
めあて

日付 7日 8日 １１日 １２日 １３日 １４日 １５日
曜日 木 金 月 火 水 木 金

朝
8:30～9:00

国語 国語 国語 国語 国語 国語 国語

【教科書】
音読「短歌・俳句に親しもう」
（Ｐ８４・８５）QRコードを読
み取ると、やり方の動画が見られ

るよ！

【ことのはノート】
・Ｐ１０８～１０９（必ず）
・Ｐ３２～３３（必ず）

【教科書】
読む「漢字の組み立て」（Ｐ３
２・３３）

【ことのはノート】
・Ｐ１０４～１０５（できそうな人は）

・Ｐ３４～３５（必ず）

【教科書】
読む「漢字辞典の使い方」（Ｐ３４
～３７）QRコードを読み取ると、
やり方の動画が見られるよ！

【ことのはノート】
・Ｐ１０６～１０７（できそうな人は）

・Ｐ３６～３７（必ず）

【教科書】
読む「つなぎ言葉のはたらきを知ろ
う」（Ｐ８１～８３）QRコードを
読み取ると、やり方の動画が見られ
るよ！

【ことのはノート】
・Ｐ１１０～１１１（できそうな人は）

・Ｐ３８～３９（必ず）

【eライブラリ（ドリル）】

・ごく⇒いろいろな言葉の意味

【ことのはノート】
・Ｐ１０８～１０９（必ず）
・Ｐ４０～４１（必ず）

【eライブラリ（ドリル）】

・ごく⇒熟語の成り立ち（１）

【ことのはノート】
・Ｐ４２～４３（必ず）

【eライブラリ（ドリル）】

・ごく⇒熟語の成り立ち（２）

【ことのはノート】
・Ｐ４４～４５（必ず）

算数 算数 算数 算数 算数 算数 算数

【スマートレクチャー】
算数ラボ　（Ｐ９８～９９）
【eライブラリ　ドリル】
角とその大きさ（回転の角の大き
さ）
　　　　　　　（角の大きさの単
位）

【スマートレクチャー】
算数の自由研究（Ｐ１００～
１０１）
【eライブラリ　ドリル】
角とその大きさ（三角じょう
ぎの角）

【スマートレクチャー】
折れ線グラフ（Ｐ２７）
【eライブラリ　ドリル】
折れ線グラフ（折れ線グラフ
の読み方）

【スマートレクチャー】
折れ線グラフ（Ｐ２８～２
９）
【eライブラリ　ドリル】
折れ線グラフ（折れ線グラフ
のかたむき）

【スマートレクチャー】
折れ線グラフ（Ｐ３０～３
１）
【eライブラリ　ドリル】
折れ線グラフ（折れ線グラフ
の書き方）

【スマートレクチャー】
折れ線グラフ（Ｐ３２～３
３）
【eライブラリ　ドリル】
折れ線グラフ（折れ線グラフ
のかき方の工夫）

【スマートレクチャー】
折れ線グラフ（Ｐ３４～３５
－１）（Ｐ３５－２）
【eライブラリ　ドリル】
折れ線グラフ（２つのことが
らを表すグラフ）

社会 理科 社会 社会 社会 理科 理科

【NHK for school】
見る「マチの“むかし”を知
りたいぞ！」
【品川歴史館】
やる：「おうちミュージア
ム」→やってみよう！浮世絵
あそび→「１．影絵」「２．
ふくわらい」に挑戦！

【NHK for school】
見る「カガクノミカタ　くら
べてみる」
見る「カガクノミカタ　大き
くしてみる」

【NHK for school】
見る「“オマツリ”ってなん
だ？」
【わらべ館】
やる：「おうちミュージア
ム」→「目鬘（めかつら）」

【NHK for school】
見る「どうして“むかしのモ
ノ”が大切にされるんだ？」
【北海道博物館】
やる：「おうちミュージア
ム」→「むかしの教科書で工
作をしてみよう！」

【NHK for school】
見る「マチはどう変わってい
くんだ？」
【品川Web写真館】
見る：大崎の"むかし"を写真
で見る。地域で「大崎地区」
を選び、年代を昔から順にみ
てみよう。

【NHK for school】
見る「カガクノミカタ　じっ
くり見てみる」
見る「カガクノミカタ　下か
ら見てみる」

【NHK for school】
見る「カガクノミカタ　コト
バにしてみる」
見る「カガクノミカタ　仲間
わけしてみる」

　

12:00～13:00

13:00～14:00

理科 市民 音楽 英語 図工 社会 市民

【NHK for school】
見る「カガクノミカタ　作っ
てみる」
見る「考えるカラス#７」

【NHK for school】
見る「パラマニア」で検索。
興味のあるシリーズを見る。
※「パラマニア大作戦」の番組
ページに行くと2020年度のリス
トが出てくるので、「その他の放
送」をクリックするとたくさんの
番組の中から選べます。

【NHK for school】
見る「おんがくブラボー」
「ひびくいい声で歌おう」
番組を見る。
やる「笛星人」で、3年生で
学習をした曲の練習。

【NHK for school】
見る「Hello! あいさつをし
よう」
エイゴビート２の番組を見て
一緒にやってみる。

【開隆堂ホームページ】
やる「アルミ人形をつくろ
う」か「おうちdeホイレッ
クス」のどちらかを選んでや
ろう。
「開隆堂　おうちで図工」で
検索！

【NHK for school】
見る「オイラがつくりたい
“マチ”だ！」
【品川Web写真館】
見る：大崎の"むかし"を写真
で見る。地域で「大崎地区」
を選び、年代を昔から順にみ
てみよう。

【NHK for school】
見る「パラマニア」で検索。
興味のあるシリーズを見る。
※「パラマニア大作戦」の番組
ページに行くと2020年度のリス
トが出てくるので、「その他の放
送」をクリックするとたくさんの
番組の中から選べます。

参考のURL

芳水小学校　　４年生　　時間割

1
9:00～９:45

2
10:00～10:45

【品川歴史館】　https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/jigyo/06/historyhp/moyoshi/ukiyoe.html

【わらべ館】　https://warabe.or.jp/airwarabe3/

3
11:00～11:45

昼休み

昼食・お手伝い

【NHK for school】　https://www.nhk.or.jp/school/

【わくわく算数スマートレクチャー】　https://wakuwakumath.net/index.html

ワンミニッツ・エクササイズ　３種目

【小学校　国語　光村　４・５月】　https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/4/index.htm

4
14:00～14:45

【eライブラリ】　https://katei.kodomo.ne.jp/pc/student/kateitop/login/

規則正しい生活をしよう。

【開隆堂　おうちで図工】　https://www.kairyudo.co.jp/contents/05_kyoiku/support/sho/zuko/index.htm

【北海道博物館】　http://www.hm.pref.hokkaido.lg.jp/ouchi-museum/#top

【理科の学習について】 

「カガクノミカタ」や「考えるカラス」の理科番組を見てみ

ましょう。 

 

時間割に紹介されていないものは、同じ番組内のものでも少

し難しい回がありますが、興味のある人はもちろん、見て学

習を広げてみてもいいですね。 

【国語の学習について】 

今週から、漢字学習【ことのはノート】は1日2ページ、4文

字になります！丁寧に取り組みましょう！！ 

教科書の教材にはQRコードが付いているものがあります。

アクセスすると、学習を助けてくれる動画が見られますので、

見ることができたら、見てみましょう。 

※eライブラリも活用してみよう。 

【社会の学習について】 

今回は、3年生で学習した内容の復習や4年生の学習につな

がることを勉強しよう！ 

 

【NHK for school】では、「コノマチ☆リサーチ」という

番組を見て学習しよう。 

 

博物館がやっている「おうちミュージアム」が紹介している、

昔の遊びを体験してみたり、品川Web写真館で品川のこと

や大崎のことをもっと調べてみたりしてもいいですね。 

【eライブラリ】 

 

①eライブラリにログインして、しっかり学習→ドリル（単

元学習）をクリック 

 

②時間割を見て、教科→単元→教材を選んでクリック（例:

算数→角とその大きさ→角の大きさの単位） 

 

③問題は難易度が基礎、標準、挑戦に分かれているよ。自分

に合った問題を解いてね！（挑戦まで解けたらすごい！） 

 

④判定をクリックして答え合わせしたら、解答解説をクリッ

クして、間違えたところを確認しよう！ 

（自主学習ノートに解き直ししてもいいね！） 

時間割にかいていない教材にも取り組んでよいです！ 

国語の教材の朗読などを聞いたり、映像を見たりするこ

とができます。 

【算数の学習について】 

スマートレクチャーで教科書を使って学習し、※eライブラ

リで、ドリルを解いてみましょう。パソコンが使えない場合

は、教科書を読んでみましょう！ 

課題の取り組み方について 
 

生活表は、学習・生活リズムをつくることがねらいであり、

可能な範囲で取り組んでください。 

 

【提出するもの】 

・ことのはノート 

・ワンミニッツ 

・自主学習ノート 

 

※生活表にある新たな取り組み内容については、提出する必

要はありませんが、取り組んだものを提出していただければ、

担任、専科教員が確認し、児童の取り組みを認め、励まして

いきます。また、課題の達成度が、成績に反映することはあ

りません。 

※ワークシートに関してはプリントアウトしなくても、同じ

ような形でノートにまとめても大丈夫です。また、学校に来

ていただければ印刷したものを用意しております。 


