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５月 1４日 学習予定 

 

 

１じかんめ こくご  「しょしゃ」 

★ しょしゃの きょうかしょと こくごのきょうかしょ、 こくごの ノートを よういしましょう。 

 

①きょうかしょの ２ページ～５ページ①いつも 気をつけようを かくにんしましょう。 

きょうかしょを見て、字をかく しせいや えんぴつの もち方を 思い出しましょう。 

②きょうかしょの ６ページ、７ページ かきじゅんの きまりを おぼえます。 

きょうかしょの 「三」「川」「月」「中」を かきじゅんどおりに ゆびで 

なぞりましょう。 

★かきじゅんには、 【上から下へ】【左から右へ】【外がわから 内がわへ】 

【つきぬける せんは さいご】など、 いくつかの きまりが あります。  

 ③きょうかしょの かん字を、 かきじゅんに 気をつけて えんぴつで 

なぞりましょう。 そのあと、となりに おなじ かん字を ていねいに かきましょう。 

④「ふきのとう」 １４ページ～１７ページを、 かきじゅんに 気をつけて ノートに か

きうつしましょう。 

  お手本を まねして ていねいに 文を 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。 

えいごは ９：５５から 学しゅうを はじめてください。 

たいいくは たんなわとびをします。 

かきじゅんに 気をつけて 字を かこう。 
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(ノートの手本) 

 

 

 

 

 

★ こくごの 学しゅうは これで おわりです。 

２じかんめ さんすう  「時こくと時間」 
★けいさんドリルと ドリルノートと とけいのもけいを じゅんびしましょう。 

もんだいの れんしゅうを するまえに これまで 学しゅうしたことを かくにんしましょう。 

①下のしかくの中を こえに出して よみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②けいさんドリルの 🌷の５を あけましょう。 

 もんだいの こたえを ドリルノートに かきましょう。 

 こたえあわせを するまえに とけいをつかって ④～⑩の こたえが 正しいか  

かならず たしかめを しましょう。 

 

③たしかめをしたら こたえあわせを しましょう。 

 こたえが 正しいときは 赤えんぴつで〇をします。 

 こたえが ちがっていたときは 赤えんぴつで 正しいこたえを かいておきましょう。 

 

★さんすうの 学しゅうは これで おわりです。 

 

 

３じかんめ えいご  「えいごのリズムを たのしもう」 

時こくは 8時 30分のように そのとき そのしゅんかん のことをいいます。 

時間は 時こくと時こくのあいだが どれくらいの ながさたったかを いいます。 

 

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。 

 

 

 

とけいを うごかして れんしゅうすると、 

とけいがなくても すばやく 時間と  

時こくが わかるようになるよ！ 
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★木よう日 ごぜん９：５５～１０：０５ NHK そうごうきょういくテレビで ほうそう されている 

「えいごビート」を 見ましょう。 

 金よう日の ごご３：４５～でも ほうそうされています。 

 テレビで、この時間に 見られないときは NHK for schoolのページでも 見られます。 

https://www.nhk.or.jp/eigo/beat/ 

 

見ながら いっしょに えいごの リズムをまねして、 じぶんでも いってみましょう。 

 からだを うごかしたり、 おおげさに いってみたり して えいごの リズムを  

 たのしみましょう。 

 

★えいごの 学しゅうは これで おわりです。 

４じかんめ  たいいく 「なわとびを たのしもう」 

★うごきやすい ふくそうで やりましょう。 たんなわとびを よういしましょう。 
★どこで なわとびをするか おうちの人と そうだんしましょう。 

★おうちの人に おねがいして、 学校のホームページから なわとびチャレンジ 

 レベル１の カードを 見てみましょう。 
 

 第二延山小学校 HP  なわとびチャレンジ レベル１ 

https://school.cts.ne.jp/data/open/cnt/3/6191/1/nawatobiLV1.pdf?20200507131205 
 

 

 
 

①じゅんびうんどうを しましょう。 

 手くび あしくびを よくまわしましょう。 くっしんをしたり アキレスけんをのばしたり 
 なわとびが できるように じゅんびを しましょう。 

 

②なわとびチャレンジ レベル１ にちょうせんしましょう。 
 なわとびチャレンジ レベル１の カードの ２２きゅう から じゅんばんに 

 れんしゅう してみましょう。 

なわとびチャレンジ レベル１ 

https://www.nhk.or.jp/eigo/beat/
https://school.cts.ne.jp/data/open/cnt/3/6191/1/nawatobiLV1.pdf?20200507131205
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 できるところまで、どんどんチャレンジしてみましょう。 

 
③せいりたいそうを しましょう。 

   なんきゅうまで できましたか？ 

   たくさん とぶと いきが はぁはぁ しますね。いきを ととのえて、 あせを 
   かいた人は、 しっかり タオルで ふきましょう。 

 

★たいいくの 学しゅうは これで おわりです。 
 つかった なわとびを かたづけましょう。 
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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 １１ページ （色）（黒）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。 

 


