
 

 ２５日（月） ２６日（火） ２７日（水） ２８日（木） ２９日（金） 

 きのうねた時こく／今日おきた時こく きのうねた時こく／今日おきた時こく きのうねた時こく／今日おきた時こく きのうねた時こく／今日おきた時こく きのうねた時こく／今日おきた時こく 

 ：  ／  ： ：  ／  ： ：  ／  ： ：  ／  ： ：  ／  ： 

 けん温・朝読書・ラジオたいそうをして、朝の体のちょうしをととのえましょう。 

１時間目 

３０分間 

国語 国語 国語 国語 国語 

『漢字の広場２』 

◆たから物をさがしに出かけた、

男の子のお話をノートに書きま

しょう。「そこで」「けれども」な

どを使ってみましょう。 

【漢字ドリル】 

◆２７を、書きじゅんに気をつ

けてれんしゅうしましょう。 

『こまを楽しむ』 

◆５０ページから音読をしましょう。 

◆ワークシートに書きこんで、大体の

ないようをたしかめましょう。 

【漢字ドリル】 

◆２８を、書きじゅんに気をつけてれ

んしゅうしましょう。 

【かん字のたしかめ２５】 

◆プリントに書きこみましょう。

おうちの人に丸つけをしても

らいましょう。 

【漢字ドリル】 

◆３３を書きこみましょう。お

うちの人に丸つけをしてもら

いましょう。 

◆NHK for School 

「お伝と伝じろう」を見ましょう。 

◆学校がはじまった時のじこしょうか

いでつたえることを考えて、伝えるれ

んしゅうをしましょう。 

【漢字ドリル】 

◆３４を、書きじゅんに気をつけてれん

しゅうしましょう。 

『日記を書こう』 

◆１４ページや学年だよりをさ

んこうにして、１週間の中ので

きごとから、一つのことをくわ

しく書きましょう。 

【漢字ドリル】 

◆３５を、書き順に気をつけてれ

んしゅうしましょう。 

２時間目 

３０分間 

算数 算数 算数 算数 算数 

◆プリント（りょうめん１まい） 

・２年生のまとめ いろいろな計

算 ステップ３ 

・文しょうだいのまとめ①、② 

おうちの人に丸つけをしても

らいましょう。 

◆プリント（りょうめん１まい） 

・２年生のまとめ たし算 ステッ

プ１、２ 

・文しょうだいのまとめ③、④ 

おうちの人に丸つけをしてもら

いましょう。 

◆プリント（りょうめん１まい） 

・２年生のまとめ たし算 ステップ３ 

・２年生のまとめ ひき算 ステップ１ 

・ものさしを使おう 

・どんな計算になるかな① 

おうちの人に丸つけをしてもらい

ましょう。 

◆プリント（りょうめん１まい） 

・２年生のまとめ ひき算 ステップ

２、３ 

・どんな計算になるのかな② 

・時こくと時間をよみとろう 

おうちの人に丸つけをしてもら

いましょう。 

◆プリント（りょうめん１まい） 

・２年生のまとめ かけ算 ステップ２、３ 

・時こくと時間をもとめよう 

・２年生のまとめ いろいろな計算 ス

テップ５ 

おうちの人に丸つけをしてもらいまし

ょう。 

中休み  

３時間目 

３０分間 

総合 理科 社会 理科 社会 

◆カイコについてしらべよう 

・授業でカイコを育てます。カイ

コについて、本やインターネッ

トなどを使って調べましょう。 

・しらべたことや使ったものを、

ワークシートに書きましょう。 

・しらべてみて、どんなことを思

ったり考えたりしたか、ワーク

シートに書きましょう。 

◆NHK for School 

「ふしぎがいっぱい アオムシ

のへんしん（１）」を見ましょう。 

◆２８、２９ページを見て、プリン

ト（理②）に色をぬりましょう。 

◆○でかこってある、よう虫がた

まごから出始めるようすを、か

んさつカード５に書きましょ

う。 

◆NHK for School 

「コノマチリサーチ “カワ”

のまわりには何があるん

だ？」を見ましょう。 

◆「現在の杉並区」の地図を見て 

 ワークシート③「杉並区の川と

道」をやりましょう。 

◆NHK for School 

「ふしぎがいっぱい アオムシ

のへんしん（２）」を見ましょう。 

◆３０、３１ページを見て、プリン

ト（理③）に色をぬりましょう。 

◆○でかこってあるさなぎのよう

すを、かんさつカード６に書きま

しょう。 

◆NHK for School 

「コノマチリサーチ “ミナ

ト”をたんけんしたいぞ！」を

見ましょう。 

◆「わたしたちの杉並区」８～１

９ページまでを読んで、杉並区

のようすをつかみましょう。 

 （八成小のまわりのようすは登

校後にやります。） 

４時間目 

３０分間 

体育 道徳 体育 音楽 体育 

◆なわとび 

（学校ホームページのなわと

びカードのわざをやってみま

しょう） 

◆八成小学校ホームページ 

５月１３日の資料「運動カー

ド」で、できる運動にチャレン

ジしましょう。 

◆新しい道徳 

86 ページ「いただいたいのち」

を読んで、考えよう②をおうち

の人と話し合って考えよう。 

◆心しなやかに 

114 ページの 3 年生のところ

を、おうちの人と話し合って書

きましょう。 

 

◆なわとび 

（学校ホームページのなわと

びカードのわざをやってみま

しょう） 

◆八成小学校ホームページ 

５月１３日の資料「運動カー

ド」で、できる運動にチャレン

ジしましょう 

◆『海風きって』１２ページ 

教育芸術社自宅学習支援コンテンツ

をけんさくして、「小学生の音楽３」

の「海風きって」を聞いて、歌いまし

ょう。 

◆『ドレミで歌おう』８ページ 

 けんばんハーモニカでひきましょう。 

◆『茶つみ』１６、１７ページ 

 歌に合わせておうちの人と手あ

そびをしましょう。 

◆なわとび 

（学校ホームページのなわと

びカードのわざをやってみま

しょう） 

◆八成小学校ホームページ 

５月１３日の資料「運動カー

ド」で、できる運動にチャレン

ジしましょう。 

ひる休み ・ おひるごはん 

５時間目 

３０分間 

読書 学活 図工 図工 音楽 

◆すきな本を読もう 

（文部科学省 子供の学び応援コ

ンテンツリンク集「本を読みた

い！」から、読んでみたい本をさ

がしてみるのもよいですね。） 

・ NHK for School 

「おはなしのくに」「おはなしの

くにクラシック」「おはなしのく

にの１００冊」から、すきなお話

をえらんでみるのもよいですね。 

◆１学期のめあてを考えよう 

 めあてカードに、１学期のめあ

てを書きましょう。 

□…自分のにがおえを書きましょ

う。（色もぬりましょう） 

好きなこと・もの 

…クラスの人に知らせたいことを

書きましょう。 

学習…３年生のべん強で、どのよ

うなことをがんばりたいか

を書きましょう。 

生活…べん強いがいで、がんばり

たいことを書きましょう。 

◆わたしのすきなもの① 

 自分のすきなもの（おうちにあ

るもの）を、ずこうクレヨンで

かき、絵の具で色をぬりましょ

う。 

◆わたしのすきなもの② 

 自分のすきなもの（おうちにある

もの）を、ずこうクレヨンでかき、

絵の具で色をぬりましょう。 

（きのうの続きです。） 

◆『海風きって』１２ページ 

「海風きって」を歌いましょ

う。 

◆『ドレミで歌おう』８ページ 

 けんばんハーモニカでひきま

しょう。 

◆音楽プリント③ 

 ９ページを見ながらやりまし

ょう。 

ふり返り 今日べん強したことから、楽しかったこと、おもしろかったこと、がんばったことなどのかんそうを書きましょう。 


