
家庭学習　時間割　（小学校５年生）

時間割 リンク先 時間割 リンク先

6：00
8：30
8：30
8：40
8：40
8：50

１時間目
8:50
9:35

【国語】
①東京ベーシックドリル「国語　４年漢字（書き）」の
16～20をやり、答えを見ながら丸付け。
（ノートにやっても印刷して書き込んでも良い。）
③間違えたところを５回ずつノートに練習。（時間が
余った人は「国語　４年漢字（読み）」の16～20をや
る。）

【国語】
①教科書34・35ページ「漢字の成り立ち」を声に出して音読。
①漢字ドリルの「態」「飼」の書き順を確認し、指で空書き。
②漢字ドリルに２つの漢字を直接書き込み、練習。
③漢字ばっちりノートに練習。（やり方は２８日と同じ。）

２時間目
9:40

10:25

【英語】
①NHK for School「世界英語ミッション」第1回絵の
正体を探れ！を見る。。
②クリップにあるワールドレポートを字幕なし→英語字
幕→日本語字幕→字幕なしの順で一緒に発音して、意味
を考えながら練習してみる。

【社会】
（はん囲：社会の教科書６～１７ページ）
①教科書の上で指定したページの見開き２ページを読む。
②右のワークシートの空欄に、教科書を見ながら合う言葉を入れ
る。
※①と②を繰り返し行う。時間内にできるところまで。
（学校が始まったら、みんなで答え合わせをします。学習したもの
は捨てずに保管しておきましょう。）

ダブルク
リックし
ます。

休み時間
10:25～10:45

３時間目
10:45
11:30

【算数】４年生の学習の力だめしをしよう
①郵送した「５年生へのステップ」プリントをやる。
②答え合わせをする。
③まちがいをなおす。
④郵送した計算ドリル1を計算ドリルノートにやる。
⑤答え合わせをする。
⑥まちがいをなおす。

（渥美先生）

４時間目
11:35
12:20

【特活・家庭科＆体育】
・おうちのお手伝いをしましょう。
　昼食の準備をする。
　部屋の掃除をする。など
・上のリンク先や下の＜体育関係＞のリンク先から
できる運動を選んでやってみましょう。

【特活・家庭科＆体育】
・おうちのお手伝いをしましょう。
　昼食の準備をする。
　部屋の掃除をする。など
・上のリンク先や下の＜体育関係＞のリンク先からで
きる運動を選んでやってみましょう。

ランチタイム
12:20～13:40

５時間目
13:40
14:25

【道徳】
①NHK for schoolの動画を見る。
②考えたこと、感じたことなどの自分の考えを
ノートに書く。
（２つの動画を見て、２回分行う。）

【音楽】
①歌はともだちや４年生の時の教科書を見て、覚えている曲や気に
入った曲を口ずさんで、思い出してみる。また、城東小学校の校歌
を歌う。
②②自宅学習支援コンテンツ教育芸術社「入学・進級新たなスター
トの歌〔同声合唱〕」の中から1曲選んで聴く。（前回と同じ曲でも
いいです。）
③ 「NHK for School」おんがくブラボー　歌唱「ハモるって気持
ちいい！」を見て、ハーモニーを重ねて歌うコツを知る。

６時間目
14:30
15:15

【自主学習】
・以前ホームページに載せた課題がまだ終わっていない
人は、残りのプリントに取り組む。
・興味関心をもったことを調べ、ノートにまとめる。
・これまで学習してきた内容で苦手なところに取り組
む。

【自主学習】
・以前ホームページに載せた課題がまだ終わっていない人
は、残りのプリントに取り組む。
・興味関心をもったことを調べ、ノートにまとめる。
・これまで学習してきた内容で苦手なところに取り組む。

振り返りタイム
15:15
15:30

【振り返り】
１日を振り

返って

15:30～

21:00

保護者確認印

MXテレビ　視聴　「TOKYOおはようスクール」

読書

休けい・かるい運動

手洗い・うがい・昼食・歯みがき・休けい・お手伝い・かるい運動

【振り返り】
下の「１日を振り返って」　記入

起きる・顔洗い・トイレ・朝食・歯みがき・学習準備など

５月４日（月）みどりの日 ５月５日（火）こどもの日 ５月６日（水）振替休日 ５月７日（木） ５月８日（金）

　　　　　　　　　　　　　　 ・ノートに書いて学習したところは、その単元の学習時に確認をします。
　　　　　　　　　　　　・ノートは、４年生の時に使っていたものか、家にあるものを使用してかまいません。

・今日の学習を振り返り、顔のマークに色をぬりま
しょう。

・やってみて難しかったことや、明日の自主学習でや
りたいことなどを書きましょう。

・今日の学習を振り返り、顔のマークに色をぬりましょ
う。

・やってみて難しかったことや、明日の自主学習でやりた
いことなどを書きましょう。

【自分で決めましょう】
・夕食の前には、手洗い・うがいをしましょう。　　・家のお手伝いをしましょう。　　・歯みがきをわすれずにしましょう。

就寝

問題

（書き）

答え

（読み）

①動画

②動画

ホーム

ページ

②の

サイト

③のサ

イト

社会ワークシート.p
df

about:blank
about:blank
https://www.nhk.or.jp/doutoku/kokorobu/?das_id=D0005130132_00000
https://www.nhk.or.jp/doutoku/kokorobu/?das_id=D0005130130_00000
https://www.nhk.or.jp/eigo/mission/?das_id=D0005140252_00000
https://textbook.kyogei.co.jp/library/2020/04/01/%e6%96%b0%e3%81%9f%e3%81%aa%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%ae%e6%ad%8c/
https://www.nhk.or.jp/ongaku/bravo/?das_id=D0005230008_00000



世界をながめてみよう！


〇世界をながめてみよう


・見つけた国
イギリス、ロシア、ブラジル…


・見つけた大陸
ユーラシア大陸、アフリカ大陸…


・見つけた海洋
太平洋、大西洋、インド洋…


・他に見つけたもの
グリーンランド、赤道…


〇地球儀をながめてみよう


地図とちがうところ
・丸い→地球をそのまま小さくした形
・陸地の形や大きさが分かる
・一度に世界全体は見えない


地図は世界全体を一度に見わたせる。
地球儀は陸地や海の形、面積、方位、
きょりなどを同時に正しく表せる。







世界のどこに、どのような国や大陸、海洋があるのだろう。


〇ワールドツアーに出発！


《通った国》
・アメリカ合衆国 ・ブラジル ・イタリア
・インド ・フランス ・カナダ ・中国…
《通った大陸》
・北アメリカ大陸 ・南アメリカ大陸…
《通った海洋》
・太平洋 ・大西洋 ・日本海…


◎主な大陸
・ユーラシア大陸 ・アフリカ大陸 ・北アメリカ大陸
・南アメリカ大陸 ・オーストラリア大陸 ・南極大陸
◎主な海洋
・太平洋 ・大西洋 インド洋


日本と世界の国々とは、どれくらいはなれているのか？







日本と世界の国々との位置関係は、どうなっているだろう。


〇地球儀からきょりを読み取ろう


・紙テープ①…１めもり＝約2500ｋｍ


日本と南アフリカ＝約15000ｋｍ
日本とニュージーランド＝約10000ｋｍ


〇地球儀から方位を読み取ろう
・紙テープ②…たてのテープが南北の方向


横のテープが東西の方向


日本から見て東にある国→ブラジル…


日本から見て西にある国→南アフリカ…


緯線…地球儀や地図に引かれた横の線
同じ緯線の上＝同じ緯度
北緯・南緯９０度まで


赤道…０度の緯線
経線…地球儀や地図に引かれたたての線


同じ経線の上＝同じ経度
イギリスのロンドンを通る線が０度，
東経・西経180度まで


日本と同じ緯度にある国→インド，トルコ，スペイン…
日本と同じ経度にある国→ロシア，オーストラリア…


日本の緯度や経度は広い？→日本はどこからどこまで？







日本の国土は，どのように広がっているのだろう。


◎日本の国土のはし


北のはし…択捉島
南のはし…沖ノ鳥島
東のはし…南鳥島
西のはし…与那国島


◎日本の近くにある国
・ロシア連邦
・大韓民国（韓国）
・朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）
・中華人民共和国（中国）


◎日本の国土のはん囲や形
・6800以上の島からなっている。
・南北に細長く広がっている。
・周りを海に囲われている。


約3000ｋｍ


国土のはしの島までの海も，日本の一部なのだろうか？







どこまでが日本なのだろう。


＜資料からわかったこと＞
・日本は領土に比べて，排他的経済水
域が広い


・竹島，対馬も日本のはじの島


領土…国がもつ陸地
領海…領土の海岸線から１２海里


（約２２ｋｍ）までの海
排他的経済水域


…領土の海岸線から２００海里
（約３７０ｋｍ）までの海


→漁業や海底資源の開発を行える


◎領土の問題


北方領土…ロシアに返還を求めている
竹島…韓国に対するはたらきかけ
尖閣諸島…中国に違法な漁業などをし


ないよう求めている


・日本は海に囲まれ、細長く広がってい
る島国なので，領海や排他的経済水域
が広い。


・領土の課題の解決に向けて，努力を続
けている。







これまでの学習をまとめよう。


「日本は世界のどこにありますか。」


＜使えそうな言葉＞
・大陸 ・緯度 ・経度
・太平洋 ・日本海
・ロシア連邦 ・中華人民共和国
・朝鮮民主主義人民共和国
・大韓民国 ・オーストラリア


・日本はユーラシア大陸の東側に位置している。
・日本の東には太平洋が広がり，日本海をはさんで
韓国や北朝鮮などのとなりにある。


「日本の国土のはん囲や形は，どうなっていますか？」


＜使えそうな言葉＞
・領土 ・領海 ・排他的経済水域
・択捉島 ・南鳥島 ・沖ノ鳥島
・与那国島 ・北海道 ・本州
・四国 ・九州


・日本の国土の北のはしは択捉島，南のはしは沖ノ鳥
島で，約3000ｋｍもはなれた，南北に長い島国だ。


・日本には6800以上の島があり、海に囲まれている。
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