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 新学期が始まって１ヶ月が経ちました。 
  

新緑がまぶしい季節となりました。新型コロナウィルス感染症拡大防止対策で学校が臨時休業となり、

約 1 カ月が過ぎました。なかなか先が見えず、ご心配をおかけしていますが、まずは感染を防ぐために

ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。 

各ご家庭につきましては、学力と学習習慣の定着、体力の保持のために、引き続き家庭学習への取り

組みをお願いします。そして、子供たちが臨時休業中も「45 分の学習リズムの維持」ができるよう、家

庭学習をすすめていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

【５月の行事予定】 

・最新情報についてはホームページ上や緊急配信メールなどで随時お伝えしますので、ご確認ください。 

 

５月の自宅学習範囲（★学校再開後、授業でも再度学習します。） 

教 科 学 習 内 容 使用するものなど 

国 語 「なまえつけてよ」「見立てる・言葉の意味が分かること」 漢字ドリル 国語辞典 

社 会 「都道府県」「世界の中の国土」「国土の地形の特色」 教科書 地図帳 資料集 

算 数 「整数と小数」「直方体や立方体の体積」 教科書 計算スキル 

理 科 「天気の変化」「種子の発芽と成長」 教科書 発芽と成長キット 

音 楽 歌やリコーダー等 教科書 リコーダー 

図 工  絵を描く 工作等 教科書 

家庭科 「家族の生活 再発見」「クッキングはじめの一歩（調理）」 教科書 

体 育 
「運動会の基礎練習」～ストレッチ、散歩、一人技等  

なわとび等 

なわとびカード 

道 徳 
「礼儀」「節度・節制」「よりよい学校生活、集団生活の充実」 

「感動、畏敬の念」 

教科書 

総 合 「都道府県大使になろう」「バケツ稲を育てよう」 地図帳 バケツ稲セット 

外国語  ローマ字の練習（読み書き） 教科書 CROWN Jr. 

 

 

 

 

 

 

 

＜給食費や教材費の引き落としについて＞ 

５月は、口座引き落としの予定日でしたが、給食開始のめどが立っていないため、６月以降に引き

落としの連絡をさせていただきますので、よろしくお願いします。（教材費についても同様です。） 

 

令和２年５月１日 

大田区立 千鳥小学校 

校長 早見 泰一 

担任 新堀 駿  

矢吹 仁寿 

      

 

 

 



【期間：5 月の家庭学習と、学習のすすめ方 ★は追加分、確認事項です。】 

教科 学習課題・すすめ方など 

音読等 「音読・読書・お手伝いカード」（毎日行い、カードに記入） 

◎音読：見立てる・言葉の意味が分かること・古典の世界・夏の夜・カレーライス 

 

国語 ① 「くりかえし漢字ドリル」（赤色） 

・毎日★２文字ずつ ていねいになぞる。１文字につき４回書く。 

② 「漢字ドリルノート」 

・毎日、上の①の漢字ドリルと同じ漢字の練習をする。 

・上の①の７ページの「読む」や、８ページなどの「書く」もすすめていく。 

→答えのページを見て、〇付けとまちがい直しもすること。 

 

③ ★毎日 1枚ずつ（できる範囲で） 

「なまえつけてよ」「見立てる」「言葉の意味が分かること」（予習として） 

→教科書を読んで、ワークシートの問題に答える。（書き込む） 

 

④ ★「書くって楽しいね」 

・毎週、2ページずつ、よく読んで、答えを書いたり、作文を書いたりする。 

 

算数 ① ★毎日 1枚ずつ（できる範囲で） 

「整数と小数」「直方体や立方体の体積」（予習として） 

→教科書を読みながら問題に答える。直接教科書に式や答えを書き込む。 

（配布される答え・解説を見て、〇付け、間違い直しをする。） 

② ・計算はなまるスキルドリル★２～８まで（できる範囲で） 

答え合わせ、まちがい直しもする。 

③ ★ベーシックドリルプリント B,C２回ずつ（解答用紙が裏表で 2回分あります。） 

答え合わせ、まちがい直しもする。 

 

社会 

理科 

 

① ★教科書を読む。（1日 1ページを目安に） 

・読んで、分からないところにはふせん紙をつけるか、赤で印を残しておく。 

（辞書で調べてみるのも） 

② ★社会の資料集の付録（白地図作業帳、日本＆世界パーフェクトボード、都道府

県日めくりカレンダーなど）を使って、都道府県の名前、特産物や、世界の国、

大陸、海洋の読み書き、位置等を覚える。 

③ ★理科 プリントなど 

答え合わせ、まちがい直しもする。 

 

道徳 ・★毎週金曜日に１回、教材を読んで取り組む。（おうちの方と一緒に） 

・教科書「かがやけ みらい（きづき）」（全３５教材）を１から順に読む。 

読んだ後に、教科書「かがやけ みらい（まなび）」の、対応したページを開き、

「こころのパレット」「コラム」など本文をよく読み「自分の考え」を書く。 

 



その他 ① 「自主学習ノート」 

・２日に１回は取り組む。（１回１ページをめざす。） 

・「自主学習の進め方」と、自主学習の例（手書きのもの）を参考に。 

② 「新聞社説」 

★毎週末に、新聞記事を読んで、問題に答える。自分の考えや感想を書くなど。 

★パソコンのホームページ「読売ワークシート通信」（毎週水曜日発信 バック

ナンバーもあり。パスワード：yomiwork2020）から見られます。低、中、

高学年、中学生向きなどあります。（実態に応じて） 

 

③ ★「バケツ稲」のお世話（お家では、バケツの代わりにイチゴパックなどで） 

・「バケツ稲づくりマニュアル」をよく読む。 

・「芽出し」をする。（種もみ・肥料セットを使用して） 

・「種まき」に挑戦する。 

 

④ 体を動かす家庭学習 

・運動会の表現運動のため、運動時のけが防止のため、毎日ストレッチなどに取

り組み、柔軟性を高めておきましょう。 

・組体操一人技の基礎 

→安全に注意して、V 字バランスや腕立て、腹筋、ブリッジなど、 

一人でできる技の練習をしておきましょう。 

  ・★なわとびカードを使って、体を動かしましょう。 

 

⑤ 【千鳥小学校のホームページのリンク集の活用】 

◎千鳥小学校のホームページ上に、「学習コンテンツのご紹介」があります。 

★「TOKYO おはようスクール」：児童の生活や学習の生活習慣付けを支援する

番組です。4 月 15日から放送が開始されています。 

★「学びの支援サイト」：都教委から出されている学習支援サイトです。「学習支

援コンテンツポータルサイト」、「学びを止めない未来の教室」、「毎日、自分で

家庭学習にチャレンジしてみよう」など参考になるものが多数あります。 

★「国語・書写 学習支援コンテンツ」：国語、書写の予習、復習に。 

★「算数 うでだめシート」：算数の予習、復習に。 

★「東京ベーシックドリル」：様々な教科の復習にぴったりです。 

★「おうちで学ぼう NHK for school」：動画を見ながら、楽しく学べます。 

★「ちびむすドリル」：小学生の無料学習プリントです。苦手なところの復習や

新学年での予習に有効で、おすすめです。 

★「すきまるドリル」：算数、漢字、英語の学習に。 

★「benesse 進研ゼミ特設ページ」：前学年の復習にぴったりです。 

★文科省→「子供の学び応援サイト」→「小学校」→各教科毎のサイトがあり、

家庭でできる学習支援のサイト（動画や文章で）がたくさん見られます。また、

「子供の学び応援コンテンツリンク集」や「わくわくサイエンスリンク集」「子

供の運動あそび応援サイト」も、気軽にできる運動のヒントが多数のっています。 

・これ以外にも、たくさんのサイトがあります。参考にし、取り組みましょう。 

 



臨時休業中（5/7～5/17）の課題です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※7日に配布プリントなどを、各ご家庭のポストに入れさせていただ

きます。ご確認のほどをよろしくお願いいたします。 

臨時休業が延長される場合は、再度 HPで詳細を掲載いたします。ご

確認をお願いいたします。 

① 国語のワークシート「なまえつけてよ」１～４   

・教科書を読み、ワークシート上のヒントなどを参考にして 

 

② 漢字ドリル（赤） １日２文字ずつ ４回ていねいになぞる。 

 

③ 漢字学習ノート ②の漢字と同じ漢字の練習をする。 

 

④ 作文「書くって楽しいね」 1週間に 1回ずつ 

 

⑤ 算数「整数と小数」教科書８～１５ｐ 

・教科書を読み、問題を解く。教科書に直接書き込む。 

・答えとヒント、解説付きのプリントを参考に 〇付け、間違い直しを 

 

⑥ 算数のプリント 

・ベーシックドリルプリント B,C裏表２枚と〇付け、間違い直しを 

・２回ずつ取り組む。（解答用紙が裏表２回分あります。） 

    

⑦ 音読、読書、お手伝い 

・音読カードに必ず記入する。 

・時間はたっぷりあります。１冊は読みましょう。 

 

⑧ 自主学習 

・２日に１回。もちろん毎日取り組んでも OKです。 

 

⑨ 社会科 資料集の中の「白地図作業帳」①と② 

教科書や資料集、地図帳などを見て 〇付け、間違い直しも 

 

⑩ 社会科プリント 「日本の都道府県」１～５、「発展」１～５ 

〇付け、間違い直しを 

 

⑪ 新聞社説 裏表３枚  

・新聞記事を読み、問題に答える。自分の考えや感想を書く 

 

⑫ 道徳 毎週金曜日に１教材ずつ読み、自分の考えを書く。 

 

⑬ 総合 バケツ稲づくり 

・説明書を読み、芽出し、種まきに取り組む。 



※1 日の時間割の基準（１つの例として参考にしてください。） 

◎参考にして、おうちの方と相談して 1日の予定を決めて、継続的に取り組みましょう。 

◎毎時間ごとに、「めあてを立てる→学習に取り組む→〇付けや答え合わせ・まちがい直し→ふ

り返る」流れですすめましょう。 

◎1 日この程度取り組めば、十分終えられる家庭学習の量です。学校では、これ以上の量を取り

組んでいたので、毎日しっかりと取り組みましょう。 

 学習内容（例） 

朝の時間 

8：１5～8：40 

体育：ラジオ体操 散歩 

家庭科：お手伝い（ごみ出し、お皿あらいなど） 

総合：バケツ稲のお世話（水やりや観察など） 

 

1時間目 

8：50～９：35 

国語：教科書を読みながら、ワークシートの問題に答える。 

終わったら、ドリルや読書など 

  

2時間目 

9：40～10：25 

算数：教科書を見ながら、問題に答える。教科書に直接書き込む。 

計算スキル 「スイッチオン」ドリル 

中休み 中休み：体を動かして、リフレッシュ！！ 

3時間目 

10：45～11：30 

社会：教科書を 1ページ読む。分からない所にはふせん紙などでしるしを。 

地図帳、資料集を使い、都道府県の読み方、書き方、や国土の様子の特徴な

どを覚える。 

 

4時間目 

11：35～12：20 

理科：教科書を 1ページ読む。分からない所にはふせん紙などでしるしを。  

 

昼食 昼休み 

12：25～1：35 

石鹸で手をよくあらい、うがい 

バランスよく、好き嫌いせず、昼食を。 食後は軽めに遊ぼう。   

5時間目 

1：40～2：25 

国語：音読 読書  

漢字２文字（ていねいに） 漢字ドリル 漢字ドリルノートへ 

  または、「読む」「書く」の 10問を漢字ドリルノートに書く。 

 

6時間目 

2：30～3：15 

自主学習（2日に 1回 1ページか 2ページ） 

テーマをえらんで、調べる、書く、練習する、考える、まとめる。 

音楽や図工（２日に 1 回）：教科書を読み、楽譜読み、歌う、リコーダー、

絵を描くなど 

放課後 

3：20～4：00 

放課後 家庭科：お手伝い（晩ごはんの準備など） 

たまっているプリントもすすめる。 

体育：ストレッチや軽い運動、なわとびなど 

早く終わった場合、 

週末などに 

 

社会：新聞記事を読んで、問題に答える、自分の考えを書く。 

国語：「書くって楽しいね」：2 ページずつすすめる。（国語の時間に） 

道徳：１教材ずつ教科書を読み、「自分の考え」を書く。（毎週金曜日に） 

家庭科：手縫いで、マスクづくりにチャレンジする。  

外国語：ローマ字入力や読み書きの練習      など 



 


