1ねん かていがくしゅう じかんわり
５がつ１８にち（げつようび）

５がつ１９にち（かようび）

じかんわり（やること）

じかんわり

５がつ２１にち（もくようび）

５がつ２２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

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 こくご

・せんの

れんしゅう

こくご

じをかくしせい、えんぴつの もちかたに
きをつけて かきましょう。
おわったら いろを ぬりましょう。

・ひらがな「つ」

こくご

じをかくしせい、えんぴつの もちかたに
きをつけて かきましょう。
おわったら いろを ぬりましょう。

学年便り

※プリントの学習の進め方は、学年便りをご覧
ください。

※プリントの学習の進め方は、学年便りをご覧
ください。

・ひらがな「く」

こくご

じをかくしせい、えんぴつの もちかたに
きをつけて かきましょう。
おわったら いろを ぬりましょう。

学年便り

５月１８日（月）～５月２２日（金）

５がつ２０にち（すいようび）

・ひらがな「し」
じをかくしせい、えんぴつの もちかたに
きをつけて かきましょう。
おわったら いろを ぬりましょう。

学年便り

※プリントの学習の進め方は、学年便りをご覧
ください。

こくご

・ひらがな「へ」
じをかくしせい、えんぴつの もちかたに
きをつけて かきましょう。
おわったら いろを ぬりましょう。

学年便り

※プリントの学習の進め方は、学年便りをご覧
ください。

学年便り

※プリントの学習の進め方は、学年便りをご覧
ください。

9:45
9:50 せいかつか

・きれいに さいてね
せいかつかのきょうかしょ ２８，２９ぺえじ
きょうかしょを みて、いろいろな はなの
たねの いろや かたちを くらべて
みましょう。

さんすう

・７は いくつと いくつ
さんすうの きょうかしょ ２２，２３ぺえじ
ぶろっくを ７こ よういします。
かくしている かずを あてましょう。
きょうかしょの あいている
を
かきましょう。
したじきを いれます。

あさがおの たねの ようすを
わあくしいとに かきましょう。
あさがおさんに なまえを つけて
あげましょう。
また、あさがおさんに つたえたい
ふきだしのなかに かきましょう。

10:35

ますに

さんすう

・８は いくつと いくつ
さんすうの きょうかしょ ２４，２５ぺえじ
かずかあどを よういします。２まいで
８になるように しましょう。
きょうかしょの あいている ますに
すうじを かきましょう。
したじきを いれます。

たいいく

・きがえよう。
ふだんぎから たいいくぎに
きがえましょう。
どれだけ はやく できるかな？
きがえたものは、たたんで、ふくろに
しまいましょう。

すうじ

さんすう

・９は いくつと いくつ
さんすうの きょうかしょ ２６，２７ぺえじ
かずかあどを よういします。２まいで
９になるように しましょう。
きょうかしょの あいている ますに
すうじを かきましょう。
したじきを いれます。

ずこう

・かみでっぽうを つくろう
おおきい かみを つかって、かみでっぽうを
つくりましょう。
ちらしや しんぶんしなどの かみが
いいですよ。

たいいく

・かみでっぽうを ならそう
２じかんめに つくった かみでっぽうを
ならしてみましょう。
どんな うでの ふりかたを すれば、
おおきな おとが なるか、ためしましょう。

折り方

見本

ことを

きゅうけい

てあらい、うがい

10:35
11:00 さんすう

・６は いくつと いくつ
さんすうの きょうかしょ ２０，２１ぺえじ
ぶろっくを ６こ よういします。
かくしている かずを あてましょう。
きょうかしょの あいている
すうじを かきましょう。
したじきを いれます。

せいかつか

ますに

べらんだなど

こくご

・はなのみち
こくごの きょうかしょ ３２～３９ぺえじ
きょうかしょの おはなしを こえに だして
よみましょう。
どんな おはなしなのか そうぞう
してみましょう。

そとて

動画

やりましょう。

①つちづくり
うえきばちに つちを はんぶんいれて、
「つちにまぜるひりょう」をまぜます。
のこりの つちを うえきばちに いれます。
みずを やさしく かけましょう。
②たねまき
ふくろの えをみて まきましょう。
すきまを あけて うえます。
たねの うえに つちを かるく
かぶせます。
③みずやり
たねを まいたら、ぜんたいに やさしく
しゃわーを かけて あげましょう。
きいろい おさらに みずがでてくる
くらい です。
おせわを したあとは、てあらい を
しっかり しましょう。

おんどく

つちづく
り(PDF)

こくご

つかったものは もとの ばしょに
もどしましょう。
ごみは わけて すてましょう。

12:35
12:35

14:00
14:00

さんすう

どうとく

ほんよみ
14:45
14:56

あかねこけいさんすきる
２ 「なかまづくり」
おうちの ひとに まるを つけて
もらいましょう。
・がんこちゃん１５
「がんこちゃんのうまれたひ」
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。）

ストレッチ おんがく

・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

・ておしずもうを しよう
おうちの ひとと てを あわせて
やりましょう。

やりかた

・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

・はなのみち
こくごの きょうかしょ ３２～３９ぺえじ
きょうかしょの おはなしを こえに だして
よみましょう。
３２，３３ぺえじの えを みて、
「だれが どうした」を わあくしいとに
かきましょう。（わあくしいと１）
ふきだしのなかに ことばを いれて
みましょう。
えに いろを ぬりましょう。
どうぶたちが どんは おはなしを
しているのか そうぞうして ふきだしに
かきましょう。

おんどく こくご

・はなのみち
こくごの きょうかしょ ３２～３９ぺえじ
きょうかしょの おはなしを こえに だして
よみましょう。
３４，３５ぺえじの えを みて、
「だれが どうした」を わあくしいとに
かきましょう。（わあくしいと２）
ふきだしのなかに ことばを いれて
みましょう。

おんどく こくご

・すとれっちを しよう。
うんどうを するまえに、からだを
ほぐしましょう。

11:45

11:50

・きれいにさいてね
せいかつかの きょうかしょ２８，２９ぺえじ
どうがを みて、あさがおの たねを
まきましょう。

さんすう

動画

えいご

あかねこけいさんすきる
３ 「たりるかな」

さんすう

おうちの ひとに まるを つけて
もらいましょう。
・えいごで がんこちゃん３
「これ、なあに？」
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 うたってみましょう。

動画

どうとく

動画２

ほんよみ

えんでぃんぐだんす

動画３

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。
あかねこけいさんすきる
あかねこけいさんすきる
さんすう
４ 「５までの かずを かこう」
５ 「５までの かずを かぞえよう」
おうちの ひとに まるを つけて
もらいましょう。
・がんこちゃん１６
「でんごんツバン」
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

えいご

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

【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

さんすう

おうちの ひとに まるを つけて
もらいましょう。
・えいご がんこちゃん４
「これ、おいしいの？」
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。
えいごで ぱぷりかを うたってみましょう。

動画

どうとく

動画２

ほんよみ

えんでぃんぐだんす

動画３

・はなのみち
こくごの きょうかしょ ３２～３９ぺえじ
きょうかしょの おはなしを こえに だして
よみましょう。
３６，３７ぺえじの えを みて、
「だれが どうした」を わあくしいとに
かきましょう。（わあくしいと３）
ふきだしのなかに ことばを いれて
みましょう。

おんどく

あかねこけいさんすきる
６ 「５は いくつと いくつ」
おうちの ひとに まるを つけて
もらいましょう。
・がんこちゃん１７
「きもちのこうかんこ」
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

参考リンク集
おうちで学ぼう！
おうちで学ぼう！

NHK for School

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

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）

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

