1ねん かていがくしゅう じかんわり
５がつ２５にち（げつようび）

５がつ２６にち（かようび）

じかんわり（やること）

じかんわり

５がつ２８にち（もくようび）

５がつ２９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

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。
あさがおさんに おはようを いいましょう。みずやりを

8:00
8:15

５月２５日（月）～５月２９日（金）

５がつ２７にち（すいようび）

しましょう。

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
9:00 こくご

こくご

・ひらがな「い」
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。
※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「こ」

こくご

・ひらがな「り」

こくご

・ひらがな「う」

こくご

・ひらがな「け」

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。

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。

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。

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。

※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。

※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。。

9:45
9:50 さんすう

・１０は いくつと いくつ
さんすうのきょうかしょ ２８，２９ぺえじ
ぶろっくを よういしましょう。
みえている ぶろっくを みて、かくれている
ぶろっくの かずを あてましょう。
きょうかしょを みて、１０は いくつと
いくつに わけられるか、かんがえましょう。
きょうかしょの あいている
すうじを かきましょう。

さんすう

・１０を つくろう
さんすうの きょうかしょ ３０，３１ぺえじ
かずかあどを よういします。
あと いくつで １０になるかを
かんがえましょう。

さんすう

きょうかしょ３０ぺえじ した
となりあう、２つのかずで １０を
つくりましょう。
たて、よこ、ななめでみつけてましょう。

ますに

わあく ①なかまづくりとかず
※丸付けを お願いします。

きゅうけい
せいかつか

ねんどを てのひらに のるりょうを
とって、どこまで ねんどが のびるか
ちょうせんしましょう。
つかいおわったら、ねんどを
いれて しまいましょう。

・０という かず
さんすうの きょうかしょ ３４，３５ぺえじ
きょうかしょの えを みて、ねこさんが
いれた わのかずは いくつと いえば
いいのでしょうか。
きょうかしょの わくに すうじを
かきましょう。
３５ぺえじを みて、１０までの
いいましょう。

せいかつか

・がっこうだいすき
「がっこうたんけん」
どうがを みて、げたばこから きょうしつま
で
どうやって いくのか いきかたを
おぼえましょう。

たいいく

・あさがおさんと なかよし
ふたばを よくみて かきましょう。
（ぷりんと ２まいめ）
ふきだしに、あさがおさんに かけてあげたい
ことばを かきましょう。
ふたばや、つちに
あらいましょう。

・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。

※家庭学習支援サイトに動画があります。
該当クラスの動画をご覧ください。

・びりいず ぶうと きゃんぷ
どうがを みていっしょに からだを
うごかそう！！
おうちのひとと いっしょに
５ふんかん がんばってうごいてね。

わあく ④なかまづくりとかず４
※丸付けを お願いします。

「がっこうたんけん②」
きょうしつで どのように かたづけを
したら いいか おぼえましょう。
※家庭学習支援サイトに動画があります。
該当クラスの動画をご覧ください。

おんがく

・こうかを うたおう
家庭学習支援サイトに動画があります。
・はくを かんじとろう
おんがくの きょうかしょ １４，１５ぺえじ
「さんぽ」
おんがくにあわせて、 てびょうし、ひざう
ち、あしぶみをしてみましょう。

ストレッチ

動画

「たんたんたん」
「うん」の りずむを
やってみましょう。

たいいく

演奏

あせを かいたら、たおるで しっかり
ふきましょう。
すいぶんほきゅうも わすれずに。

・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。

・びりいず ぶうと きゃんぷ
どうがを みていっしょに からだを
うごかそう！！
５ふんかん がんばってうごいてね。

てびょうしで

11:50

おんどく こくご

・かきと かぎ
こくごの きょうかしょ ４２，４３ぺえじ
こえに だして よんでみましょう。
「゛」がつくと かわることばを さがして、
たのしく よみましょう。

おんどく こくご

動画

あせを かいたら、たおるで しっかり
ふきましょう。
すいぶんほきゅうも わすれずに。
ふだんぎに

・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。

ストレッチ

・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。

「じゃんけんぽん」
きょくにあわせて、てびょうしを
してみましょう。

けえすに

ふだんぎに
こくご

てを

※芽が出てない場合は、出たときに
かいてください。

てあらい、うがい

・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。

「がっこうたんけん②」のよこくをみて、
がっこうに ついたら、なにをしたらいいか
かんがえましょう。

11:45

さわったら

かずを

わあく ③なかまづくりとかず３
※丸付けを お願いします。

10:35
・ねんど あそびを しよう。
ねんどを ふくろから だしましょう。
・ねじる
・まるめる
・こねる
・のばす
などなど･･････。
いろいろ やってみましょう。

さんすう

すうじかあどを １からじゅんばんに
ならべましょう。
なんびょうで できるか、じかんを
はかってもらっても いいですね。

わあく ②なかまづくりとかず２
※丸付けを お願いします。

11:00 ずこう

すうじかあど

きょうかしょの ぶろっくのえを みて、
かずを かぞえて ますに すうじを
かきましょう。
３１ぺえじの ますに すうじを
かきましょう。

きょうかしょ３１ぺえじ
えの かずを くふうして かぞえて、
ますに すうじを かきましょう。

10:35

・おおきさを くらべよう
さんすうの きょうかしょ ３２，３３ぺえじ
すうじかあどを よういします。
ふたりぐみで いちまいずつ かあどを
だしあって、かずの おおきさ くらべを
しましょう。

きがえましょう

きがえましょう

・ねこと ねっこ
こくごの きょうかしょ ４６，４７ぺえじ
こえに だして よんでみましょう
「っ」がつくと かわることばを さがして、
たのしく よみましょう。

おんどく こくご

・おばさんと おばあさん
こくごの きょうかしょ ５０，５１ぺえじ
こえに だして よんでみましょう
おてほんを きいて、のばす おとに
きをつけて、たのしく よみましょう。

おんどく こくご

どうぶつたちの はなしていることを、
そうぞうして ふきだしを つくって
かきましょう。
えに いろを ぬりましょう。
（わあくしいと４）

・おもちやと おもちゃ
こくごの きょうかしょ ６０，６１ぺえじ
こえに だして よんでみましょう
おてほんを きいて、「おもちや」と
「おもちゃ」の おとの ちがいに
きをつけて、たのしく よみましょう。

おんどく

12:35
12:35

14:00
14:00

さんすう

どうとく

ほんよみ
14:45
14:56

すうじのれんしゅう
「１，２」
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１８
「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。）

さんすう

動画

えいご

すうじのれんしゅう
「３，４」

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5
「いっしょにあそぼう！」
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。
すうじのれんしゅう
さんすう
「５，６」
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１９
「チョビくんのやくそく」
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

すうじのれんしゅう
「７，８」

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6
「なにいろに ぬりたい？」
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

すうじのれんしゅう
「９，１０」
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２０
「しらなかったけどあったもの」
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。
（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）
自宅学習支援コンテンツ（音楽）
臨時休業期間における紹介（図工）

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
https://textbook.kyogei.co.jp/library/
https://www.nichibun-g.co.jp/learning_support/

