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【1年】
３時間目
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11:30

【さんすう】かたちをかんがえよう
①

【２年】
３時間目
10:45
11:30

https://g
akuto.co.j
p/r2s_san
su_nenos
hi/

休み時間
10:25～
10:45

【３年】
３時間目
10:45
11:30

長谷川先生作成済 長谷川先生作成済 長谷川先生作成済

【４年】
３時間目
10:45
11:30

【算数】これまでの休校中の学習の力
だめしをしよう
①東京ベーシックドリルテストＡをす
る
②答え合わせをする
③まちがいをなおす

【算数】これまでの休校中の学習の力
だめしをしよう
①東京ベーシックドリルテストＢをす
る
②答え合わせをする
③まちがいをなおす
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①東京ベーシックドリルテストＣをす
る
②答え合わせをする
③まちがいをなおす
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③まちがいをなおす
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①東京ベーシックドリルテストＢをす
る
②答え合わせをする
③まちがいをなおす

【算数】これまでの休校中の学習の力
だめしをしよう
①東京ベーシックドリルテストＣをす
る
②答え合わせをする
③まちがいをなおす

【６年】
３時間目
10:45
11:30

大賀先生作成済 大賀先生作成済 大賀先生作成済 大賀先生作成済

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

【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。

休けい・かるい運動

【振り返り】
下の「１日を振り返って」　記入

4月2７日(月) 4月2８日(火) 4月2９日(水) 4月３０日(木) ５月１日(金)

　　　　　　　　　　　　・色がついているところはすべて書きこみましょう。

　　　　　　　　　　　　・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。
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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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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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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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＜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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自学自習の進め方







用意する物


① 筆記用具


② パソコン・タブレット・スマホ
youtubeが見られるデバイス







【学習の流れ】


① ビデオを見て知識をつける。 （理解する）


② 教科書を読む・問題を解く。 （確認する）


→新しい解き方や考え方を知る。


→ビデオで学んだことがわかっているかかくにんする。


③ プリントに挑戦する。丸つけをする。 （ためす）


④ 今日の学習感想を書く。（分かったこと・できるようになったことなど）
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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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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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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
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◎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？
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