1ねん かていがくしゅう じかんわり
５がつ４にち（げつようび）

５がつ５にち（かようび）

じかんわり（やること）

じかんわり

５がつ７にち（もくようび）

５がつ８にち（きんようび）

じかんわり

じかんわり

じかんわり

おはようございます
かおあらい、といれ、あさごはん、はみがき

6:00
8:00

５月４日（月）～５月８日（金）

５がつ６にち（すいようび）

きがえ

8:00
8:15

まいにち ちゃれんじ①
つめちぇっく ながかったら きりましょう。

8:30
9:00

ＭＸテレビ（アプリでも みられます）
とうきょう おはようスクールを みる

9:00

「すたあとの
うた」

みどりのひ

こどものひ

・だんす（動画）

動画

「すたあとの
うた」

おうちの なかに いるけど、がっこうが
はじまった つもりで おどってみましょう。
すたあとの きもちが あらわせるかな？

ふりかえきゅうじつ
せいかつか

・はるのすてき

み～つけた

・だんす（動画）

動画

おうちの なかに いるけど、がっこうが
はじまった つもりで おどってみましょう。
すたあとの きもちが あらわせるかな？

動画

こくご

どうがを みて、いえのちかくに どんな
はるが あるか かんがえてみましょう。

・どうぞ

よろしく

こくごの きょうかしょ １６ぺえじ
きょうかしょを みて、なかよくなるために、
ともだちに じぶんの すきなことを つたえる
れんしゅうを しましょう。
「１ねん ○くみの △△です。
□□がすきです。どうぞ よろしく おねがい
します。
※１７ページは登校したときに、学習します。

10:35

まいにち ちゃれんじ②
・なふだの つけはずし
・ぷりんとを きれいに おって、れんらくぶくろに いれたり、だしたたりする。
・たったまま くつしたを ぬいだり はいたりする。
・ようふくの ちゃっくや ぼたんを かけたり、 はずしたり する。

9:50

こくご

・しょしゃ たいそう（動画）
・えんぴつの もちかた
・ぷりんと 「きれいだな」
（なぞり、いろぬり）
（がっこうの ほうむぺえじに

動画

こくご

あります）

・たのしいな、ことばあそび
こくごのきょうかしょ３０．３１ぺえじ
きょうかしょを みて、「お」のつくことばを
みつけましょう。
かきたいひとは えやじで かいて
みましょう。
（がっこうの ほうむぺえじにあります）

・しょしゃ たいそう（動画）
・えんぴつの もちかた
・ぷりんと 「おいしそう」
（なぞり、いろぬり）
（がっこうのほうむぺえじにあります）

動画

・たのしいな、ことばあそび
こくごのきょうかしょ３０．３１ぺえじ
きょうかしょを みて、「じぶんのなまえ」の
つくことばを みつけましょう。
かきたいひとは えやじで かいて
みましょう。
（がっこうの ほうむぺえじに あります）

10:35
10:35

きゅうけい

てあらい、うがい

11:00

さんすう

11:45

・かずを かこう
さんすうのきょうかしょ ８，９ぺえじ
①きょうかしょの どうぶつに ぶろっくを
おいて、かずを よんで かぞえましょう。
②みぎの ○に かずのぶんだけ いろを
ぬりましょう。
③９ぺえじの ますに すうじを
かきましょう。
おてほんの ないところは、おてほんを
よくみて ていねいに かきましょう。
きょうかしょに
かきましょう。

ずこう
11:50

したじきを

さんすう

・ならべよう
さんすうのきょうかしょ １１ぺえじ
さんすうぶろっくを ５こ つかって、
いろいろな かたちを つくってみましょう。
・かずあわせ
がっこうの ほうむぺえじに あります。
①えと すうじの かあどが おなじに
なるように ならべてみましょう。
②かずと おなじぶんだけ ぶろっくを
おいてみましょう。
③ほかにも きまりを きめて あそんで
みましょう。

いれて

・くるくるへびさん（１）
へびさんを きれいに ぬりましょう。
わくから はみださないように しましょう。
・かたづけ
つかったものは もとの
かたづけましょう。

ずこう

ばしょに

14:00
14:00

・かたづけ
つかったものは もとの ばしょに
かたづけましょう。
ごみは ごみばこに すてましょう。
おひるごはん
まいにち ちゃれんじ③
・かたくしぼった だいふきで てえぶるを ふく。
・しょくじを てえぶるに はこぶ。おぼんを つかってみよう。
・おはし、ふぉおく、すぷうんを ただしく もつ。
・たべたら はを みがく。
どうとく

ほんよみ

14:45
14:56

ＭＸテレビ（アプリでも みられます）
とうきょう おはようスクール をみる

15:00
おうちの ひとと たのしもう
18:00

18:00
～

21:00

・くるくるへびさん（２）
ずこうの きょうかしょ ６４ぺえじ
きょうかしょを みて、はさみのもちかたや
きりかたを たしかめましょう。
きのう きれいに ぬった へびさんを
ていねいに きりましょう。
へやに かざりましょう。
※飾るときに、ひもなどをつけてください。

12:35

12:35

・かぞえよう
さんすうのきょうかしょ １０ぺえじ
かずを かぞえて、すうじを かきましょう。

【かならず やりましょう】
・ゆうしょくのまえには、てあらい・うがいをしましょう。
・いえのおてつだいをしましょう。
・はみがききをわすれずにしましょう。

おやすみなさい

・がんこちゃん１０
「ラッパーのはやりうた」
がんこちゃんを みて おもったことを
おうちのひとに はなしてみましょう。
（むずかしかったら、おうちのひとに
よんで もらいましょう。）

動画

どうとく

・がんこちゃん１１
「きみがいたから」
がんこちゃんを みて おもったことを
おうちのひとに はなしてみましょう。

ほんよみ

（むずかしかったら、おうちのひとに
よんで もらいましょう。）

動画

参考リンク集
おうちで学ぼう！
おうちで学ぼう！

NHK for School

先生がえらんだプレイリスト新小1

すたあと
新ざわざわ森のがんこちゃん
で～きた
おばけの学校 たんけんだん
子ども安全リアルストーリー
あそびクラブ
TOKYO おはようスクール
光村図書（１年書写のページ）
【さんすう】

からだで

すうじ

まねして

https://www.nhk.or.jp/school/ouchi/
https://www.nhk.or.jp/school/ouchi/playlist_g1_april.html
https://www.nhk.or.jp/seikatsu/start/
https://www.nhk.or.jp/doutoku/ganko/
https://nhk.or.jp/tokkatsu/dekita/
http://www.nhk.or.jp/seikatsu/obake/origin/bangumi/
https://www.nhk.or.jp/tokkatsu/anzen/
https://www.nhk.or.jp/school/break/asobi/
https://s.mxtv.jp/variety/ohayo_school/
https://www.mitsumura-tosho.co.jp/kyokasho/s_shosha/material/1nen.html
やってみましょう！

