
1ねんせい　　がくしゅうけいかくひょう ※これは、あくまで計画表です。お子様の可能な範囲で取り組ませてください。

8:30

～

8:45

べんきょう１

9:00

～

9:45

べんきょう２

10:00

～

10:45

べんきょう３

11:00

～

11:45

べんきょう４

13:00

～

13:45

5/7(木) 5/8(金)5/4(月) 5/5(火) 5/6(水)

・からだほぐしのうんどう

　①だるま、ひこうき(腹筋、背筋を鍛える)

　②あぐらだち(体幹トレーニング)

　③たつ、しゃがむ(体幹トレーニング)

　④かたあしだち(バランス)

□　教科書3から11ページの復習

　・絵を1対1対応させて線を結ぶ。

　・「～の方が多い、少ない」とい

　　う言い方で言ってみましょう。

せいかつ

□　デジタル教材　視聴

　でーきた「すわる」第3回

　　　　　「はなしのききかた」第4回

□座り方、話の聞き方を覚える

12:00~13:00　　おひるごはん・おひるやすみ

せいかつ

□　デジタル教材　視聴

　で―きた「あいさつ」第1回

　　　　　「へんじ」　第2回

□挨拶の練習・返事の練習

こくご

□ひらがなのおけいこ

　「ら」、「て」

□教科書22から24ページ「うたにあわせてあいうえお」

　・文字をなぞってみましょう。

　・絵を見て様子を言葉にしてみましょう。

さんすう

□　デジタル教材　視聴　おはなしのくに「きんたろう」

せいかつ

こくご

□　デジタル教材　視聴

　「しょしゃ　たいそう」光村

　「ての　うごかしかた　たてのせ

　　ん　よこのせん」光村

□　ひらがなのおけいこ

　「す」、「み」

さんすう

□　教科書12・13ページ「５はいくつといくつ」

　・青が何個で赤は何個でしょう。

　・５はいくつといくつに分けられるでしょう。

こくごこくご

□　デジタル教材　視聴

　おはなしのくに　「ももたろう」

□おうちの人と感想を話す

□おうちの人としりとりをする

□　デジタル教材　視聴　おばけのがっこうたんけん

　「わくわくがっこうたんけん」第1回

〇「デジタル教材」と書いてあるもの

は、文部科学省「子どもの学び応援

サイト」または「NHK for school」

のホームページから番組を検索して

視聴します。

〇「デジタル教材」の動画は、この学習計画

表の一番最後にＵＲＬが貼ってあります。

そのＵＲＬを検索していただくと動画の

ページを開くことができます。

〇「ひらがなのおけいこ」は、１日２つを目

安にどんどん進めてください。前回４月２

０日までの課題が「る」までとなっており

ました。進めているご家庭もあるかと思い

ますので、８文字前後進めた状態から課題

を出します。進めていないご家庭は、お子

様のペースに合わせ無理ないよう、お願い

します。鉛筆の持ち方、形を意識すること

が大切です。



1ねんせい　　がくしゅうけいかくひょう

8:30

～

8:45

べんきょう１

9:00

～

9:45

べんきょう２

10:00

～

10:45

べんきょう３

11:00

～

11:45

べんきょう４

13:00

～

13:45

5/11(月) 5/12(火) 5/13(水) 5/14(木) 5/15(金)

せいかつ

こくご こくご

□　ひらがなのおけいこ「や」「け」

□ 教科書26から27ページ「あさのおひ

さま」

　音読、暗記に挑戦

□　28ページ「ききたいな、ともだち

のはなし」音読

・おうちの人に好きなあそびをきいて

みましょう。

□ ひらがなのおけいこ「ろ」「そ」

□ 教科書26から27ページ

　「あさのおひさま」

　音読、暗記に挑戦

□28ページ「ききたいな、と

　もだちのはなし」音読

・おうちの人に聞いたことを、みんなに

知らせるつもりで話す。

さんすう さんすう さんすう

□　学校からの動画　視聴　　ごま団子の歌を歌う。

□　MXテレビ TOKYO　おはようスクール（９チャンネル）　視聴

⭐︎体温を測り、体の調子を確かめましょう

・からだほぐしのうんどう…学校からの動画　視聴

　①だるま、ひこうき(腹筋、背筋を鍛える) 15秒

　②あぐらだち(体幹トレーニング)

　③たつ、しゃがむ(体幹トレーニング)

　④かたあしだち(バランス)10秒

こくご

□　ひらがなのおけいこ

　「ひ」、「へ」

□教科書22から24ページ

「うたにあわせてあいうえ

お」音読

□25ページをやる

こくご

□　ひらがなのおけいこ

　「ほ」、「む」

□教科書22から24ページ

「うたにあわせてあいう

えお」音読、暗記に挑戦

こくご

□　ひらがなのおけいこ

　「に」、「わ」

□　教科書26から27ページ

　「あさのおひさま」

音読・おひさまの絵を描く

さんすう おんがく

□　すきなうたを３きょくうたう。

□　学校からの動画　視聴

　　・校歌を覚える。

　教科書12・13ページ

「５はいくつといくつ」

・青が何個で赤が何個でしょう。

・５はいくつといくつに分けられ

　るでしょう。

□　教科書18・19ページ

　「かぞえよう」

・数を数えて、数字を書く。

□　デジタル教材　視聴

おはなしのくに「ぶんぶくちゃがま」

□おうちの人と感想を話す

□　デジタル教材　視聴

でーきた  「きがえ」第７回

□　たいいく着をきがえる練

習をする。きがえたものをた

たむことができる。

せいかつ

□　デジタル教材　視聴

でーきた 「そうじ」第8回

　　　　「ならぶ」第9回

□　掃除の仕方、並び方を

　　覚えよう。

12:00~13:00　　おひるごはん・おひるやすみ

こくご こくご

□　教科書１４・１５ページ

おなじかずのなかまをさがそう

・どんな動物が何をしてる？

・犬と同じ数の仲間を探す。

・他の動物と同じ仲間を探す。

□　教科書16・17ページ

「かずをかこう」

・絵をよく見てかずを数える。

・１０までの数を数えたり、書い

たりする。

せいかつ せいかつ

□　デジタル教材　視聴

　でーきた

「たいちょうかんり」第10回

□　デジタル教材　視聴

　おばけのがっこうたんけん

「はるのすてきみーつけた」第2回

□ 　デジタル教材　視聴

　でーきた

「とうばんをたのしくやろう」第11回

「なかまにいれて」第12回

□　「いれて」と言っておうちの人と

　　　ゲームをする

せいかつ

□　デジタル教材　視聴

　でーきた

「かたづけ」第５回

「ろうかはあるく」第６回

□　学校からの動画　視聴

　　あさがおのたねをまく。

たいいく　　　□パプリカを3回踊る　□体力アップカード　□なわとびにチャレンジ　□からだほぐしの運動

こくご こくご こくご

□　デジタル教材　視聴

おはなしのくに「うらしまたろう」

□おうちの人と感想を話す

□　デジタル教材　視聴

おはなしのくに「いっすんほうし」

□おうちの人と感想を話す

□　デジタル教材　視聴

おはなしのくに「したきりすずめ」

□おうちの人と感想を話す

□　デジタル教材　視聴

おはなしのくに「おむすびころりん」

□おうちの人と感想を話す



※デジタル教材　ＵＲＬ　一覧

☆　5/7（木）

①でーきた「あいさつ」（NHK for School より） https://www.nhk.or.jp/tokkatsu/dekita/?das_id=D0005170171_00000

②でーきた「へんじ」（NHK for School より） https://www.nhk.or.jp/tokkatsu/dekita/?das_id=D0005170172_00000

③「しょしゃ　たいそう」（光村図書　学習支援コンテンツより） https://m-manabi.jp/20/shosha1/p1/

④「てのうごかしかた　たてのせん　よこのせん」（光村図書　学習支援コンテンツより） https://m-manabi.jp/20/shosha1/p4/

⑤おはなしのくに　「ももたろう」（NHK for School より） https://www.nhk.or.jp/kokugo/ohanashi/?das_id=D0005150127_00000

☆　5/8（金）

①でーきた「すわる」（NHK for School より） https://www.nhk.or.jp/tokkatsu/dekita/?das_id=D0005170173_00000

②でーきた「はなしのききかた」（NHK for School より） https://www.nhk.or.jp/tokkatsu/dekita/?das_id=D0005170174_00000

③おはなしのくに　「きんたろう」（NHK for School より） https://www.nhk.or.jp/kokugo/ohanashi/?das_id=D0005150152_00000

④おばけの学校たんけんだん「わくわく学校たんけん」（NHK for School より） https://www.nhk.or.jp/seikatsu/obake/?das_id=D0005280011_00000

☆　5/11（月）

①でーきた「かたづけ」（NHK for School より） https://www.nhk.or.jp/tokkatsu/dekita/?das_id=D0005170175_00000

②でーきた「ろうかはあるく」（NHK for School より） https://www.nhk.or.jp/tokkatsu/dekita/?das_id=D0005170176_00000

③おはなしのくに　「うらしまたろう」（NHK for School より） https://www.nhk.or.jp/kokugo/ohanashi/?das_id=D0005150130_00000

☆　5/12（火）

①でーきた「きがえ」（NHK for School より） https://www.nhk.or.jp/tokkatsu/dekita/?das_id=D0005170177_00000

②おはなしのくに　「いっすんほうし」（NHK for School より） https://www.nhk.or.jp/kokugo/ohanashi/?das_id=D0005150153_00000

☆　5/13（水）

①でーきた「そうじ」（NHK for School より） https://www.nhk.or.jp/tokkatsu/dekita/?das_id=D0005170178_00000

②でーきた「ならぶ」（NHK for School より） https://www.nhk.or.jp/tokkatsu/dekita/?das_id=D0005170179_00000

③おはなしのくに　「したきりすずめ」（NHK for School より https://www.nhk.or.jp/kokugo/ohanashi/?das_id=D0005150156_00000

☆　5/14（木）

①でーきた「たいちょうかんり」（NHK for School より） https://www.nhk.or.jp/tokkatsu/dekita/?das_id=D0005170180_00000

②おばけの学校たんけんだん「はるのすてきみーつけた」（NHK for School より） https://www.nhk.or.jp/seikatsu/obake/?das_id=D0005280012_00000

③おはなしのくに　「ぶんぶくちゃがま」（NHK for School より） https://www.nhk.or.jp/kokugo/ohanashi/?das_id=D0005150159_00000

☆　5/15（金）

①でーきた「とうばんをたのしくやろう」（NHK for School より） https://www.nhk.or.jp/tokkatsu/dekita/?das_id=D0005170181_00000

②でーきた「なかまにいれて」（NHK for School より） https://www.nhk.or.jp/tokkatsu/dekita/?das_id=D0005170182_00000

③おはなしのくに　「おむすびころりん」（NHK for School より） https://www.nhk.or.jp/kokugo/ohanashi/?das_id=D0005150139_00000


