第一日野小学校 3年生 学しゅうのやり方

5/18(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、ワークシート①、ことのはノート

じゅんび
するもの

ノート、ワークシート１

めあて

お話の内ようをまとめよう

めあて

自分のまちについて考えよう

◎やること

◎やること

①「きつつきの商売」(P15～25)を音読する。
②教科書を見ながら、ワークシート①にとり組む。
(ひょうに、あてはまることばを入れていく。)
③ことのはノートP21「局」と「決」をれんしゅうする。

①ワークシート1‐①を見て、家から学校に行くまでの
間にどんな場しょがあるか考え、ノートに書く。
②家の周りで行ったことのある場しょを書いていく。
・ワークシート1‐②を見て、まとめていく。
③ワークシート1‐③を見て、自分の家の近くの地いきは
どんなとくちょうがあるか考えて、ノートに書く。
④ワークシート1-④東西南北をおぼえて、ノートに書く。

【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
○「きつつきの商売」をもう一ど音読する
○読書

2 算数 ９：４０～１０：２５
単元名

★早く終わったら
○ワークシート１の「東西南北おうえんだん」で、東西南北をお
ぼえる。

5 英語 １３：５０～１４：３５

たし算とひき算の筆算

単元名

アルファベット

じゅんび
するもの

ワークシート①、教科書

じゅんび
するもの

ワークシート①～③、はさみ

めあて

たし算のひっ算をしよう

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・ひっ算と答えを見なおす。
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アルファベットカード（ワークシート①）を切り取る。
②切り取ったアルファベットカードを、台紙（ワークシート
②）の上にならべる。その時に、大きな声で「A、B、C…」
とはつ音する。
③２回目はなるべくはやくカードをならべる。
その時に、声をしっかりと出すこと。
④ワークシート③の点つなぎをする。

★早く終わったら
○計算ドリル17

★早く終わったら
○アルファベットカードならべをする

3 音楽 １０：４５～１１：３０
単元名

キラキラおひさま

じゅんび
するもの

教科書、ワークシート①、けんばんハーモニカ

めあて

「キラキラおひさま」をゆびのうごきに気をつけてふこう

◎やること

※ワークシート①を見ながらすすめます
①教科書P8「キラキラおひさま」を歌しを見ながら歌う。
②「キラキラおひさま」をドレミで歌う。
③教科書かインターネットで「ゆびくぐり」、「ゆびまたぎ」のやり
方を見る。（ワークシートにせつめいがあります）
④けんばんハーモニカで、ゆびくぐりをれんしゅうする。(ミファソ
を5回ひく。)
⑤けんばんハーモニカで、ゆびまたぎをれんしゅうする。(ソファ
ミレを5回ひく。)
⑥ゆびくぐりとゆびまたぎに気をつけて、とおしてれんしゅうを
する。 (すらすらひけるように、れんしゅうをする。)
★早く終わったら
〇ほかの音で「ゆびまたぎ」と「ゆびくぐり」のれんしゅうをする

第一日野小学校 3年生 学しゅうのやり方

5/19(火)

1 国語 ８：５０～９：３５
単元名

4 市民 １１：３５～１２：２０

きつつきの商売

単元名

時間を守ることの大切さ

じゅんび
するもの

教科書、ワークシート②、ことのはノート

じゅんび
するもの

ワークシート①

めあて

自分のすきな場めんをえらぼう

めあて 自分の生活をふりかえり、つぎにやく立てよう

◎やること

◎やること

①「きつつきの商売」(P15～25)を音読する。
②教科書を見ながら、ワークシート②にとり組む。
(自分のすきな場めんと、その理ゆうを書く。)
③ことのはノートP22「整」と「相」をれんしゅうする。

①自分の1日のすごし方をふりかえる。
②ワークシートに「これからの自分の1日のすごし方」を
考えて書く。
③書いたことを見なおす。
④書いた1日のすごし方を声に出して読む。
(お家の人にはっぴょうしてもよい。)

【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
○「きつつきの商売」をもう一ど音読する
○読書

2 理科 ９：４０～１０：２５
単元名

★早く終わったら
○市民科の教科書を読む

5 国語 １３：５０～１４：３５

植物の育ち方～たねまき～

単元名

かん字

じゅんび
するもの

教科書、ノート、ワークシート１、色えんぴつ

じゅんび
するもの

ことのはノート

めあて

しょくぶつのたねをかんさつしよう

めあて

字の形に気をつけて書こう

◎やること

◎やること

①4しゅるいのたねのしゃしんをよく見る。
・ワークシート1（しりょう）か教科書P18を見る。
②ノートを開き、ワークシート1をうつして書く。
③4しゅるいのたねの絵を書く。
・形やもようをよく見る。 ・色えんぴつで色をぬる。
・気づいたことをことばで書く。
④教科書P19の「たねのまき方」を読む。

①ことのはノートP23「落」と「着」のれんしゅうをする。
②自分の書いた字を見なおす。
③ことのはノートP24「洋」と「服」のれんしゅうをする。
④自分の書いた字を見なおす。

★早く終わったら
○ほかのたねのしゃしんを見て、ノートに記ろくする

★早く終わったら
○読書

3 算数 １０：４５～１１：３０
単元名

【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。

6 体育 １４：４０～１５：２５

たし算とひき算の筆算

単元名

体つくり運動

じゅんび
するもの

ワークシート②

じゅんび
するもの

なわとび、なわとびの花その１（ひらがな）
いちひのあそＢＩＮＧＯ！Vol.2（2・3年用）

めあて

十の位にくり上がりがあるひっ算のしかたを考えよう

めあて

楽しく体をうごかそう

◎やること

①もんだい文を読んで、もんだいをとく。
②自分の書いたひっ算と答えを見なおす。
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18

◎やること
①ワンミニッツ・エクササイズ「ベーシック」「アドバンス」の中から、やり
たいものを選んでちょうせんする。
②なわとびでいろいろなとび方にちょうせんする。
③「なわとびの花」その１(ひらがな)に、ちょうせんしたとび方を書く。
④「いちひのあそＢＩＮＧＯ！」Vol.2（2・3年用）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
○「いちひのうんどうあそびんご」のちょうせんしたいうんどう
にどんどんとり組む

第一日野小学校 3年生 学しゅうのやり方

5/20(水)

1 国語 ８：５０～９：３５
単元名

4 理科 １１：３５～１２：２０

きつつきの商売

単元名

植物の育ち方～たねまき～

じゅんび
するもの

教科書、ワークシート③、ことのはノート

じゅんび
するもの

教科書、ノート、ワークシート２、色えんぴつ

めあて

お話のつづきを考えよう

めあて

しょくぶつの育ち方を考えよう

◎やること

◎やること

①「きつつきの商売」(P15～25)を音読する。
②教科書を見ながら、ワークシート③にとり組む。
(「きつつきの商売」のお話のつづきを考えて書く。)
③ことのはノートP25「遊」と「全」をれんしゅうする。

①前回、かんさつした4つのたねから、2つをえらぶ。
(ヒマワリ/ホウセンカ/ダイズ/オクラの中から2つ)
②しょくぶつはたねからどのように育っていくのか考え
る。
・ワークシート2の「れい」ようにノートに書いていく。
・自分がえらんだたねがどのようにそだっていくか、絵
や言葉で書いて予想をする。
・書ける人は、なぜそう考えたのか理ゆうも書く。

【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
○「きつつきの商売」をもう一ど音読
○読書

2 図工 ９：４０～１０：２５
単元名

★早く終わったら
○ほかのしょくぶつはどのようにそだつか考えて、同じように
ノートに書く。

5 市民 １３：５０～１４：３５

作ってみよう

単元名

「思いやりの心」をもとう

じゅんび
するもの

ねん土、ねん土ばん

じゅんび
するもの

教科書、ワークシート②

めあて

ねん土をつかって、作品を作ってみよう

めあて

「思いやりエピソード」を書こう

◎やること

◎やること

①作りたいものをイメージする。
②ねん土をつかって、作品をつくる。
(ねん土を全ぶつかって、大きな作品をつくる。)
③作った作品を見る。
(お家の人に見せてもよい。)
④後かたづけをする。
※かたづけずに、21日につづきをやってもよいです。
【お家の方へ】
可能でしたら、ねん土を戻す前に写真を撮ってあげて
ください。

①教科書P28～29を読む。
②ワークシート②に自分がだれかにしてあげた「思いや
り」と、だれかにしてもらった「思いやり」エピソードを書
く。
③書いたエピソードを声に出して読む。

★早く終わったら
○図工の教科書を読む

★早く終わったら
○市民科の教科書を読む

3 算数 １０：４５～１１：３０
単元名

たし算とひき算の筆算

じゅんび
するもの

ワークシート③

めあて

百の位にくり上がりのあるひっ算のしかたを考えよう

◎やること

①もんだい文を読んで、もんだいをとく。
②自分の書いたひっ算と答えを見なおす。
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19

第一日野小学校 3年生 学しゅうのやり方

5/21(木)

1 国語 ８：５０～９：３５
単元名

4 体育 １１：３５～１２：２０

図書館たんていだん

単元名

体つくり運動

じゅんび
するもの

教科書、ワークシート④、家の本、ことのはノート

じゅんび
するもの

なわとび、なわとびの花その１（ひらがな）
いちひのあそＢＩＮＧＯ！Vol.2（2・3年用）

めあて

自分のお気に入りの本を読もう

めあて

楽しく体をうごかそう

◎やること

①教科書P30～31を音読する。
②家にある本を1冊えらんで読む。(読めるところまで)
③教科書P29を見ながら、ワークシートに読んだ本のか
んそうを書く。
(お家の人に読んだかんそうをつたえてもよい。)
④ことのはノートP26「短」と「世」をれんしゅうする。

★早く終わったら
○お気に入りの本をもう１さつ読む

2 算数 ９：４０～１０：２５
単元名

◎やること
①ワンミニッツ・エクササイズ「ベーシック」「アドバンス」の中から、や
りたいものを選んでちょうせんする。
②なわとびでいろいろなとび方にちょうせんする。
③「なわとびの花」その１(ひらがな)に、ちょうせんしたとび方を書く。
④「いちひのあそＢＩＮＧＯ！」Vol.2（2・3年用）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
○「いちひのうんどうあそびんご」のちょうせんしたいうんどう
にどんどんとり組む

5 国語 １３：５０～１４：３５

たし算とひき算の筆算

単元名

ローマ字・かん字

じゅんび
するもの

ワークシート④

じゅんび
するもの

ローマ字の練習、ことのはノート

めあて

3けたの数をひくひき算のひっ算のしかたを考えよう

めあて

字の形に気をつけて書こう

◎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・ひっ算と答えを見なおす。
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「ローマ字の練習」を出し、お手本を見ながらP20～21
のれんしゅうをする。
②P20～21で書いたローマ字のたん語を読む。
③ことのはノートP27「界」と「横」をれんしゅうする。

★早く終わったら
○計算ドリル20

★早く終わったら
○いろいろなたん語をローマ字で書く

3 理科 １０：４５～１１：３０
単元名

6 図工 １４：４０～１５：２５

こん虫の育ち方

単元名

作ってみよう

じゅんび
するもの

教科書、ノート、ワークシート３、色えんぴつ

じゅんび
するもの

ねん土、ねん土ばん

めあて

こん虫の育ち方を考えよう

めあて

ねん土をつかって、作品を作ろう

◎やること

◎やること

①ワークシート３（しりょう）や教科書P25の右上にある
「モンシロチョウのたまご」のしゃしんを見る。
②ノートに大きく、たまごの絵をかく。
③教科書P26の「予想しよう」を読む。
④たまごがモンシロチョウになるまでどのように育つか
予想して、ノートに書く。

①作りたいものをイメージする。
②ねん土をつかって、作品をつくる。
(ねん土を全ぶつかって、大きな作品をつくる。)
③作った作品を見る。
(お家の人に見せてもよい。)
④後かたづけをする。
【お家の方へ】
可能でしたら、ねん土を戻す前に写真を撮ってあげて
ください。

★早く終わったら
○書いた文を読みなおす

★早く終わったら
○ねん土でちがう作品を作ってみる。

第一日野小学校 3年生 学しゅうのやり方

5/22(金)

1 国語 ８：５０～９：３５
単元名

4 社会 １１：３５～１２：２０

かん字

単元名

わたしたちのまちと市

じゅんび
するもの

ことのはノート

じゅんび
するもの

ワークシート２、（わたしたちの品川）

めあて

字の形に気をつけて書こう

めあて

自分のまちについて考えよう

◎やること

◎やること

①ことのはノートP28「指」と「鉄」のれんしゅうをする。
②自分の書いた字を見なおす。
③ことのはノートP29「安」と「定」のれんしゅうをする。
④自分の書いた字を見なおす。
【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。

①ワークシート２（せつめい）を読む。
②自分の知っていることを地図に書く。
・地図の中に色をぬる。
・知っている場所について、［れい］のように書く。
③学校のまわりでしらべてみたいことを考えて、ワーク
シート２に書く。
・どこに行ってみたいか ・何を見てみたいか

★早く終わったら
○読書

★早く終わったら
○わたしたちの品川P4～5をみて、地図記号や四方位のかく
にんをする。

2 算数 ９：４０～１０：２５
単元名

5 体育 １３：５０～１４：３５

たし算とひき算の筆算

単元名

体つくり運動

じゅんび
するもの

ワークシート⑤

じゅんび
するもの

なわとび、なわとびの花その１（ひらがな）
いちひのあそＢＩＮＧＯ！Vol.2（2・3年用）

めあて

一の位も十の位もくり下がりがある
ひっ算のしかたを考えよう

めあて

楽しく体をうごかそう

◎やること

①もんだい文を読んで、もんだいをとく。
②自分の書いたひっ算と答えを見なおす。
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21

◎やること
①ワンミニッツ・エクササイズ「ベーシック」「アドバンス」の中から、や
りたいものを選んでちょうせんする。
②なわとびでいろいろなとび方にちょうせんする。
③「なわとびの花」その１(ひらがな)に、ちょうせんしたとび方を書く。
④「いちひのあそＢＩＮＧＯ！」Vol.2（2・3年用）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
○「いちひのうんどうあそびんご」のちょうせんしたいうんどう
にどんどんとり組む

3 音楽 １０：４５～１１：３０
単元名

楽ふのお話

じゅんび
するもの

教科書、ワークシート②、色えんぴつ

めあて

音ぷや記ごうについて知ろう

◎やること

①教科書P9「楽ふでお話」を見て、ワークシート②のも
んだいをとく。
②ドレミのぬり絵をする。
(音の高さをかくにんしながら、音ぷに色をぬる。)

★早く終わったら
〇「キラキラおひさま」を歌しをみながら歌う
〇「キラキラおひさま」をドレミで歌う

