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５月 12 日 学習予定 

 

 

１じかんめ こくご  「ふきのとう」 

★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。 

 

①きょうかしょの １４ページ、１５ページを １かい 音どくしましょう。 

いま音どくしたところは おはなしの だい１ばめん です。きょうかしょの 【よが  

あけました。】の上に、 １ と かきましょう。 

 ②だい１ばめん では だれが 出てきましたか。  

  ・竹の はっぱ  

 ③「さむかったね。」「うん、さむかったね。」の せりふで、 竹のはっぱに  

なりきって、 もう一ど だい１ばめんを 音どくしましょう。 

★おはなしには、 【と ささやいて います。】と かいてあります。 どのように 音ど

くしたら よいでしょうか。 また、 「」いがいの ところも どうやって よむと よい

でしょうか。 

 ④こくごの ノートを ひらきましょう。 この前の つづきが あいていても、 あたらし 

いページから かきはじめます。 

ふきのとう 

○めだい一ばめんを そうぞうしながら 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。 

たいいくは どこでするか そうだんしてから はじめましょう。 
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⑤だい１ばめんは だれが なにを していましたか。 お手本を ノートに  

かきうつしましょう。 ○ のところは 自分で かんがえて かきましょう。 

（お手本） 

  だい一ばめん 

  あさの ひかりを あびて、 〇〇〇〇〇 が ささやき あっている。 

 ⑥だい１ばめんの 音どくのしかたで、 くふうできたことを ノートに かきましょう。 

（お手本） 

〈 くふうできたこと 〉 

 ・わたしは、 「さむかったね。」のせりふを 小さなこえ で 読みました。 

 ・ぼくは、 「しんと」 のところを すこし のばして 読んでみました。 

  

★  こくごの 学しゅうは これで おわりです。 

(ノートの手本) 
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２じかんめ さんすう  「時こくと時間」 

★きょうかしょと ノートと とけいのもけいを じゅんびしましょう。 

 

 

きょうからは 時こくと 時間の 学しゅうを していきます。 

時こくは いつのことかを あらわします。  

9時や１０時２０分の ように そのときを すう字で あらわすのが 時こくです。 

時間は 時こくと 時こくの あいだの ながさを あらわしたものです。 

6 時から 8 時までの 時間は ２時間の ように あいだの ながさを あらわすのが  

時間です。 

とけいを つかいながら 時こくと 時間の ちがいが わかるようになりましょう。 

 

①きょうかしょの 16ページを あけましょう。 

 16ページと 17ページを 見ながら あやかさんの おきる時こくから ねる時こくまでの 

それぞれの じこくを こえに出して よみましょう。 

 

あやかさんは 7時におきて 8時にいえを出ます。 
おきたときや いえを出たとき のように そのしゅんかんを 「〇時」や「〇時〇分」と 

いいますね。 

★8 時や 8 時 30 分のように いつのことかを すう字で あらわしたものを 時こく 

と いいます。 

 

時こくと 時間の ちがいを しろう 
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②れんしゅうしてみましょう。とけいのもけいの はりを つぎの 時こくに あわせて  

よみましょう。 

 １、きょう あなたがおきた 時こくは 〇時〇分ですか？ 

 ２、きのう あなたがねた 時こくは 〇時〇分ですか？ 

３、いまの 時こくは 〇時〇分ですか？ 

あやかさんが おきてから いえを出るときまで どれくらいの 時間が かかっている

でしょうか？ 

7時から 8時まで どれくらい はりが うごいたかで かんがえます。 

とけいを つかって 7時から 8時まで まわしてみましょう。 

みじかいはりは ７から８まで 大きな目もり １つ分 うごきましたね。7時から 8時ま

での 時間は 1時間です。 

 

★時こくと 時こくの 間を 時間と いいます。 

 時間は はりが どれだけ うごいたか でわかります。 

 

●大じポイントを ノートに かきましょう。 じょうぎを つかって 赤えんぴつでかこみます。 

 時こくは、いつのことかをあらわす。 

 時間は、時こくと時こくのあいだのながさをあらわす。 

 

③きょうかしょの 18ページを あけましょう。 

あやかさんが いえを出てから 学校に つくまでの 時間を いいましょう。 

とけいを つかって どれくらい はりが うごいたか しらべましょう。 
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こたえは 分をあらわす ながい はりが 小さな目もり 23 こ分うごいたので  

２３分です。 

 

③きょうかしょの 16・17 ページを 見ながら 下の もんだいのこたえを ノートに かき

ましょう。 

 （１）学校についてから 学校がはじまるまでの 時間          （○○分） 

 （２）きゅうしょくが はじまってから きゅうしょくが おわるまでの 時間  （○○分） 

 （３）きゅうしょくがおわってから いえに かえるまでの 時間       （〇時間） 

 

おわったら、おうちの人と こたえあわせを しましょう。 

 

★時こくは そのとき そのしゅんかん のことをいい、 

時間は 時こくと時こくのあいだで どれくらい たったのかを いいます。 

このちがいを おぼえておきましょう。 

★きょうの さんすうの 学しゅうは おしまいです。 
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３じかんめ 音がく  「ドレミで うたおう」 

★おんがくの きょうかしょを よういします。 
★おうちの人に 音がくの 学しゅうを することを つたえます。大きなこえで  

うたえない ときは、 じぶんに きこえる くらいのこえでも だいじょうぶです。 

 
 

 

①からだを ほぐしましょう。 

 くびを 大きく まわします。 はんたいにも 大きく まわしましょう。 

 手をくんで、 りょう手を ぐいっと 上に のばしましょう。もっともっと のびて！ 

 
②かおを ほぐしましょう。 

 とおくの人にも のどのおくが 見えるくらい 大きく 口を あけましょう。 

 

ドレミで うたおう 

★丸付けをしてくださる 

お家の方へ★ 

教科書やドリルでは、何分かの

時間を表すときには、「○分」

となっています。「○分間」で

も間違いではありません。 

学校が始まってから、全体への

指導をしますが、お家の方の丸

付けは、「○分」でも「○分間」

でも、数字があっていれば正解

にしてください。 

よろしくお願いします。 
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③しっている じぶんの すきな うたを ２かい うたいましょう。 

 口を 大きくあけて、 からだ ぜんぶをつかって、 

 のびのび たのしく うたいましょう。 

 

④かえるのがっしょう の うたを うたいましょう。 

かえるのがっしょう の うたを 知っていますか？ 

きょうかしょ ２２ページに かしが のっています。 ひらいてみましょう。 

かえるの がっしょうを ３かい うたいましょう。 

 

⑤かえるのがっしょう の うたを つぎは、 ドレミで うたって みましょう。 

 きょうかしょ ２２ページの 音ぷ♪ に ドレミが かいてあります。 

 つぎは、 ドレミで うたってみましょう。 すらすら うたえるまで なんかいか 

 うたって みましょう。 

 

⑥かえるのがっしょう の うたを おうちの人に きいてもらいましょう。 

 
 かえるのがっしょう の うたを ドレミで うたえるようになったら、 おうちの人に 

 きいてもらいましょう。 

 
★つぎの 音がくの 学しゅうでは、 きょうれんしゅうした かえるのがっしょうを 

 けんばんハーモニカで ひいてみましょう。 

 

★音がくの 学しゅうは これで おわりです。 

４じかんめ  たいいく 「ワンミニッツ エクササイズ」 

★うごきやすい ふくそうで、 あぶなくない ばしょで やりましょう。 
 ワンミニッツ エクササイズは、 学校の ホームページに アップされています。 

 

ワンミニッツ エクササイズを 見たい人は ここを クリックしましょう。 
 

 

 
 

 

ワンミニッツ エクササイズに ちょうせんしよう 

https://school.cts.ne.jp/data/open/cnt/3/6191/1/oneminutes.pdf?20200507131205
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① しながわくの ワンミニッツ エクササイズ から ５つ えらびましょう。 

せんしゅうとは ちがうものを えらびましょう。 

② 一人で できる うんどうから じゅんばんに やってみましょう。 
 

  ※つぎの たいいくでは なわとびに ちょうせんします。 

    なわとびの できる ばしょを おうちの人と そうだん しましょう。 
 

★たいいくの 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 ９ページ （肉）（話）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。 

 


