
４年生 時間わり表  ５月 25 日～29 日 

 25日(月) 26日(火) 27日(水) 28日(木) 29日(金) 

体温 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ 

 学習する机やテーブルの周りを片付けて、学習する教科ごとに必要なものをそろえましょう！ 

１時間目 

30 分間 

国語 国語 国語 国語 国語 

★漢字【必・初】 

★音読『思いやりのデ

ザイン』 

P48、49 

★書く 

P98『カンジ―はかせ

の都道府県の旅２』 

㉕～㉚ 

・教科書の例文を書

く。 

・線が引いてある都道

府県名を使った文を考

え、書く。 

★漢字【案・街】 

★音読『思いやりのデ

ザイン』 

P48、49 

★書く 

P98『カンジ―はかせ

の都道府県の旅２』 

㉛～㉟ 

・教科書の例文を書

く。 

・線が引いてある都道

府県名を使った文を考

え、書く。 

★漢字【試・選】 

★音読『アップとルー

ズで伝える』 

P50、51 

★書く 

P98『カンジ―はかせ

の都道府県の旅２』 

㊱～㊵ 

・教科書の例文を書

く。 

・線が引いてある都道

府県名を使った文を考

え、書く。 

★漢字【観・静】 

★音読『アップとルー

ズで伝える』 

P52、53 

★書く 

P98『カンジ―はかせ

の都道府県の旅２』 

㊶～㊺ 

・教科書の例文を書

く。 

・線が引いてある都道

府県名を使った文を考

え、書く。 

★漢字【旗・材】 

★音読『アップとルー

ズを伝える』 

P54、55 

★書く 

P98『カンジ―はかせ

の都道府県の旅２』 

㊻、㊼ 

・教科書の例文を書

く。 

・線が引いてある都道

府県名を使った文を考

え、書く。 

２時間目 

30 分間 

算数 算数 算数 算数 算数 

★『わり算の筆算』 

・P35～P37 を読み

プリント⑥をやる。 

・ドリル⑮をドリルノ

ートにやる。 

★『わり算の筆算』 

・P38 を読む。 

・ドリル⑯⑰をドリル

ノートにやる。 

★『わり算の筆算』 

・P42 答えを教科書に書く。 

・P43 答えをノートに書く。 

・ドリル⑱をドリルノ

ートにやる。 

★『折れ線グラフ』 

・P46～48を読み、

プリント①をやる。 

・ドリル⑲をドリルノ

ートにやる。 

★『折れ線グラフ』 

・P49 を読み、プリ

ント②をやる。 

・ドリル⑳をドリルノ

ートにやる。 

中休み 

３時間目

30 分間 

図工 理科 社会 学活 社会 

★光とかげから生まれ

る形をつくってみよ

う。 

・ワークシートをや

る。 

 

★『季節と生物②春』 

・NHK for School 

ふしぎがいっぱい「春

がやってきた」を見

る。 

・理科クイズのプリン

トを２枚やる。 

★わたしたちの東京都

『東京都の交通網』 

P9 

・④東京都の交通網を

見て、白地図を完成さ

せる。 

・１０社会科クイズを

やる。 

★お礼のお手紙 

・離任されたあさか先

生に、お礼のお手紙を

書く。 

わたしたちの東京都 

★『47都道府県を調

べよう』 

・都道府県クイズを４問作り、ノ

ートに書く。P11 下部のヒントの

出し方の例を参考にする。 

・都道府県漢字パズルで楽しむ。 

４時間目

30 分間 

図工 体育 音楽 体育 音楽 

★光とかげから生まれ

る形をつくってみよ

う。 

・ワークシートをやる。 

・ふりかえりカードを書く。 

★なわとび 

★杉並区教育委員会公

式チャンネル運動遊び

特集①～④の中から選

んでやる。 

★川原先生から出され

た課題をやる。 

★なわとび 

★杉並区教育委員会公

式チャンネル運動遊び

特集①～④の中から選

んでやる。 

★川原先生から出され

た課題をやる。 

昼休み・お昼ご飯 

５時間目

30 分間 

道徳 図書 英語 社会 書写 

★なにかお手つだいで

きることはあります

か？ 

・P18～20を声に出

して２回読む。 

・ワークシートに自分

の考えを書く。 

★シリーズの本を読ん

でみよう 例えば… 

「車のいろは空のい

ろ」シリーズ 

「ルドルフ」シリーズ 

「こそあどの森」シリ

ーズ 

★『アルファベットと

仲良くなろう！』 

・アルファベットの仲

間分けをする。 

・アルファベットの大

文字を使って絵を描

く。 

わたしたちの東京都 

★『47都道府県を調

べよう』 

・都道府県クイズを４問作り、ノ

ートに書く。P11 下部のヒントの

出し方の例を参考にする。 

・都道府県漢字パズルを楽しむ。 

★『部分の組み立て方』

(上下) 

P12、13 

・鉛筆の持ち方や姿勢

に気を付けて、ワーク

シートに練習する。 

・今週の振り返りを国

語のノートに書く。 

振り返り 一日の勉強が終わったら、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を思い出しましょう。 

学校があるときと同じリズムで生活しよう！ 

(早寝・早起き・朝ごはん) 

 



 

課題が終わってしまった場合は、以下のサイトなどで個別に学習をすすめることもできます。ぜひ参考になさってください。 

(インターネット環境が整っていることが必要になります) 

➀ 文部科学省「子どもの学び応援サイト」 

・様々なコンテンツが用意されているので、興味に合わせて選択できます。 

➁ NHK for School「おうちで学ぼう」 

・新しい学年で学ぶことが掲載されています。 

➂ 言葉の学習（小１用～中３用、杉並区独自）…※杉並区公式ホームページから移動できます。  

④ 算数の学習（小２用～中 1 用、復習に活用できます、杉並区独自）…※杉並区公式ホームページから移動できます。  

⑤ 杉並区教育委員会公式チャンネル（YouTube）…※杉並区公式ホームページから移動できます。 

⑥ 東京都教育委員会「東京ベーシックドリル」 

・国語（漢字、言語）・社会・算数・理科等教科の学習の基礎が身に付く簡単なプリント集です。 

⑦ 日本コスモトピアが提供する「みんなの学習クラブ（R）タブレット」…※杉並区公式ホームページから移動できます。 

⑧ 教育同人社が提供する「指書きレッスン PRO 家庭学習用無償提供」 http://www.djn.co.jp/app/yubigaki/ 

     保護者・児童向けの操作マニュアル http://www.djn.co.jp/form/yubigaki_free/yubigaki_userguide.pdf 

     シリアルコード S027400311 

⑨ 全国学校図書館協議会 HP より「ご家庭で過ごす児童生徒の皆さんと、その保護者へ 読みたい本を探すために」

https://www.j-sla.or.jp/post-195.html 

⑩ 国立科学博物館「デジタル学習コンテンツ」 

     https://www.kahaku.go.jp/learning/digital/index.html 

⑪ 東京こども図書館 HP  おはなしやブックトークなどの取り組みを、YouTube で配信しています。 

http://www.tcl.or.jp/ 

⑫ 工作するなら… 

     NHK for School キミなら何つくる？ https://www.nhk.or.jp/zukou/kiminara/ 

     日本文教出版 おうちでチャレンジ https://www.nichibun-g.co.jp/learning_support/zuko/ 

     開隆堂出版 おうち de 図工 https://www.kairyudo.co.jp/contents/05_kyoiku/support/sho/zuko/index.htm 

⑬ 音楽の学習を進めたいなら… 

     教育芸術社 https://textbook.kyogei.co.jp/library/  

⑭ 「TOKYO おはようスクール」（東京 MX テレビ 月～金 午前 8 時 30 分～9 時 午後２時 56 分～58 分 

http://www.djn.co.jp/form/yubigaki_free/yubigaki_userguide.pdf
https://www.j-sla.or.jp/post-195.html
https://www.kahaku.go.jp/learning/digital/index.html
https://www.nhk.or.jp/zukou/kiminara/
https://www.nichibun-g.co.jp/learning_support/zuko/
https://www.kairyudo.co.jp/contents/05_kyoiku/support/sho/zuko/index.htm
https://textbook.kyogei.co.jp/library/

