3年 家庭学習 時間わり
４月２０日（月）

４月２１日（火）
よくできた◎
できた○
頑張ろう△

時間わり

４月２２日（水）
よくできた◎
できた○
頑張ろう△

時間わり

6:00

４月２０日（月）～４月２４日（金）

４月２３日（木）
よくできた◎
できた○
頑張ろう△

時間わり

４月２４日（金）
よくできた◎
できた○
頑張ろう△

時間わり

よくできた◎
できた○
頑張ろう△

時間わり

起きる・顔洗い・トイレ・朝食・歯みがき・学習じゅんびなど

8:30
8:30

ＭＸテレビ

9:00

「TＯＫＹＯ おはようスクール」

9:00

視聴

朝読書

9:35
9:40
【国語】よく見てていねいに書き写そう
①教科書P12の「どきん」を音読する。（２
回）
②「どきん」を視写する

①の
プリント

【国語】漢字練習 新しい漢字をおぼえよう
①漢字ドリル③「詩」「習」を漢字ドリルに練
習する。
②漢字練習のやり方を見て、漢字練習ノートに
も練習する。
※はじめてなので、ていねいに練習しよう。

③の
プリント

【国語】漢字練習 新しい漢字をおぼえよう
①漢字ドリル③「商」「動」を漢字ドリルに練
習する。
②漢字練習のやり方を見て、漢字練習ノートに
も練習する。
※２回目だけど、ていねいに練習しよう。

【国語】新しい漢字をおぼえよう
①漢字ドリル④「物」「開」を漢字ドリルに練
習する。
②漢字練習のやり方を見て、漢字練習ノートに
も練習する。
※３回目でも、やっぱりていねいに練習しよ
う。

【国語】新しい漢字をおぼえよう
①漢字ドリル④「族」「葉」を漢字ドリルに練
習する。
②漢字練習のやり方を見て、漢字練習ノートに
も練習する。
※４回目！なれてきたけどていねいに練習しよ
う。

休憩
かるい運動

休憩
かるい運動

休憩
かるい運動

10:25
10:２5 休憩
10:45 かるい運動

休憩
かるい運動

10:45

【算数】2年生の学習をふりかえろう
①東京ベーシックドリルのページを開く。
②２年生練習 算数 の 「１０ はこの形」
を開く。
③１～３の問題をいんさつしてとく。
※いんさつできない人は２年生の時のノートな
どに書く。
④答え合わせをする。

【算数】2年生の学習をふりかえろう
①計算ドリル②と③をやる。
（計算ドリルノートにやります。）

②答え合わせをする
（自分でできないときは、お家の人にお願いしよう）

11:30
11:35
【社会】社会科はどんな学習か知ろう
①「コノマチ☆リサーチ」第１回を見よう。
②番組を見て新しく知ったことや、分かったこ
とをプリントにまとめよう。
12:20

https://www.
nhk.or.jp/sya
kai/konomac
hi/?das_id=D
0005120411_
00000

https://www.
kyoiku.metro.t
okyo.lg.jp/sch
ool/study_mat
erial/improve
ment/tokyo_b
asic_drill/mat
h_pr02.html

④の
プリント
【音楽】音楽のじゅんびをしよう
①右のリンクを開く。
②音楽の学習についてたしかめる。
③かだいにとりくもう。

②の
プリント

【算数】2年生の学習をふりかえろう
①東京ベーシックドリルのページを開く。
②２年生練習 算数 の 「４ ひき算」を開
く。
③１～５の問題をいんさつしてとく。
※いんさつできない人は２年生の時のノートな
どに書く。
④答え合わせをする。

https://www.
kyoiku.metro.t
okyo.lg.jp/sch
ool/study_mat
erial/improve
ment/tokyo_b
asic_drill/mat
h_pr02.html

【算数】2年生の学習をふりかえろう
①東京ベーシックドリルのページを開く。
②２年生練習 算数 の 「５ かけ算」を開
く。
③１～５の問題をいんさつしてとく。
※いんさつできない人は２年生の時のノートな
どに書く。
④答え合わせをする。

【道徳】じぶんでよいこと、わるいことをきめ
よう
①「もやモ屋」 第７回を見よう。
②番組を見て
「自分でよいか、わるいかかんがえること」に
ついてかんそうを書いてみよう。

https://www.
nhk.or.jp/dout
oku/moyamoy
a/?das_id=D0
005130270_00
000

【英語】あいさつを英語でしよう
①「エイゴビート」 第1回を見よう。
②「あいさつ」が英語でできるように、たくさ
ん声に出して練習しよう。
③できればお家の人といっしょに話してみよ
う。

【算数】2年生の学習をふりかえろう
①東京ベーシックドリルのページを開く。
②２年生練習 算数 の 「６ 式の表し方」
を開く。
③１～５の問題をいんさつしてとく。
※いんさつできない人は２年生の時のノートな
どに書く。
④答え合わせをする。

https://www.
kyoiku.metro.
tokyo.lg.jp/s
chool/study_
material/imp
rovement/to
kyo_basic_dril
l/math_pr02.
html

【国語】正しくはっきりと音読しよう
①まず国語の教科書P１６～P25「きつつきの
商売」を、新しい漢字をたしかめながら音読す
る。
②つぎにP19の5行目～P25の最後までを2回
音読する。
※まずは「、」や「。」に気をつけて、すらす
ら読めるようにしよう。

手洗い・うがい・昼食・歯磨き
休けい・お手伝い・かるい運動

12:20
13:40

13:40
【図工】詩のイメージを絵にしよう
①国語で視写した作品にあわせたイラストをか
く
14:25

【国語】正しくはっきりと音読しよう
①まず国語の教科書P１６～P25「きつつきの
商売」を、新しい漢字をたしかめながら音読す
る。
②つぎにP16～P19の3行目までを2回音読す
る。
※まずは「、」や「。」に気をつけて、すらす
ら読めるようにしよう。

【理科】理科の学習を知ろう
①「ふしぎエンドレス」第１回を見よう。
②ふしぎなことを調べたり、かんさつしたりす
るときに、大切なことをプリントにまとめよ
う。

ＭＸテレビ

14:56

15:00 【自分で学ぶ時間】
・今日の学習で終わらなかったものや
もっと知りたいと思ったことにとりくむ
15:45

【自分で学ぶ時間】
・今日の学習で終わらなかったものや
もっと知りたいと思ったことにとりくむ

15:50
～
21:00 就寝

http://www.n
hk.or.jp/rika/
endless3/

②の
プリント

【理科】たねのふしぎをみつけよう
①「ふしぎエンドレス」第２回を見よう。
②番組を見て、分かったことや考えたことをプ
リントにまとめよう。

https://www.
nhk.or.jp/rika
/endless3/?d
as_id=D00051
10382_00000

②の
プリント

【学活】クラスを楽しくするかつどうをかんが
えよう
①「かかりかつどう」について知ろう。
②やってみたいかかりかつどうについて、プリ
ントに書いてみよう。

1日の学習のふりかえり

14:25
14:55

１日を振
り返って

https://www.
kyoiku.metro.t
okyo.lg.jp/sch
ool/study_ma
terial/improve
ment/tokyo_b
asic_drill/mat
h_pr02.html

「TＯＫＹＯ おはようスクール」

【自分で学ぶ時間】
・今日の学習で終わらなかったものや
もっと知りたいと思ったことにとりくむ

・夕食の前には、手あらい・うがいをしましょう
就寝

就寝

【自分で決めましょう】
・家のお手伝いをしましょう

視聴
【自分で学ぶ時間】
・今日の学習で終わらなかったものや
もっと知りたいと思ったことにとりくむ

【自分で学ぶ時間】
・今日の学習で終わらなかったものや
もっと知りたいと思ったことにとりくむ

・歯磨きをわすれずにしましょう
就寝

就寝

⑤の
プリント

