第一日野小学校 3年生 学しゅうのやり方

5/11(月)

1 国語 ８：５０～９：３５
単元名

4 社会 １１：３５～１２：２０

きつつきの商売

単元名

わたしたちのまちと市

じゅんび
するもの

教科書「国語３年上」、ノート、ことのはノート

じゅんび
するもの

教科書「社会3年」、ノート

めあて

やくになりきって、音読しよう

めあて

自分のおすすめの場しょをしょうかいしよう

◎やること

◎やること

①「きつつきの商売」(P15～25)を音読する。
(まずは1回、声に出して読みます。)
②やくになりきって、読むれんしゅうをする。
③上手に読めるようになったら、「さい後の1回」に
チャレンジする。
④ことのはノートP19「氷」と「秒」をれんしゅうする。

①教科書P4～9を読む。
②7日に書いた「自分の家の近くにあるもの」の中から、
みんなにしょうかいしたいものを3つえらぶ。
③ノートにしょうかいの文を書く。
(教科書P7を見ながら、「しょうかいしたいもの」「えらん
だ理ゆう」をくわしく書く。)
④書いた文しょうを読みなおす。

☆音読する時のポイント☆
○教科書を両手でもつ。
○口を大きくあけて、はっきりとした声で読む。
☆かん字れんしゅうのポイント☆
○大きな字で、ていねいに書く。
○書きじゅんに気をつけて書く。
★早く終わったら
○読書
○eライブラリ「2年生のかん字」

2 算数 ９：４０～１０：２５
単元名

★早く終わったら
○教科書をもう１ど読む
○eライブラリ

5 英語 １３：５０～１４：３５

わくわく算数学しゅう

単元名

アルファベット

じゅんび
するもの

ワークシート

じゅんび
するもの

ワークシート(2まい)

めあて

何百のたし算とひき算をしよう

めあて

アルファベットをおぼえよう

◎やること

◎やること

①もんだい文を読んで、もんだいをとく。
②自分の書いたしきと答えを見なおす。
③お家の人に丸つけをしてもらう。
④まちがえたもんだいはもう一ど、ときなおす。

①ワークシートをみてAからZまで指でさしながら５回読
む。
②ZからAまで指でさしながら５回読む
③アルファベットのじゅんに、ワークシートの点つなぎを
する。

★早く終わったら
○計算ドリル２－１
○eライブラリ

3 音楽 １０：４５～１１：３０

6

単元名

ドレミで歌おう

単元名

じゅんび
するもの

教科書「音楽３年」、けんばんハーモニカ

じゅんび
するもの

めあて

「キラキラおひさま」をドレミでうたおう

◎やること

１４：４０～１５：２５

めあて
◎やること

① 教か書P8の「キラキラおひさま」をひらく。
② インターネットで、「教育出版(きょういくしゅっぱん)」「音楽」「キラキラおひさま」「音源（おん
げん）」でしらべ、きょくをじゅんびする。
③ きょくをききながら次のことをする
1回目楽ふを見て、音ぷを指さしながらきく。2回目音楽に合わせて、かしで歌う。3回目見ない
で歌えるかちょうせんする。
④ かだいプリントを見て、音楽にあわせてドレミで歌う。
⑤ ドレミをおぼえるまで歌う。
⑥ おぼえられた人は、けんばんハーモニカでふく。

５月１２日 修正版②

第一日野小学校 3年生 学しゅうのやり方

5/12(火)

1 国語 ８：５０～９：３５
単元名

4 市民 １１：３５～１２：２０

かん字の広場

単元名

３年生のめあて

じゅんび
するもの

教科書「国語3年上」、ノート

じゅんび
するもの

めあてカード

めあて

どうぶつ園のようすを文で書こう

めあて

1学きのめあてを書こう

◎やること

◎やること

①教科書P35のかん字を声に出して読む。
②教科書の絵の中のことばをつかって文しょうを作り、
ノートに書く。
(全ぶのかん字をつかう。いくつ文しょうを作ってもよ
い。)
③作った文しょうを声に出して読む。

①1学きがんばりたいことを考える。
②「めあてカード」に自分の1学きのめあてを書く。
(ていねいな字で書くこと。)
③書いためあてを声に出して読む。

★早く終わったら
○読書
○eライブラリ

★早く終わったら
○めあてカードに色をぬる (字を書いているところは色をぬら
ないこと。)

2 理科 ９：４０～１０：２５
単元名

5 国語 １３：５０～１４：３５

理科をはじめよう

単元名

ローマ字

じゅんび
するもの

教科書「理科3年」、ノート

じゅんび
するもの

ローマ字ノート

めあて

理科の学しゅうのながれを知ろう

めあて

お手本を見ながらローマ字を書こう

◎やること

◎やること

①プリント1-1をノートにうつす。
②教科書P1のしゃしんを見て、気づいたことをノートに
たくさん書く。
③プリント1の後はんをノートにうつす。
(教科書P2～3をよく読むこと。)

①ローマ字ノートのお手本を見ながらP17のれんしゅう
をする。
②P17で書いたローマ字のたん語を読む。
③ローマ字ノートのお手本を見ながらP18のれんしゅう
をする。
④P18で書いたローマ字のたん語を読む。

★早く終わったら
○教科書をもう１ど、読む。
○eライブラリ

★早く終わったら
○いろいろなたん語をローマ字で書く

3 算数 １０：４５～１１：３０
単元名

6 体育 １４：４０～１５：２５

九九のひょうとかけ算

単元名

体つくりうんどう

じゅんび
するもの

ワークシート

じゅんび
するもの

なわとび、いちひのあそBINGO

めあて

かくれた数を考えよう

めあて

楽しく体をうごかそう

◎やること

◎やること

①もんだい文を読んで、もんだいをとく。
②自分の書いたしきと答えを見なおす。
③お家の人に丸つけをしてもらう。
④まちがえたもんだいはもう一ど、ときなおす。

①ワンミニッツ・エクササイズにちょうせんする。
②なわとびでいろいろなとび方にちょうせんする。
③「いちひのあそBINGO」の中からうんどうをえらび、
やってみる。
☆気をつけること☆
○こまめに休けいをする。
○おわったら、手あらい・うがいをする。

★早く終わったら
○計算ドリル２－２
○eライブラリ

★早く終わったら
○「いちひのあそBINGO」のやってみたいうんどうにどんどん
ちょうせんする

５月１２日 修正版②

第一日野小学校 3年生 学しゅうのやり方

5/13(水)

1 国語 ８：５０～９：３５
単元名

4 理科 １１：３５～１２：２０

春のくらし

単元名

しぜんのかんさつ

じゅんび
するもの

教科書「国語3年上」、ノート

じゅんび
するもの

教科書「理科3年」、ノート、かんさつカード

めあて

くふうして、音読しよう

めあて

生きもののすがたを見てみよう

◎やること

◎やること

①教科書P36の「詩(し)」を音読する。
②はやさに気をつけて、もう一ど音読をする。
③「春といえば…」というものをそうぞうして、ノートに
書く。
(教科書P36の絵を見て、考えてみよう。)
④ノートに書いたものを声に出して読む。

①かんさつカード、教科書のさい後のページにのってい
る生きもののすがたを見る。
②ノートをひらいて、プリント2の前はんをうつす。
③教科書のしゃしんやかんさつカードを見て、気づいた
ことをノートに書く。
③プリント2の後はんをノートにうつす。
④教科書P184を見て、かくにんをする。

★早く終わったら
○詩(し)をもう１ど、読む。

★早く終わったら
○書いたものをノートを見直す
○eライブラリ

2 社会 ９：４０～１０：２５
単元名

5 市民 １３：５０～１４：３５

わたしたちのまちと市

単元名

時間をまもることの大切さ

じゅんび
するもの

教科書「社会3年」、ノート

じゅんび
するもの

教科書「市民科3・4年生」、ワークシート

めあて

学校のまわりにあるものを思い出して書こう

めあて

自分の生活をふりかえろう

◎やること

◎やること

①教科書P4～9を音読する。
②学校のまわりにあるものを考える。
(学校にくるまでの道にあるものでもよい。)
③ノートに思いついたものを書く。

①教科書P4「ステップ1」の絵を見て気づいたことを
ワークシートに書く。
②教科書P4の下の文しょうを読む。
③時間をまもらないと、どんなことがこまるかを考え、
ワークシートに書く。

★早く終わったら
○教科書P4～9をもう１ど、読む。
○eライブラリ

★早く終わったら
○教科書P4の下の文しょうをもう１ど、読む。

3 算数 １０：４５～１１：３０

6

単元名

九九のひょうとかけ算

単元名

じゅんび
するもの

ワークシート

じゅんび
するもの

めあて

10や0のかけ算をしよう

めあて

◎やること

１４：４０～１５：２５

◎やること

①もんだい文を読んで、もんだいをとく。
②自分の書いたしきと答えを見なおす。
③お家の人に丸つけをしてもらう。
④まちがえたもんだいはもう一ど、ときなおす。

★早く終わったら
○計算ドリル３
○eライブラリ

５月１２日 修正版②

第一日野小学校 3年生 学しゅうのやり方

5/14(木)

1 国語 ８：５０～９：３５
単元名

4 体育 １１：３５～１２：２０

きつつきの商売

単元名

体つくりうんどう

じゅんび
するもの

教科書「国語3年上」、ノート

じゅんび
するもの

なわとび、いちひのあそBINGO

めあて

やくになりきって、音読しよう

めあて

楽しく体をうごかそう

◎やること

◎やること

①「きつつきの商売」(P15～25)を音読する。
(まずは1回、声に出して読む。)
②やくになりきって、読むれんしゅうをする。
③上手に読めるようになったら、「さい後の１回」に
チャレンジする。
④ことのはノートP20「農」と「球」をれんしゅうする。

①ワンミニッツ・エクササイズにちょうせんする。
②なわとびでいろいろなとび方にちょうせんする。
③「いちひのあそBINGO」の中からうんどうをえらび、
とりくむ。

☆音読する時のポイント☆
○教科書を両手でもつ。
○口を大きくあけて、はっきりとした声で読む。
☆かん字れんしゅうのポイント☆
○大きな字で、ていねいに書く。
○書きじゅんに気をつけて書く。
★早く終わったら
○読書
○eライブラリ

★早く終わったら
○「いちひのあそBINGO」のやってみたいうんどうにどんどん
ちょうせんする

2 算数 ９：４０～１０：２５
単元名

☆気をつけること☆
○こまめに休けいをする。
○おわったら、手あらい・うがいをする。

5 国語 １３：５０～１４：３５

九九のひょうとかけ算

単元名

かん字の広場

じゅんび
するもの

ワークシート

じゅんび
するもの

教科書「国語3年上」、ノート

めあて

10や0のかけ算をしよう

めあて

ならったかん字をつかって、文を作ろう

◎やること

◎やること

①もんだい文を読んで、もんだいをとく。
②自分の書いたしきと答えを見なおす。
③お家の人に丸つけをしてもらう。
④まちがえたもんだいはもう一ど、ときなおす。

①教科書P46のかん字を声に出して読む。
②教科書の絵の中のことばをつかって文しょうを作る。
(全ぶのかん字をつかう。)
③作った文しょうを声に出して読む。

★早く終わったら
○計算ドリル４
○eライブラリ

★早く終わったら
○読書
○eライブラリ

3 理科 １０：４５～１１：３０
単元名
じゅんび
するもの

6 市民 １４：４０～１５：２５

しぜんのかんさつ

単元名

時間をまもることの大切さ

教科書「理科3年」、ノート

じゅんび
するもの

教科書「市民科3・4年生」、ワークシート

めあて

自分の生活をふりかえろう

めあて 生きもののとくちょうにちゅうもくしてしらべよう
◎やること

◎やること

①プリント3－1をノートにうつす。
②教科書のさいごのページをみていろいろなグループ
に分ける。
③自分でグループを作って、生きものを分けていく。
④プリント3－2をノートに書く。
⑤教科書P10を見て、かくにんする。
⑥教科書P14～15の問題をとく。プリント（理科プリント
７・８枚目「しぜんのかんさつ」）にやる

①教科書P4～5を読む。
②時間をまもって生活しているかをふりかえる。
③時間をまもるために気をつけることを考える。
④ワークシートに書く。

★早く終わったら
○教科書「しぜんのかんさつ」をよむ
○eライブラリ

★早く終わったら
○教科書P4～5をもう１ど、書く。

５月１２日 修正版②

第一日野小学校 3年生 学しゅうのやり方

5/15(金)

1 国語 ８：５０～９：３５
単元名

4 社会 １１：３５～１２：２０

ローマ字

単元名

わたしたちのまちと市

じゅんび
するもの

ローマ字ノート

じゅんび
するもの

教科書「社会3年」、ノート

めあて

お手本を見ながらローマ字を書こう

めあて

自分のおすすめの場しょをしょうかいしよう

◎やること

◎やること

①ローマ字ノートのお手本を見ながらP19のれんしゅう
をする。
②P19で書いたローマ字のたん語を読む。
③ローマ字ノートのお手本を見ながらP20のれんしゅう
をする。
④P20で書いたローマ字のたん語を読む。

①教科書P4～9を読む。
②13日に書いた「学校のまわりにあるもの」の中から
みんなにしょうかいしたいものを3つえらぶ。
③ノートにしょうかいの文を書く。
(教科書P7を見ながら、「しょうかいしたいもの」「えらん
だ理ゆう」をくわしく書く。)
④書いた文しょうを読みなおす

★早く終わったら
○いろいろなたん語をローマ字で書く

2 算数 ９：４０～１０：２５
単元名

5 体育 １３：５０～１４：３５

九九のひょうとかけ算

単元名

体つくりうんどう

じゅんび
するもの

ワークシート

じゅんび
するもの

なわとび、いちひのあそBINGO

めあて

かけ算をつかって考えよう

めあて

楽しく体をうごかそう

◎やること

◎やること

①もんだい文を読んで、もんだいをとく。
②自分の書いたしきと答えを見なおす。
③お家の人に丸つけをしてもらう。
④まちがえたもんだいはもう一ど、ときなおす。

①ワンミニッツ・エクササイズにちょうせんする。
②なわとびでいろいろなとび方にちょうせんする。
③「いちひのあそBINGO」の中からうんどうをえらび、
やってみる。
☆気をつけること☆
○こまめに休けいをする。
○おわったら、手あらい・うがいをする。

★早く終わったら
○計算ドリル５
○eライブラリ

★早く終わったら
○「いちひのあそBINGO」のやってみたいうんどうにどんどん
ちょうせんする

3 音楽 １０：４５～１１：３０

6

単元名

「○○○」をきこう

単元名

じゅんび
するもの

教科書「音楽３年」

じゅんび
するもの

めあて

ようすを思いうかべてうたおう

◎やること
① 今日きく音楽を教か書からさがす。
② きょく名は「春の小川」です。教か書P６をひらいて、かしを読む。
③ 音楽をききます。インターネットで1日目と同じページをひらく。
④ 全ぶで3回ききながら、次のことをする。
1回目楽ふを見て、音ぷを指さしながらききましょう。
2回目音楽に合わせて、歌ってみましょう。
3回目かしの様子をおもいうかべながら歌いましょう。
⑤かだいプリントで、ふり返りを書く。

１４：４０～１５：２５

めあて
◎やること

５月１２日 修正版②

