５月２５日（月）～２９日（金）までの学習課題
１年生 学習課題
①国語 動画「たのしいな、ことばあそび」（教科書 P３０～３１）を見て、学習する。
★②生活 港区の授業動画 MINATO×TEACHERS CHANNEL １年生活「さかせたいな わたし
5/25

のはな」を見て、学習し、観察カードを書く。

（月）

＊封筒の中に入っているあさがおの種（２年生からのプレゼント）を使います。
動画視聴後、観察カードにあさがおの種の絵をかきます。クーピーを使います。

5/26
（火）
5/27
（水）

5/28
（木）

25
日
（月）
９

★③ひらがなプリント「そ」「に」 ＊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。

時

①算数 動画「なかまづくりとかず」６はいくつといくつ（教科書Ｐ２０～２１）を見て、学習する。

頃

②音楽 動画「リズムであそぼう」（教科書 P１６～１７）を見て、学習する。

配

★③ひらがなプリント「け」「た」 ＊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。

信

①国語 動画「はなのみち」（教科書 P３２～３９）を見て、学習する。

予

②算数 動画「なかまづくりとかず」７はいくつといくつ（教科書Ｐ２２～２３）を見て、学習する。

定

★③ひらがな 動画「か」「さ」 ＊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「はなのみち」（教科書 P３２～３９）を見て、学習する。

2８

②図工 動画「ちょきちょきかざり」（教科書 P１２～）を見て、学習する。

日

＊配布資料「はさみのれんしゅう」、折り紙（１５ｃｍ×１５ｃｍ）、はさみを使います。
★③ひらがなプリント「き」「ち」 ＊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。

（木）
９
時

①算数 動画「なかまづくりとかず」８はいくつといくつ（教科書Ｐ２４～２５）を見て、学習する。
5/29
（金）

★②ひらがなプリント「ら」「ろ」 ＊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。
③東京都「おしえて、みまもりぃぬ！」を視聴する。（封筒の中にパンフレットが入っています。）
https://tokyodouga.jp/x3g7cxm3wqw.html

頃
配
信
予
定

※休校中、図書室の本の貸し出しをご希望の場合は、学校にお問い合わせください。

２年生 学習課題
国語

・高輪台小学校の動画「国語第七回たんぽぽのちえ①」〔５月２５ 日（月）９時配信〕を視聴しましょう。視聴した内
容をもとにノートを使い、教科書P４２～「たんぽぽのちえ」を学習しましょう。
・音読「教科書P４２ たんぽぽのちえ」※音読カードに記録しましょう。

５月２５日
（月）

算数

・ まんてんスキルけいさん「⑭ひき算（２）」

図工

・「教科書（下）P１２ にぎにぎねん土」を見て、粘土を握ってできた形から思いついたものを作りましょう。おうち
の人にできた形を紹介しましょう。紹介できたら、かたまりに戻して片付けましょう。

国語

・高輪台小学校の動画「国語第八回たんぽぽのちえ②」〔５月２５ 日（月）９時配信〕を視聴しましょう。視聴した内
容をもとに「ワークシートたんぽぽのちえ①」を使い、教科書P４２～「たんぽぽのちえ」を学習しましょう。

５月２６日

・音読「教科書P４２ たんぽぽのちえ」※音読カードに記録しましょう。

（火）

算数

・高輪台小学校の動画「第七回 算数 ひき算のひっ算③」〔５月２５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。
・まんてんスキルけいさん「⑮ひき算（２）」「⑯ひき算の力をつけよう！」

国語

・音読「教科書P４２ たんぽぽのちえ」※音読カードに記録しましょう。
・国語教科書P６２「かん字のひろば」の絵の中の言葉を使ってワークシート（両面印刷）に文を作り
ましょう。

５月２７日
（水）

算数

・ 高輪台小学校の動画「第七回 算数 ひき算のひっ算④」〔５月２５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。
・まんてんスキルけいさん「⑰ひき算のきまり」「⑱ひき算のひっ算」

国語

・高輪台小学校の動画「国語第九回たんぽぽのちえ③」〔５月２８ 日（木）９時配信〕を視聴しましょう。視聴した内
容をもとに「ワークシートたんぽぽのちえ②」を使い、教科書P４２「たんぽぽのちえ」を学習しましょう。

５月２８日

・音読「教科書P４２ たんぽぽのちえ」※音読カードに記録しましょう。

（木）

算数

・ プリント２枚（両面印刷）

音楽

・高輪台小学校の動画「第二回 音楽 すいかの めいさんち」〔５月２８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。

国語

・音読 音読の森 P１８「うまれたて」※音読カードに記録しましょう。
・国語プリントB４、１枚「１年生でならったかん字のまとめ（表）1年でならったことば（裏）」
・国語プリント１枚「１年でならった漢字」（両面印刷）

５月２９日
（金）

算数

・高輪台小学校の動画「第九回 算数長さのたんい」〔５月２８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。

生活

今週取り組むこと
やってみよう

・ミニトマトの葉を観察して「観察カード はのかんさつ」に記録しましょう。色も塗りましょう。
・ミニトマトの水やり、間引き、追肥がまだの人はやりましょう。
・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。

※「時間に余裕があれば取 ・「ねこちゃんたいそう」も引き続きやってみましょう。
り組みましょう」

（やり方はホームページの学年のページを見ましょう。）

※休校中、図書室の本の貸し出しをご希望の場合は、学校にお問い合わせください。

３年生 学習課題
国語
５月２５日
（月）
算数
国語

５月２６日
（火）

算数
音楽

国語

５月２７日
（水）
算数

国語
５月２８日
（木）

算数
社会

国語
５月２９日
（金）

算数
理科

動画「漢字①」
（２５日配信）を視聴し、漢字ドリルノートの直しに取り組む。
音読カード「とかげとぞう」１回以上。
ローマ字ワールドのＰ１８に書き込みで取り組む。
動画①（２５日配信）を視聴して教科書Ｐ７０～７２の学習に取り組む。
漢字ドリルノート P３９、４０、４１（遊全短世界横指鉄安）に取り組む。
音読カード「とかげとぞう」１回以上。
動画②（２５日配信）を視聴して教科書Ｐ７２，７３の学習に取り組む。
「茶つみ」のプリントに取り組む。
「茶つみ」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%e
5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%80%80%e5%b0%8f%e5%ad%a6%e7%94%9f%e3%81%ae%e
9%9f%b3%e6%a5%bd%ef%bc%93/
動画「国語辞典を使おう②」
（２５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。
）
国語プリント「国語辞典の使い方①②」に取り組み、①は答えを見て〇付けをする。
漢字ドリルノート P４２、４８（定様運予返）に取り組む。
音読カード「とかげとぞう」１回以上
算数プリント①に取り組み、答えを見て○付けと直しをする。
返却された計算ドリルノートの直しをしてお家の人にチェックしてもらう。
動画「漢字の音と訓」
（２８日配信）を視聴し、教科書 P３８、３９の学習に取り組む。
漢字ドリルノート P４９、５５（緑送住感想具）に取り組む。
音読カード「とかげとぞう」１回以上。
動画（２８日配信）を視聴して教科書Ｐ７３の学習に取り組む。
ドリルノートを使い計算ドリル㉙に取り組み、巻末を見て○付けと直しをする。
プリント「港区の白地図」に取り組む。

漢字ドリルノート P５６、５７、５８（悪拾持向坂悲岸路）に取り組む。
音読カード「とかげとぞう」１回以上。
算数プリント②に取り組み、答えを見て○付けと直しをする。
計算ドリル㉙に直接書き込み、巻末を見て○付けと直しをする。
ヒマワリのたねを観察し、カードにまとめる。

体育

ＮＨＫ for School 「体作り運動～二重とびに挑戦だ！～」
（https://www.nhk.or.jp/taiiku/harikiri/?das_id=D0005220016_00000）
の動画を視聴して、二重跳びにチャレンジしてみる。
やってみよう！
国際
ＮＨＫ for School 「「えいごであそぼ with Orton」バージョン」
体育&国際
（https://www.nhk.or.jp/school/paprika/）
の動画を視聴して、歌って踊ってみる。
フルバージョン（https://www.youtube.com/watch?v=H1BM6mqjT34）
※図書室の本の貸し出しをご希望の場合は、学校にお問い合わせください。
<お知らせ>
国語辞典は、今後も授業で使っていく予定です。学校にも共有のものは用意しておりますが、自分の国語辞典であれ
ば、調べた言葉に印をつけるなどして言葉（語彙）をためていくことができます。今後も国語辞書は使うものなので、
購入していただくことをおすすめしますが、購入されなくても、学校のものがありますので大丈夫です。購入される場
合は、ふりがな付きの小学生用をご購入ください。

４年生 学習課題
日時

教科

５/25

国語

（月）

学習内容
・くりかえし漢字ドリル２６
※５８を見て自分で〇をつけ、直します。
・漢字ドリルノート p3９ｐ４０①～⑩
・国語動画 「夏の楽しみ」
※動画配信日５/25（月） ※教科書と国語のノートを用意

算数

・くりかえし計算ドリル１４
※計算ドリルノートに答えを書き、自分で〇をつけ、直します。

５/26

国語

（火）

・くりかえし漢字ドリル２９
※５９を見て、自分で〇をつけ直します。
・漢字ドリルノート p４０ｐ４１⑪～⑳

算数

・算数動画 「わり算の筆算②」
※動画配信日５/25（月）
※教科書と算数のノートと返却されたプリント（用意できる人のみ）を用意
・くりかえし計算ドリル１５

５/27

国語

（水）

・くりかえし漢字ドリル３０
・漢字ドリルノート p４１ｐ４２①～⑩
・国語動画「漢字辞典の使い方」
※動画配信日５/25（月） ※教科書と国語のノートと漢字辞典（家にある人のみ）を用意

算数

・くりかえし計算ドリル１６

理科

・理科動画 「ヘチマの苗植え」を見る
※動画配信日５/2５（月）

５/28

国語

（木）

・くりかえし漢字ドリル３１
・漢字ドリルノート p４２ｐ４３⑪～⑳

算数

・算数動画 「わり算の筆算③」
※動画配信日５/2５（月）
※教科書と算数のノートと返却されたプリント（用意できる人のみ）を用意
・くりかえし計算ドリル１７

５/29

国語

（金）

・くりかえし漢字ドリル３２ ３３ ３４
※３４は、５９を見て自分で〇をつけ、直します。
・国語動画 「一つの花」 ※動画配信日５/2８（木） ※教科書と国語のノートを用意

算数

・算数動画「わり算の筆算④」
※動画配信日５/2８（木）
※教科書と算数のノートと返却されたプリント（用意できる人のみ）を用意
・くりかえし計算ドリル１８

※休校中、図書室の本の貸し出しをご希望の場合は、学校にお問い合わせください。
※今回までの課題は、すべて、次回の登校日に提出してください。

５年生 学習課題
動画配信された教材で学習する際は、ノートもしくはワークシートに記録します。
①漢字ドリル７（読む）８（書く）の練習をする。 （配布プリント）
②国語動画「同じ読み方の漢字①」【25 日９時配信】を見て学習する。ワークシートに書き込む。（ワークシー
トのダウンロード可） 教科書を用意すること。
5 月 25 日（月）

③算数動画「直方体と立方体の体積④」【２５日９時配信】を見て学習する。プリントを用意すること。
④東京ベーシックドリル４年理科「空気と水のせいしつ」6-1 6-2 6-3 に取り組む。答え合わせをし、間違っ
たところは直す。
⑤社会動画「高い土地のくらし」【２５日９時配信】を見て学習する。ノートを用意すること。
①漢字ドリル 13（読む）14（書く）の練習をする。 （配布プリント）
②国語動画「同じ読み方の漢字②」【25 日９時配信】を見て学習する。ワークシートに書き込む。（ワークシー
トのダウンロード可） 教科書を用意すること。

5 月 26 日（火）

③東京ベーシックドリル４年理科「金属、水、空気と温度１」7-1 7-2 7-3 に取り組む。答え合わせをし、間違
ったところは直す。
④社会「高い土地のくらし」のまとめとして新聞作りを行う。
※MINATO×TEACHERS CHANNEL の小学校５年社会「低い土地のくらし」も参考にする。
①漢字ドリル 1７（読む）1８（書く）の練習をする。 （配布プリント）
②東京ベーシックドリル４年理科「金属、水、空気と温度２」8-1 8-2 8-3 に取り組む。答え合わせをし、間違

５月 27 日（水）

ったところは直す。
③社会「高い土地のくらし」のまとめとして新聞作りを行う。
※MINATO×TEACHERS CHANNEL の小学校５年社会「低い土地のくらし」も参考にする。
①漢字ドリル 23（読む）24（書く）の練習をする。 （配布プリント）
②国語動画「敬語」【２８日９時配信】を見て学習する。ワークシートに書き込む。（ワークシートのダウンロード
可） 教科書を用意すること。

5 月 28 日（木）

③算数動画「直方体と立方体の体積⑤」【２8 日９時配信】を見て学習する。プリントを用意すること。
④MINATO×TEACHERS CHANNEL の小学校５年 理科動画「天気の変化①」を見て、プリント「空の様
子調べ」に取り組む。
⑤社会「高い土地のくらし」のまとめとして新聞作りを行う。
※MINATO×TEACHERS CHANNEL の小学校５年社会「低い土地のくらし」も参考にする。
①漢字ドリル 27（読む）28（書く）の練習をする。 （配布プリント）

５月 29 日（金）

②算数動画「直方体と立方体の体積⑥」【２８日９時配信】を見て学習する。プリントを用意すること。
③社会「高い土地のくらし」のまとめとして新聞作りを行う。
※MINATO×TEACHERS CHANNEL の小学校５年社会「低い土地のくらし」も参考にする。

※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」
※国語・算数・漢字ノートを 5 月 25 日からの週で集めます。
※図書室の本の貸し出しをご希望の場合は、学校にお問い合わせください。

６年生 学習課題
〇動画「国語・第２回漢字テスト」を見て、ノートに取り組む。【25 日９：００配信】
漢字テスト

間違った問題は練習し、繰り返し取り組む。
※見られない場合は、漢字ドリル１５・漢字ドリル１６に取り組む。漢字ドリル１５はドリルにふり
がなをふり、漢字ドリル１６はノートに全文を書く。
・漢字ドリル１９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。

国語

漢字練習

・漢字ドリル２０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。

帰り道

笑うから楽しい

〇動画「国語・帰り道④」を見て、学習に取り組む。【２５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「国語・笑うから楽しい①」を見て、学習に取り組む。【２８日９：００配信】
※見られない場合は、教科書 P.４６・４７を読む。
〇動画「算数・対称な図形⑤」を見て、学習に取り組む。【２５日９：００配信】
※見られない場合は、教科書 P.１４をよく読む。
〇動画「算数・対称な図形⑥」を見て、学習に取り組む。【２５日９：００配信】

算数

対称な図形

※見られない場合は、教科書 P.１５・１６をよく読む。
〇動画「算数・対称な図形⑦」を見て、学習に取り組む。【２８日９：００配信】
※見られない場合は、教科書 P.１６・１７をよく読む。
・計算ドリル７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.2８～３１、資料集 P.３８～４１、ウェブサイト NHK for School 歴史にドキリ「聖武天

社会

天皇中心の国づくり

皇・行基～なぜ大仏は造られたか～」等を参考にして、聖武天皇について調べて、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武天皇のシールを貼ってもよい。
〇動画「体育・体づくり運動③」を見て、持続する能力を高める運動に取り組む。【２５日９：００

体育

体つくり運動

配信】
※見られない場合は、プリントを見て体を動かす。
☆「第６学年児童のみなさんへ」のアンケート

その他

・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。

☆については、この封筒に入れてご提出ください。クラスと名前を必ず明記してください。
〇については、学校のホームページに動画をアップしています。学年のページにいき、パスワードを入力してご覧ください。動画が見
られない場合は、代わりのプリントや教科書を読み、学習してください。
※漢字ノート、漢字ドリル、算数のノート、計算ドリルノートについては学校再開後にご提出ください。
※健康観察カード、早寝早起き朝ごはんカードは毎日記録をするように、お声がけをお願いいたします。学校再開後にご提出くださ
い。
※図書室の本の貸し出しをご希望の場合は、学校にお問い合わせください。

