
1 

 

５月 13 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きょうか書の １６ページ １行目から ６行目までを １かい 音読しましょう。 

いま音どくしたところは おはなしの だい２ばめん です。きょうかしょの  

【どこかで、 小さな こえが しました。】の上に、 ２ と かきましょう。 

②だい２ばめん には だれが 出てきましたか。  

・ふきのとう 

③「よいしょ、よいしょ。 おもたいな。」「よいしょ、よいしょ。そとが 見たいな。」の せ

りふを ふきのとうに なりきって、 もう一ど だい２ばめんを 音どくしましょう。 

★どうして、 ふきのとうは ふんばって いるのか、 ばめんを そうぞうしながら 

音どくしましょう。 

 ④こくごの ノートを ひらきましょう。 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２・３ばめんを そうぞうしながら 音どくしよう。 

 ⑤だい２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。 

 

こくごとさんすうは、ノート手本があります。 

せいかつかは じゆうちょうか おうちにある かみに かきましょう。 

ずこうは しんぶんしが よういできると たすかります。 

だい２・３ばめんを くふうしながら 音どくしよう。 
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（お手本） 

  だい２ばめん 

  ふきのとうが、 そとを 見るために、〇を どけようと 〇〇〇〇〇 いる。 

⑥きょうかしょの １６ページ ７行目から １７ページ おわりまでを 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３ばめん です。きょうかしょの  

「ごめんね。」の上に、 ３ と かきましょう。 

⑦だい３ばめん には だれが 出てきましたか。  

・雪  

⑧だい３ばめんに 出てくる せりふの ぶぶんを、 雪に なりきって、 もう一ど だ

い３ばめんを 音どくしましょう。 

★どうやって 音どくしたら、 ざんねんそうな ようすが つたわるでしょうか。 

⑨だい３ばめんでは、 雪が だれに なにを あやまっていますか。 

自分で かんがえて かきましょう。 

（お手本） 

だい三ばめん 

  雪が ○○○○○に、 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 

 ⑩だい２・３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。 

かき方が 分からないときは、 このまえに かいたノートや、学しゅう よていの  

お手本を 見てみましょう。 

★ こくごの 学しゅうは これで おわりです。 
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(ノートの手本) 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

 

きょうは とけいの ながいはりを うごかして 時こくや 時かんを もとめましょう。 

とけいの ながいはりが ひとまわりすると 1時間です。１時間は ６０分です。 

①きょうかしょの 19ページを あけましょう。 

 ㋐おきてから 家を出るまでの 時間は なん分か とけいをつかって しらべましょう。 

  みじかいはりが ７から８に うごくあいだに ながいはりは ひとまわりします。 
ひとまわりで 小さな目もりで なんこ分 うごいたか かぞえてみましょう。  

 

目もりは 60 こ分うごきます。かぞえたかずと おなじでしたか？ こたえは 60分です。 

 

●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。 

 

はりをよんで 時こくや 時かんを もとめよう 
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ながいはりがひとまわりで１時間。 

1時間＝60分 

 

②きょうかしょ１９ページの ㋑のもんだいを とけいをつかって しらべましょう。 

 とけいを おきた時こくの ７時にあわせましょう。 

 学校が はじまる ８時３０分まで はりを まわしましょう。  

どれくらい ながいはりが うごきましたか？ 

 

 

 

 

 ながいはりは ひとまわりと はんぶん まわったので 60 分と 30 分 あわせて 90分です。 

60分で 1時間なので 1時間 30分とも いいます。 

 

③きょうかしょの１９ページの ４ を とけいをつかって しらべて ノートにかきましょう。 

 はじめに とけいを ９時２５分に あわせて しらべましょう。 

 （ヒント）時こくは とけいの はりを うごかして とまったとき！ 

  

 おわったら おうちの人と こたえあわせを しましょう。 
 

④とけいをつかって いろいろな時間を しらべて いってみましょう。 

 １、きょう あなたが おきてから あさごはんを たべるまでの 時間は？ 

 ２、きょう あなたが おきてから いま までの 時間は？ 

 ３、きのう あなたが ねてから きょう おきるまでの 時間は？ 

とけいの ながいはりが ひとまわりすると 1時間です。１時間は ６０分です。 

 

ひとまわりで 60分 

 

さらに 3０分まわる 
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★さんすうの 学しゅうは おしまいです。 

３じかんめ せいかつか  「まちたんけん」 

★おうちにある かみやじゆうちょうを よういしましょう。 

 

★かみに 今日の日づけ、きょうか名、めあてを かきましょう。 

① 下のえを見ましょう。 

 

・えの中で いったことのある おみせ・ばしょは ありますか？ 
    いったことのある おみせ・ばしょを かみに かきましょう。 

 

じぶんたちの すむまちを 見てみよう。 
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② いったことのある おみせ・ばしょを かいて、きづいたことを かきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ よくいくおみせ・ばしょを おもいだしましょう。 

・じぶんのすむまちの よくいくおみせ・ばしょは ありますか？ 

 よくいくおみせ・ばしょの なまえを かきましょう。 

④ よくいくおみせ・ばしょは なにをするところかを かきましょう。 

よくいくおみせ・ばしょ だいにえんざん しょうがっこう 

なにをするところか ・べんきょう するところ 

・ともだちに あうところ 

 

よくいくおみせ・ばしょ しょうわだいがくびょういん 

なにをするところか ・かぜを ひいたときに いくところ 

・おいしゃさんに けんさを してもらうところ 

⑤ おうちの人に よくいくおみせ・ばしょを ききましょう。 

おうちの人への ききかた。 

「よくいくおみせ・ばしょは どこですか？」 
「そのおみせ・ばしょは なにを するところですか？」 
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⑥ ふりかえりをしよう。 

・じぶんたちの すむまちを 見て、 

 わかったことや きづいたこと、もっとやってみたいことを かきましょう。 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

★せいかつかの がくしゅうは これでおわりです。 

★きょうかいたかみや じゆうちょうは がっこうが はじまったら 先生にだすので 
 たいせつに もっておいてください。 

４じかんめ  ずこう 「しんぶんしと なかよし」 

しんぶんし（一日ぶん）を よういしましょう。 

 おうちの人に しんぶんしを つかった 学しゅうを していいか たしかめてから 

 はじめましょう。 

 

 

① 下に ある きょうかしょの ページを 見てみましょう。 

    きょうは からだ ぜんたいで たのしみながら さくひんを つくります。 

    しんぶんしを くふうして つかいましょう。 

 

 

 

ならべたり やぶいたり まるめたりして しんぶんしと なかよくなろう 

しんぶんしは、 すいぶん（水け）をすいとったり、 あ

たためたり することもできます。 

くらしの 中で くふうして つかうことができます。 
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② つぎに かいてある ほうほうで、 しんぶんしと なかよくなりましょう。 

さくひんづくりは そのあとで しましょう。  

 
（１） しんぶしを 大きくひろげて、 やぶいてみましょう。 

しんぶんし には たて目と よこ目といって、まっすぐに やぶけやすい 

ほうこうと、やぶけにくい ほうこうが あります。 
  

 

 
 

 

 

 

 

 
（２） ほかにも こんな ほうほうが あります。やってみましょう。 

 

 
 

 

 
 

 

 
③ 気にいった ほうほうは ありましたか？ 

それでは、 いろいろなほうほうで つくったあとのしんぶんしを よく見て、  

さくひんを つくって みましょう。 
 

    きょうかしょにも いろいろな さくひんが のっています。 

    さくひんづくりに こまったら、 ヒントをもらいましょう。 
     

 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？ 

 

・はさみで きって 
・くしゃくしゃ まるめて 
・ぎゅっと しぼって 
・ぐるぐる まいて 
・くるくる まとめて 
・ながく つなげて 
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④ つかった しんぶんしを かたづけましょう。 

 

  びりびり ちぎった しんぶんしが まだ どこかに おちていませんか？ 
    手がくろくなっていると おもいます。 手を きれいに あらいましょう。 

 

★しんぶんしの 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。 

（ずこうの きょうかしょ） 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

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 １０ページ （聞）（黄）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。 
 

 


