５月１８日（月）～２２日（金）までの学習課題
１年生 学習課題
①国語 動画「うたにあわせてあいうえお」【１８日９時配信】（教科書 P２２～２５）を見て、学習する。
５月１ ８日
（月）

②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②【１８日９時配信】を見て学習する。
★③ひらがなプリント「つ」「や」

＊書き方の動画【１８日９時配信】があります。

視聴してからやらせてください。

５月１ ９日
（火）

①国語 動画「あさのおひさま」【１８日９時配信】（教科書 P２６～２７）を見て、学習する。
②算数 動画「なかまづくりとかず④」５はいくつといくつ（教科書Ｐ１２～１３）【１８日９時配信】を見て、学習する。
★③ひらがなプリント「い」「り」 ＊書き方の動画【１８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⑤」おなじかずのなかまをさがそう（教科書Ｐ１４～１６）【１８日９時配信】を見
５ 月２ ０ 日
（水）

て、学習する。 ＊算数ブロックを使います。
②音楽 動画「はくをかんじとろう」（教科書 P１２～１５）【１８日９時配信】を見て、学習する。
★③ひらがなプリント「う」 ＊書き方の動画【１８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国語 動画「たのしいな、ことばあそび」【２１日９時配信】（教科書 P３０～３１）を見て、学習する。
５ 月 ２ １ 日 ★②図工 動画「かきたいものなあに」【２１日９時配信】（教科書 P１０～１１）を見て、学習する。
（木）

＊クレヨン、学校で配布した画用紙（八つ切り）、新聞紙を使います。
★③ひらがなプリント「こ」「て」＊書き方の動画【２１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」かぞえよう【２１日９時配信】（教科書Ｐ１７～１８）を見て、学習する。
★②ひらがなプリント「と」「ひ」 ＊書き方の動画【２１日９時配信】があります。視聴してからやらせてください。

５ 月２ ２ 日

③ＮＨＫ for School 「おはなしのくに」の中の動画「いっすんぼうし」を視聴する。その後、動画ページの下の

（金）

方の「きょうざい」にある「『いっすんぼうし』を読んでみよう」を開き、「いっすんぼうし」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 第四回 ともだちをさがそう」〔5月18日（月）9時配信〕を視聴しましょう。視

国
語

聴した内容をもとにノート（学校で購入した物・12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。

5月1８日
（月）

・高輪台小学校の動画「第四回 算数 たし算のひっ算④」〔5月18日（月）9 時配信〕を視聴しましょう。

算
数

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。
・まんてんスキルけいさん「⑩たし算のきまり」「⑪たし算のひっ算」
・音読 音読の森 P９「かなりあ」※音読カードに記録しましょう。
・高輪台小学校の動画「国語 第五回 ともだちをさがそう」〔5月18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「ともだちをさがそう」を取り組みましょう。
国
語 ・くりかえしかんじドリル「⑳かく」の赤い線が引かれている言葉を漢字になおして、かんじドリルノート
5月1９日
P２７、２８に書いたり、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
（火）
参考に取り組みましょう。

算 ・プリント「たしかめよう 学習のしあげ 」1枚 （両面印刷）
数

5月２０日
（水）

・くりかえしかんじドリル㉑「形・長」かんじドリルノート「形・長」
国
語 ・音読 音読の森 P9「かなりあ」※音読カードに記録しましょう。

算 ・高輪台小学校の動画「第五回 算数 ひき算のひっ算①」〔5月18日（月）9 時配信〕を視聴しましょう。
数
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P144「いなばの白うさぎ」※音読カードに記録しましょう。

国 ・高輪台小学校の動画「国語 第六回 いなばの白うさぎ」〔5月21日（木） 9時配信〕を視聴しましょう。視
語
聴した内容をもとにワークシート「いなばの白うさぎ」を記入しましょう。
5月２１日
（木）

・くりかえしかんじドリル㉑「数・体」かんじドリルノート「数・体」

算 ・まんてんスキルけいさん「⑫ひき算（１）」「⑬ひき算（１）」
数
道 ・道徳の教科書P4「るっぺどうしたの」を読み、道徳ノートP3「今の自分の生活をふりかえって考えてみま
徳
しょう」を記入しましょう。
・音読 教科書P144「いなばの白うさぎ」※音読カードに記録しましょう。

国 ・くりかえしかんじドリル㉒「近・同」かんじドリルノート「近・同」 くりかえしかんじドリルノート㉒読み方が
語
あたらしいかん字をドリルに直接、書き込みましょう。
5月２２日 算 ・高輪台小学校の動画「第六回 算数 ひき算のひっ算②」〔5月２１日（月）9 時配信〕を視聴しましょう。
数
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。
（金）

音
楽

・高輪台小学校の動画「第一回 音楽 すいかの めいさんち」〔5月21日（木）9時配信〕を視聴して歌っ
たり、けんばんハーモニカの練習をしたりしましょう。

今週取り組む

・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、追肥がまだの人はやりましょう。

こと

・道徳ノートP6「きそく正しく元気よく」で一日を健康に時間を守って規則正しく過ごせたら色をぬりましょ
う。

やってみよう

・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。
※「時間に余裕があれば取り組みましょう」

３年生 学習課題
国語 漢字ドリル４２に取り組み、７８を見て〇付けと直しをする。
漢字ドリル４３に書き順を意識しながら取り組む。
５月１８日（月）

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Ｐ１５に書き込みで取り組む。
算数 動画①（１８日配信）を視聴して教科書Ｐ２７～２９の学習に取り組む。
国語 動画「きつつきの商売④」（１８日配信）を視聴しながら、ワークシート「きつつきの商売③」を使って学
習に取り組む。

５月１９日（火）

漢字ドリル４４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 算数プリント①に取り組み、裏を見て○付けと直しをする。
計算ドリル⑨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⑤」（１８日配信）を視聴しながら、ワークシート「きつつきの商売④」を使って学
習に取り組む。

５月２０日（水）

漢字ドリル４５、４６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
ローマ字ワールドのＰ１６に書き込みで取り組む。
算数 動画②（１８日配信分）を視聴して教科書Ｐ３０、３１の学習に取り組む。
国語 動画「国語辞典を使おう①」（２１日配信）を視聴し、教科書 P３２～３４の学習に取り組む。（国語辞典
を持っている人は準備をお願いします。）
漢字ドリル４９に書き順を意識しながら取り組む。

５月２１日（木）

音読カード「とかげとぞう」１回以上。
算数 算数プリント②に取り組み、裏を見て○付けと直しをする。
計算ドリル⑩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②」に取り組む。
国語 漢字ドリル５０、５１に書き順を意識しながら取り組む。
音読カード「とかげとぞう」１回以上。
ローマ字ワールドのＰ１７に書き込みで取り組む。
算数 動画（２１日配信）を視聴して教科書Ｐ３２の学習に取り組む。

５月２２日（金）

計算ドリル⑪に直接書き込み、巻末を見て○付けと直しをする。
音楽 「春の小川」のワークシートに取り組む。
「春の小川」の視聴ページ（教育芸術社 HP「自宅学習支援コンテンツ」）
https://textbook.kyogei.co.jp/library/2020/04/01/%e4%bb%a4%e5%92%8c
%ef%bc%92%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%80%80%e5%b0%8f%e5%ad%a
6%e7%94%9f%e3%81%ae%e9%9f%b3%e6%a5%bd%ef%bc%93/

５／２５～２９に提出するもの
・国語科ワークシート（きつつきの商売③④） ・算数科プリント２枚
・社会科ワークシート（学校のまわり②）
・音楽科ワークシート

４年生 学習課題
日時

教科

５/18

国語

（月）

学習内容
・くりかえし漢字ドリル 1８⑪～⑳を国語のノートに練習する。
・国語動画 「つなぎ言葉のはたらきを知ろう①」
※動画配信日 5/18（月） ※教科書と国語のノートを用意する。

算数

・「わり算の筆算（１）」
※教科書ｐ４５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→４年生専用

理科

・「季節と生き物」
※教科書ｐ１０～ｐ２３を読む。

５/19

国語

・くりかえし漢字ドリル２２①～⑩を国語のノートに練習する。

（火）

算数

・「わり算の筆算（１）」
※教科書ｐ４６を読み、ノートに問題を解く。
・算数動画 「折れ線グラフ①」
※動画配信日 5/18（月） ※教科書と算数のノートを用意する。

理科

・「季節と生き物」
※たしかめプリント
※自分で答え合わせをして、間違えた問題は直す。

５/20

国語

（水）

・くりかえし漢字ドリル２２⑪～⑳を国語のノートに練習する。
・国語動画 「つなぎ言葉のはたらきを知ろう②」
※動画配信日 5/18（月） ※教科書と国語のノートを用意する。

算数

・「わり算の筆算（１）」
※教科書ｐ４７～ｐ４９を読み、ノートに問題を解く。

理科

・「天気による気温の変化」
※教科書ｐ２４～ｐ３６を読む。

５/21

国語

・くりかえし漢字ドリル２８①～⑩を国語のノートに練習する。

（木）

算数

・「わり算の筆算（１）」
※教科書ｐ５０～ｐ５１を読み、ノートに問題を解く。
・算数動画 「折れ線グラフ②」
※動画配信日 5/18（月） ※教科書と算数のノートを用意する。

理科

・「天気による気温の変化」
※たしかめプリント

５/22

国語

（金）

・くりかえし漢字ドリル２８⑪～⑳を国語のノートに練習する。
・国語動画 「短歌・俳句に親しもう（１）」
※動画配信日 5/21（木） ※教科書と国語のノートを用意する。

算数

・「わり算の筆算（１）」
※教科書ｐ５３を読み、ノートに問題を解く。
・算数動画 「わり算の筆算①」
※動画配信日 5/21（木） ※教科書と算数のノートを用意する。

※今回も、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
※漢字学習の進め方について（4 月 6 日配布の書き方例をもとにしています）
①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。とめ・はね・はらいなどしっかり書くこと。
②１行目にその漢字の読みと練習、２・３行目に熟語を調べて書く、4 行目にその漢字を活用した文作りをする。
③間違えた場合はきれいに書き直す。
※ノートが返却されたら、全てのページを確認し、直しが必要なところは早めにやっておくこと。
①漢字練習 「志 永」
②国語動画「なまえつけてよ③」【１８日９時配信】を見て学習する。ノートにまとめる。教科書を用意
5 月 18 日（月）

すること。
③算数動画「直方体と立方体の体積①」【１８日９時配信】を見て学習する。ノートを用意すること。
④理科プリント「水のすがたとゆくえ（１）」に取り組む。
⑤英語プリント ABC 小文字②に取り組む。
①漢字練習 「久 毒」
②国語動画「和語・漢語・外来語①」【１８日９時配信】を見て学習する。ワークシートをダウンロード

5 月 1９日（火）

して書く。（学校にも用意しています） 教科書を用意すること。
③算数プリント「5 年のじゅんび」に取り組む。答え合わせをし、間違ったところは直す。
④理科プリント「水のすがたとゆくえ（２）」に取り組む。
⑤英語プリント ABC 小文字③に取り組む。
①漢字練習 「営 妻」

５月 20 日（水）

②算数動画「直方体と立方体の体積②」【１８日９時配信】を見て学習する。ノートを用意すること。
③英語プリント ABC 小文字④に取り組む。
④理科プリント「学年末の仕上げテスト」に取り組む。
①漢字練習 「精」
②国語動画「和語・漢語・外来語②」【２１日９時配信】を見て学習する。ワークシートをダウンロード

5 月 21 日（木）

して書く。（学校にも用意しています） 教科書を用意すること。
③英語プリント ABC 単語①に取り組む。
④５年社会プリント「都道府県の名前と位置を確かめよう」「世界の大陸・海洋・国の名前と位置を
確かめよう」に取り組む。答え合わせをし、間違ったところは直す。
①漢字プリント「漢字のたしかめ⑤」に取り組む。答え合わせをし、間違ったところは直す。
②算数動画「直方体と立方体の体積③」【２１日９時配信】を見て学習する。ノートを用意すること。

５月 22 日（金）

③英語プリント ABC 単語②に取り組む。
④５年社会プリント「日本とまわりの国々」「図とグラフを読み取ろう」に取り組む。答え合わせをし、
間違ったところは直す。

※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」
※国語・算数・理科・漢字ノートは 5 月 25 日からの週で集めます。

６年生 学習課題
〇動画「国語・第１回漢字テスト」を見て、ノートに取り組む。【１８日９：００配信】
漢字テスト

間違った問題は練習し、全部正しくまで繰り返し取り組む。
※見られない場合は、漢字ドリル９・漢字ドリル１０に取り組む。漢字ドリル９はドリルにふりが
なをふり、漢字ドリル１０はノートに全文を書く。

国語

・漢字ドリル１５に取り組む。ドリルにふりがなをふり、ノートに全文を書く。
漢字練習

・漢字ドリル１６に取り組む。ノートに全文を書く。
分からない場合は、辞書で調べたり、ドリルを確認したりして正しく書く。
〇動画「国語・帰り道②」を見て、学習に取り組む。【１８日９：００配信】

帰り道

〇動画「国語・帰り道③」を見て、学習に取り組む。【２１日９：００配信】
※見られない場合は、教科書 P.18～31 までを読む。
〇動画「算数・対称な図形②」を見て、学習に取り組む。【１８日９：００配信】
※見られない場合は、教科書 P.１０・１１をよく読む。
〇動画「算数・対称な図形③」を見て、学習に取り組む。【１８日９：００配信】

算数

対称な図形

※見られない場合は、教科書 P.１１・１２をよく読む。
〇動画「算数・対称な図形④」を見て、学習に取り組む。【２１日９：００配信】
※見られない場合は、教科書 P.１３をよく読む。
・計算ドリル４・５・６を計算ドリルノートに取り組み、答え合わせをする。
間違った問題は赤で直しをする。
☆教科書 P.24・２５、資料集 P.36・３７、ウェブサイト NHK for School 歴史にドキリ「聖徳

社会

天皇中心の国づくり

太子～新しい国づくり～」等を参考にして、聖徳太子について調べて、ワークシートに工夫
してまとめる。
※資料集についている聖徳太子のシールを貼ってもよい。

理科

ものの燃え方と空気

体育

体つくり運動

その他

〇動画「ものの燃え方と空気①」を見て、学習に取り組む。【１８日９：００配信】
※見られない場合は、教科書 P.１０～１６をよく読む。
〇動画「体育・体づくり運動②」を見て、柔軟性を高める運動に取り組む。【１８日９：００配信】
※見られない場合は、プリントを見て体を動かす。
・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。

