1ねん かていがくしゅう じかんわり
４がつ２７にち（げつようび）

４がつ２８にち（かようび）

じかんわり（やること）

じかんわり

４がつ３０にち（もくようび）

５がつ１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

４月２７日（月）～５月１日（金）

４がつ２９にち（すいようび）

きがえ

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。

8:00
8:15

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

8:30
9:00
「すたあとの
うた」
9:00

・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？

せいかつか

・すわる（動画２）

・だんす（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２ せいかつか

がっこうにきたら、すわって べんきょうを
します。れんしゅう しましょう。

・しょうわのひ

「すたあとの
うた」

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？

しょうわのひ

ってどんなひ？

・だんす（動画）

こくご
せいかつか

むかしの ねんごうを おうちの ひとに
きいてみましょう。どんな れきしが
あるのでしょうか。

・なんて

いおうかな

せいかつか

・こくごのきょうかしょ １８，１９ぺえじ
きょうかしょの えを みて、どんな ことばを
いったら いいか かんがえましょう。

動画２
ことが

つきさんしょうの ぽいんと
・したぎを ぬぐ。※
・たいつや ながい くつしたは ぬぐ。※２
・ずぼんに しゃつを いれる。
・ぼうしの ごむは みみに かける。
・ぬいだものは たたんで ふくろに しまう。
※下着が汗を吸い、体を冷やしてしまうので、
脱ぐようにします。
※２ 膝小僧を出して、体を動かしやすくする
ためです。

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。

10:35

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 あめふり（なぞり）
（がっこうの ほうむぺえじに あります）

動画

こくご

・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、「あ」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
・えんぴつと なかよし
こくごのきょうかしょ １４，１５ぺえじ
きょうかしょの うすい せんを
なぞりましょう。
したじきを いれてかきます。

動画

こくご

きゅうけい

10:35
11:00 さんすう

・なかまづくりと かず
きょうかしょ３ぺえじ

さんすう

せんでつないで、たりるか
しらべてみましょう。
・こあらさんに かさは たりるかな。
・うさぎさんは みんな いちりんしゃに
のれるかな。

・しょしゃ たいそう（動画）
・えんぴつの もちかた
・ぷりんと せんを なぞろう２
（なぞり、いろぬり）
（がっこうの ほうむぺえじに あります）

ずこう

ぶろっくを おいて しらべてみましょう。
・くまさんは みんな いすに すわれるか
な。
・ちょうと はなの かずを くらべてみよ
う。

・ふうせんで

あそぼう。

動画

おんがく

ふうせん（びにいるぶくろ）を
ふくらまします。
てで ゆかにおとさないように なんかい
うてるか ちょうせん してみましょう。

うたって おどって なかよく なろう
おんがくのきょうかしょ ６，７ぺえじ
えを みて、しっている うたを
うたいましょう。
せいかつか
※詳しい歌詞は、７６～７９ページ

12:35

14:00
14:00 どうとく

ほんよみ

・がんこちゃん６
「バンバンのにがてなこと」
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７
「ちがう？おなじ？」
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。）

・ふくに きがえよう
たいいくぎを ふくろのなかに
しまいましょう。

リンク１

ずこうのたつじん こおす※
・ぺえぱあくらふとに ちょうせん。
（リンク２）
おうちのひとと やってみましょう。

リンク２

動画

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
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

【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

こくご

動画

たたんで

かたづけ（動画2）
せいかつかのきょうかしょ １２１ぺえじ
３じかんめで つくったものを
かざりましょう。
つかいおわったものを もとの ばしょに
かたづけて、ごみは ごみばこに
すてましょう。

・がんこちゃん８
「とどかないこえ」
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。）

さんすう

・おなじ かずの なかまを
きょうかしょ６，７ぺえじ
えを みて、おなじ
みつけよう。
ぶろっくを おいて

動画2

動画

・しょしゃ たいそう（動画）
・えんぴつの もちかた
・ぷりんと せんを なぞろう３
（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、「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）

です。けんこうで
つくって

※プリンターのあるご家庭は、ペーパークラフト
に挑戦してみてください。

12:35

・たいいくぎに きがえて みよう
きがえの じかんを はかって
もらいましょう。
どのくらい じかんが かかるかな？
・「ばななくん たいそう」を おどろう。
どうがを みて いっしょに おどって
みましょう。

おりがみ あそび
・しんぶんしで かぶとを つくろう。
・おりがみで こいのぼりを つくろう。
（リンク１）

５がつ５かは、こどものひ
いられるように かざりを
みましょう。
たいいく

たいいく

てあらい、うがい

・なかまづくりと かず
きょうかしょ４、５ぺえじ

11:45

11:50

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、「う」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）

・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、「い」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

21:00

・きがえ（動画２）
がっこうでは たいいくぎに きがえる
あります。どうがを みて、できないと
こまることは なにか かんがえて
みましょう。

9:45

18:00
～

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？

・せいつかのきょうかしょ １１８ぺえじ
おうちのひとに げんきよく あいさつを
してみましょう。
あいさつを されたら、どんな きもちに
なるか かんがえましょう。

14:56

・だんす（動画）

かずの

さがそう
なかまを

さがそう。

どうとく

・がんこちゃん９
「ツムちゃんのいいたかったこと」
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
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/
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！

