1ねん かていがくしゅう じかんわり
５がつ１１にち（げつようび）

５がつ１２にち（かようび）

じかんわり（やること）

じかんわり

５がつ１４にち（もくようび）

５がつ１５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１１日（月）～５月１５日（金）

５がつ１３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
ずこう

すきな

どうぶつの

えを

かこう

せいかつか

・みぎひだりであそぼう

動画

せいかつか

・わくわくがっこうたんけん

動画

せいかつか

・がっこうのいちにちをうたおう

動画

せいかつか

・つうがくろの

あんぜんを

かんがえよう

9:00
じぶんの いちばんすきな どうぶつを
じゆうちょうに いろえんぴつで
かきましょう。
かみ いっぱいに おおきく かきましょう。

どうがを みて、いっしょに げえむを
してみましょう。
おうちの ひとにも みぎ、ひだり をだして
もらって、「みぎ、ひだり」をおぼえましょ
う。

せいかつかの きょうかしょ １６，１７ぺえ
じ
どうがや きょうかしょを みて、
がっこうには、どんなおへやが あるのか、
どんな ひとが はたらいて いるのかを
そうぞう しましょう。

どうがを みて、がっこうの いちにちを
そうぞうして、やってみたいことを
かんがえましょう。

せいかつかの きょうかしょ２４、２５ぺえじ
きょうかしょの えをみて、なにに
きをつければ いいのかを かんがえ
ましょう。
きをつけないと どんな きけんな ことが
おきるのかも かんがえて みましょう。

じゆうちょうの 使い方は、学年便りに
のせてあります。
国語の教科書と同じ向き（右とじ）です。

9:45
9:50 せいかつか

・じこしょうかいげえむ
どうがをみて じこしょうかいを おうちの
ひとに してみましょう。
１じかんめの どうぶつの えを つかい
ましょう。
すきな わけも はなして みましょう。

動画

こくご

・うたに あわせて あいうえお
こくごの きょうかしょ２２～２４ぺえじ
きょうかしょの くちの あけかたを
よくみて、ゆっくり おおきなこえで
よみましょう。
きょうかしょ２５ぺえじの
おてほんを
よくみて、きょうかしょに
したじきを いれます。

「あいうえお」の

・うたに あわせて あいうえお
こくごの きょうかしょ２２～２４ぺえじ
きょうかしょの くちの あけかたを
よくみて、ゆっくり おおきなこえで
よみましょう。

おんどく こくご

・あさの おひさま
こくごの きょうかしょ ２６、２７ぺえじ
りずむに きをつけて こえに だして
よみましょう。

おんどく こくご

ちゃれんじ
「ひるの おひさま」の ようすを そうぞう
して、おはなしを つくって みましょう。

きょうかしょ２５ぺえじの「あいうえお」
だけで できる ことばを さがしましょう。
例）青、上、合うなど。

かきましょう。

・めいろ
「さしすせそ」、「たちつてと」
しせいや えんぴつの もちかたに きをつけ
て、とりくみましょう。
めいろの かべに ぶつからないように
せんを かきましょう。

10:35

おんどく こくご

・あさの おひさま
こくごの きょうかしょ ２６、２７ぺえじ
おぼえられる ひとは、きょうかしょを
みないで、こえにだして よんで
みましょう。

おんどく

あさひや うみのようすに ついて、そうぞう
したことを はなしましょう。
ちゃれんじ
「よるの おひさま」の ようすを そうぞう
して、おはなしを つくって みましょう。

めいろ

・めいろ
「なにぬねの」、「はひふへほ」
しせいや えんぴつの もちかたに きをつけ
て、とりくみましょう。
めいろの かべに ぶつからないように
せんを かきましょう。
きゅうけい

めいろ

・めいろ
「まみむめも」、「や ゆ よ」
しせいや えんぴつの もちかたに きをつけ
て、とりくみましょう。
めいろの かべに ぶつからないように
せんを かきましょう。

めいろ

・めいろ
「らりるれろ」、「わ お ん」
しせいや えんぴつの もちかたに きを
つけて、とりくみましょう。
めいろの かべに ぶつからないように
せんを かきましょう。

めいろ

てあらい、うがい

10:35
11:00 さんすう

・５は いくつと いくつ
さんすうの きょうかしょ １２，１３ぺえじ
きょうかしょの えを みて、５は いくつと
いくつ にわけられるか かんがえましょう。
１３ぺじの あかまるに きいろのぶろっく、
しろまるに しろい ぶろっくを おいて、
かぞえましょう。
きょうかしょの あいている
すうじを かいたり、まるに
ぬりましょう。
したじきを

さんすう

・おなじ かずの なかまを さがそう
さんすうの きょうかしょ １４，１５ぺえじ
きょうかしょの えを みて、おなじ かずの
なかまを さがしましょう。ぶろっくを
おいて、かぞえて みましょう。
どうぶつや どうぐなど たくさん おなじ
かずのなかまを さがしましょう。
どれと どれが おなじかな？

ずこう

・ちょきちょきかざり
ずこうの きょかしょ １２，１３ぺえじ
おりがみを おったり、かさねたりして
きってみましょう。どんな かたちが
できるかな。

動画

さんすう

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。

ますに
いろを

・かずを かこう
さんすうのきょうかしょ １６，１７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。
③１７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。

いれます。

したじきを

さんすう

・かぞえよう
さんすうのきょうかしょ １８，１９ぺえじ
かずを かぞえて、すうじを かきましょう。
・せんで むすぼう
おなじ かずを あらわして
せんで むすびましょう。

いるものを

・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てを たたいた かずや、きこえた おとの
かずを かぞえて かずあて げえむを
しましょう。
（おうちのひとに もんだいを だして
もらいましょう。）

いれて

11:45
きょうかしょに
かきましょう。
こくご

11:50

・いいてんき
こくごの きょうかしょ ０～８ぺえじ
きょうかしょの えを みて、なにを
しているのか、きづいたことや
そうぞうしたことを はなそう。
８ぺえじの ぶんを こえに だして
よみましょう。
・めいろ
「あいうえお」、「かきくけこ」
しせいや えんぴつの もちかたに きをつけ
て、とりくみましょう。
めいろの かべに ぶつからないように
せんを かきましょう。

12:35

おんどく たいいく

めいろ

・おんがくに のって たのしく おどろう
りずむに あわせて、たのしく からだを
うごかしましょう。
１

マンゴーたいそう（動画）

２

ぼよよんこうしんきょく（動画２）

動画

動画２

おんがく

せいかつか

12:35

14:00
14:00

どうとく

・がんこちゃん１２
「ギャオくんといっしょ」
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

えいご

・えいごで がんこちゃん１
「あの子はだあれ？」
がんこちゃんを みて どんな ことを
いっているのか、がんえましょう。
えいごで

ぱぷりかを

えんでぃんぐだんす
14:56

うたってみましょう。

動画

どうとく

動画２

ほんよみ

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。

動画2

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。
・がんこちゃん１３
動画 えいご
「ちっちゃいがんぺーちゃん」
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３
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

おうちの ひとと たのしもう
18:00

21:00

演奏

・あそびながら たのしく うたおう
おんがくの きょうかしょ ６，７ぺえじ
「ひらいた ひらいた」
うたにあわせて はながひらいたり、つぼんだ
りするようすを てで あらわしながら、
うたいましょう。
※教科書１１ページのQRコードでも演奏が
聞けます。

演奏

・えいご がんこちゃん２
「ダンス、だいすき！」
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。

動画

動画２

えいごで

ぱぷりかを

えんでぃんぐだんす

15:00

18:00
～

・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ぺえじを
みて、うたいましょう。
※詳しい歌詞は、７６～７９ページ

【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

うたってみましょう。

動画３

おんがく

したじきを

いれて

・おんがくに あわせて からだを
うごかそう
「さんぽ」
おんがくに あわせて、てびょうしを
うったり、あるいたり しましょう。
ちゃれんじ
おんがくに あわせて、じゆうに おどりを
つけてみましょう。

演奏

・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ぺえじを
みて、うたいましょう。
※詳しい歌詞は、７６～７９ページ

演奏

どうとく

・がんこちゃん１４
「たのしいおと」
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。

動画

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。）

参考リンク集
おうちで学ぼう！
おうちで学ぼう！

NHK for School

さんすう

https://www.nhk.or.jp/school/ouchi/

先生がえらんだプレイリスト新小1 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

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）
からだで

すうじ

まねして

やってみましょう！

