ｐ３９～ｐ４０を読み、ノートに問題を解く。
・算数動画をみる 「大きい数のしくみ①」
※動画配信日 5/11（月）
※返却された課題（4/13～17）、算数の教科書とノートを用意する。
・くりかえし漢字ドリル１２①～⑩を国語のノートに練習する。
・国語動画をみる 「漢字の組み立て」

５月１3 日

※動画配信日 5/11（月）

（水）

※国語の教科書と国語のノートを用意する。
・「わり算の筆算（１）」
※教科書ｐ４１を読み、ノートに問題を解く。
・くりかえし漢字ドリル１２⑪～⑳を国語のノートに練習する。
・「わり算の筆算（１）」

５月１4 日
（木）

※教科書ｐ４２～ｐ４３を読み、ノートに問題を解く。
・算数動画をみる 「大きい数のしくみ②」
※動画配信日 5/11（月）
※返却された課題（4/13～17）、算数の教科書とノートを用意する。
・くりかえし漢字ドリル１８①～⑩を国語のノートに練習する。
・国語動画をみる 「春の楽しみ」
※動画配信日 5/1４（木）

５月１5 日
（金）

※国語の教科書と国語のノートを用意する。
・「わり算の筆算（１）」
※教科書ｐ４４を読み、ノートに問題を解く。
・算数動画をみる 「大きい数のしくみ③」
※動画配信日 5/14（木）
※返却された課題（4/13～17）、算数の教科書とノートを用意する。

※今回は、翌週に提出する課題はありません。提出する日は、後日お伝えします。

５年生 学習課題

※記名を忘れずに

①漢字練習 「個 提」 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。
5 月 11 日（月）

②国語動画「春の空」を見ながら、プリント 「季節の言葉１ 春の空」に取り組む。教科書を用意する
こと。
③英語プリント ABC 大文字①に取り組む。
④計算ドリル②に取り組む。計算ドリルノートに書くこと。

①漢字練習 「寄 余」 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。
5 月 12 日（火）

②英語プリント ABC 大文字②に取り組む。
③計算ドリル③に取り組む。計算ドリルノートに書くこと。
④算数動画「学びのとびら」を見て学習する。

①漢字練習 「仏 眼」 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。
５月 13 日（水）

②英語プリント ABC 大文字③に取り組む。
③計算ドリル④に取り組む。計算ドリルノートに書くこと。
④算数動画「整数と小数①」を見て学習する。

①漢字練習 「財 祖」 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。
5 月 14 日（木）

②国語 動画「なまえつけてよ①」を見て学習する。教科書を読み、国語ノートにまとめる。
③英語プリント ABC 大文字④に取り組む。
④計算ドリル⑤に取り組む。計算ドリルノートに書くこと。
⑤算数動画「整数と小数②」を見て学習する。

①漢字練習 「謝 罪」 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。
５月 15 日（金）

②英語プリント ABC 小文字①に取り組む。
③計算ドリル⑥に取り組む。ノートに書くこと。
④理科動画「メダカのたんじょう」を見て学習する。

※毎日行うもの 「健康観察カード」「体力作りカード」「早ね・早起き・朝ごはんがんばるカード」

６年生 学習課題
漢字練習

・見本を見て、「机」～「暮」まで１０文字をノートに練習する。漢字ドリルも見ながら進める。

（１日２文字）

・漢字ドリル２４～２９「机」～「暮」まで１０文字をなぞり、ていねいに書く。
〇動画「国語・漢字の形と音・意味」を見て、学習に取り組む。（教科書・ノートを用意）【１１日

漢字の形と音・意味

９：００配信】
※教科書 P.３６・３７「漢字の形と音・意味」をよく読む。

国語

〇動画「国語・春のいぶき」を見て、学習に取り組む。（教科書・ノートを用意）
春のいぶき

【１１日９：００配信】
※教科書 P３８・３９「春のいぶき」をよく読む。

帰り道

〇動画「国語・帰り道①」を見る。【１４日９：００配信】
※ワークシートに取り組む。
〇動画「算数・文字と式①」を見て、教科書 P.２７△、 P.２８△、 P.３０△に取り組む。【１１日
1

文字と式

4

９：００配信】
〇動画「算数・文字と式②」を見て、教科書 P.３２「たしかめよう」に取り組む。
【１１日９：００配信】

算数
対称な図形

社会

2

プリント学習

〇動画「算数・対称な図形①」を見て、学習に取り組む。【１４日９：００配信】
※教科書 P.8・９・１０をよく読む。

☆プリント４枚に取り組む。
・教科書 P.142～１４７「地震と土地の変化」を読む。

理科

地震や火山と災害

・ウェブサイト NHK for School「地震はなぜ起きるのか」「地震の多い国日本」「野島断層」
「地層のずれ『断層』」を見る。
☆地震によって、土地はどのように変化するのかを調べ、プリントにまとめる。

体育

その他

体つくり運動

〇動画「体育・体づくり運動①」を見て、力強さを高める運動に取り組む。
【１１日９：００配信】

・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。

