
５月７日 学習予定 

 

１じかんめ  しみんか 「１がっきの めあてを きめよう」 

★おうちにある かみや じゆうちょうに かきましょう。（学校がはじまったら、もってきます） 

 ①がくしゅうの めあてを かんがえて かきましょう。 

（お手本） 

・かんじを とめ はね はらい に きをつけて きれいに かけるように なる。 

・さんすうの もんだいを まちがえずに すばやく けいさん できるように なる。 

 ②せいかつの めあてを かんがえて かきましょう。 

（お手本） 

・にがてな やさいを すこしでも たべられるように する。 

・まい日 ７じに おきて、 ９じまでに ふとんに 入り、 きそく正しい 生かつを  

する。 

 ③やってみたい かかりかつどうを かんがえて かきましょう。 

（お手本） 

・こくばん がかり ・生きもの がかり ・でん気 がかり ・はいたつ がかり 

・たいいく がかり  

 
★かいた めあてを おうちの人に よみましょう。 

★きょう かいたかみは 学校が はじまったら せいしょ しますので なくさないように 

もっていて ください。 
 

★しみんかの 学しゅうは これで おわりです。 

２じかんめ  こくご 「はるが いっぱい」 

★こくごの きょうかしょと こくごの ノートを よういしましょう。 

 ノートは 見ひらき １ページを つかいましょう。 

 

 ①３０ページ、３１ページを ひらきましょう。しっている花や生きものはありますか？ 

     しっている 花や 生きものに まるを つけましょう。 

はるの しを たのしく 音どくしよう 

こくごとさんすうは、ノート手本があります。 

しみんかは、じゆうちょうや おうちにあるかみに かきましょう。 



 ②３０ページ、３１ページを 音どくしましょう。 

 ③３１ページの 「はなが さいた」 の しを ノートに うつして かきましょう。 

     はなが さいた   まど・みちお   から かきましょう。 

     きょうかしょのように  ノートのマスが あまっていても つぎの ぎょうに  

きょうかしょ そっくりに かいてみましょう。 ことばと ことばの あいだも 
あいているように １マス あけて かきましょう。 

 

(ノートの手本) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 ※ここから先の④・⑤は ノートに かいた しに かきます。 
 

④「はなが さいた」の しで、 くりかえし でてくる ことばに あかいろえんぴつで 

せんを ひきましょう。  
     はなが さいた    はなが さいた 

     はなが さいて   

 ⑤「はなが さいた」の しで、 にているけれど、 すこしちがう ことばは  

ありますか？ なみ せんを ひきましょう。 

     はひふへ ほほほ   ⇔   ほへふひ  ははは 
     みない ひと いない   ⇔   おこる ひと いない 

 ⑥「はなが さいた」の しを、 くふうして 音どく しましょう。（３かい） 

     くりかえし 出てくる ことばは どう よみますか？ 

 



     リズムよく よんで みましょう。 

 ⑦くふうした 音どくを おうちの人に きいてもらいましょう。 

     くふうして 音どく しましょう。おうちの人に かんそうを ききましょう。  

 

★こくごの 学しゅうは これで おわりです。 

３じかんめ  さんすう 「ひょうとグラフ」 

★きょうかしょと さんすうノートを よういしましょう。 

 

 

 

 きょうから ひょうと グラフ という べんきょうを します。 
 ひょうも グラフも 大きさを みやすくするために つかいます。 

 ひょうは 「しゅるいごとに なん人いるか すう字で かいたもの」 です。 

 グラフは 「しゅるいごとに なん人いるか ●のかずで あらわしたもの」 です。 
 ひょうと グラフの かきかたを 学しゅう しましょう。 

 

①12ページ、13ページを ひらきましょう。 

   あそびしらべをします。12ページには、あるクラスで すきなあそびを  

カードにかいたものがあります。どの あそびが おおい ですか？ 
きょうかしょを ゆびさしながら はなして みましょう。 

②どのあそびの かずがおおいか しらべます。 

   12ページのあそびの えを みてみましょう。  

   うんてい    おにごっこ   けん玉   てつぼう   なわとび    
   ボールあそび が それぞれ なん人いるか かぞえましょう。 

 

   かぞえた えを チェック(☑)すると かぞえまちがいが へらせます。 

   かぞえたら、13ページの ②○アひょうに かきこみましょう。 

 

★しゅるいごとに なん人いるか すう字で かいたものを  
「ひょう」 といいます。 

 

  

ひょうと グラフで あらわそう 



③かんせいした ひょうを よく見て みましょう。 

 

  

 

 

    ※ノートに こたえを かきましょう。 

（１） 一ばん おおいのは なんの あそびですか？ 

（２） 一ばん すくないのは なんの あそびですか？ 

（３） おなじ人ずうが えらんだ あそびはなんですか？ 
 

④13ページの ②○イ グラフに ●をかきこみましょう。 

 

★しゅるいごとに なん人いるか ●のかずで あらわしたものを 
 「グラフ」といいます。 

 
 

      

 ●     

 ●     

 ● ●   ● 

● ● ●   ● 

● ● ●  ● ● 

● ● ● ● ● ● 

● ● ● ● ● ● 

うんてい おにごっこ けん玉 てつぼう なわとび ボールあそび 

  

④ひょうと グラフ それぞれで わかりやすく なったことは なんでしょう？ 
  ノートに かいて おうちの人に せつめい しましょう。 

   ひょうは 正しい （ かず ）が わかりやすい。 

  グラフは （大きい、小さい、おなじ） がわかりやすい。 

 

すきな 
あそび 

うんてい おにごっこ けん玉 てつぼう なわとび ボールあそび 

人数（人） ４ 7 5 2 3 5 

すきな あそび しらべ 

すきな あそび しらべ 



（ノートの手本） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★さんすうの 学しゅうは これでおわりです。 

４じかんめ  ずこう 「にぎにぎ ねん土」 

★ずこうのきょうかしょ  ねん土  ねん土ばんを よういしましょう。 
 おうちの人に ねん土を してもいいばしょか たしかめてから はじめましょう。 

 

 

 ①きょうかしょ 12ページ、13ページを 見てみましょう。 

    どんな さくひんが ありますか？ きょうは ねん土を つかいますが、 

    なにを つくるか まだ きめません。 

 

 ②かた手で ぎゅっと にぎれる 大きさの ねん土をとり、かたちを きめずに  

ぎゅっと にぎってみましょう。 

 
 にぎってできた ねん土の かたちを よく見てみましょう。 

 なんの かたちに 見えますか？いくつか そうぞう してみましょう。 

 

にぎって かたちをかえて つくろう 

 



 ③なにかの かたちに 見えてきたら、 つづきを つくって みましょう。 

 

    へらやどうぐは つかわないで、 手や ゆびを 上手につかって 
    つくってみましょう。 

    ゆびの あとも もように なりますよ。 

 
 ④できた さくひんを しょうかい しましょう。 

 

    なにをつくったのか おうちの人に しょうかいしましょう。 
    はじめに どこから つくったのですか？ 

    ぎゅっと にぎった ねん土は なんの かたちに 見えましたか？ 

 

 ⑤ねん土と ねん土ばんを かたづけましょう。 

 

    つかった ねん土と ねん土ばんを しっかり かたづけましょう。 
    手を きれいに あらいましょう。 

 

★ねん土の 学しゅうは とりくむだけで、 ていしゅつ しなくて 大丈夫です。 
★ずこうの 学しゅうは これで おわりです。 

モジュール 「ことのは ノート」 

★ことのはノートと かん字ノートを よういしましょう。 

 

  ことのはノートの ６ページ （分）（方）の お手本を ていねいに なぞりましょう。 
  ことのはノートに おなじ文を なぞりとあわせて ３かい れんしゅうしましょう。 

  れんしゅうした かん字を かん字ノートに よく見て ていねいに かきましょう。 

★モジュールの 学しゅうは これで おわりです。 

★今日の学しゅうも がんばりました。 つぎの日も げん気に がんばりましょう。 

 


