家庭学習の時間割 4年

５月１１日（月）～１５日（金）

みよし市立黒笹小学校

１ 時間割を見て、時間を決めて学習に取り組みましょう。
２ 学習したことをふりかえり、「学習の記録」に書きましょう。
３ 動画サイトにアクセスして、見ることができます。

11日（月）
はじめに

12日(火）

〇音読
・教科書 巻頭詩
「水平線」

15日（金）

〇漢字練習
・漢字ドリルノートｐ．2 ～ ｐ．3 5⃣付、共、器、倉、巣、

時間帯の例
８：４０
～
８：５０

国語

理科

〇ヘチマの種の観察をしよう。
〇音読
・配布したヘチマの種を見ながら、ワークシートに観察した ・教科書ｐ．１２～１４
ことを書こう。
「グループにまとめて整理しよう」
・ポットに種をまいて、観察していこう。

〇教科書の巻頭詩「水平線」をノートに書き写そう。

国語

〇音読
・教科書ｐ．１７～２３
「こわれた千の楽器」

〇「グループにまとめて整理しよう」（１）のワークシートに取り組も
〇「こわれた千の楽器」の感想をプリント（１）に書こう。
う。

www．nhk.or.jp./rika/endless4/

〇自主勉強・ミライシード
算数

算数

社会

〇都道府県を知ろう。
・地図を見て、ワークシートに取り組もう。

〇動画を見たり、学習コンテンツを開いてチャレンジしてみよう。
ＮＨＫｆｏｒＳｃｈｏｏｌ
「ふしぎエンドレス」を見てみよう。
★インターネット環境がある場合
「第１回 春になると？」
〇漢字練習
「第２回 春の１日の変化」
〇漢字練習
・漢字ドリルノートｐ．５ ～ ｐ．６ 7⃣変、的、伝、達、臣 8⃣読み
「第３回 電池カーの速さのひみつ」
・漢字ドリルノートｐ．８ ～ ｐ．１０ 9⃣①～⑳なぞる
かえの漢字練習
★テレビ視聴の場合（Eテレ）
（９：２５～３５）
「第３回電池カーの速さのひみつ」
下のアドレスをクリックしてみてね。

〇自主勉強・ミライシード

2限目

14日（木）

①けんこうかんさつ：けんおんをしよう。
②今日の学習の予定をかくにんしよう。
国語

１限目

13日（水）

〇動画を見てみよう。
ＮＨＫｆｏｒＳｃｈｏｏｌ
「みえるぞ！ニッポン」を見てみよう。
第1回日本の国土を調べよう。
第２回低い土地の特ちょうとくらし
下をクリックしてみてね。動画が見られるよ。

９：００
～
９：４５

www．nhk.or.jp./syakai/mirai/

〇自主勉強・ミライシード
算数

〇計算練習「１００マス計算」①

〇計算練習「１００マス計算」②

〇計算練習「１００マス計算」③

〇教科書ｐ．６～７
・「わくわく算数学習」1⃣の問題を読んで、□に式や数字を書こ
う。
・2⃣①～⑥までの問題をノートに解いてみよう。

〇教科書ｐ．１２～１３
・「角とその大きさ」を学習しよう。
・まず、動画を見てみよう。
「わくわく算数スマートレクチャー」

〇教科書ｐ．１４～１５
・「角とその大きさ」を学習しよう。
・まず、動画を見てみよう。
「わくわく算数スマートレクチャー」

〇計算ドリルノート2⃣
・答え合わせをして、間違えたところは赤色で直してね。

https//wakuwakumath.net

https//wakuwakumath.net

〇自主勉強・ミライシード

〇計算ドリルノート3⃣
・答え合わせをして、間違えたところは赤色で直してね。

〇自主勉強・ミライシード

Ｅタイム
〇リズムに乗って自己紹介をしよう。
・レッツトライ１を見て、家族に自己紹介してみよう。
〇動画を見てみよう。ＮＨＫｆｏｒＳｃｈｏｏｌ(下のアドレスをクリックしてみてね。）
「えいごビート２」を見てみよう。
★インターネット環境がある場合
「第４回 第１～３回のまとめ」
「第８回 第５～７回のまとめ」
★テレビ視聴の場合（Eテレ）
（９：５５～１０：０５）
「第７回 アルファベット（１）」

算数
〇計算練習「１００マス計算」④
〇教科書ｐ．１6～17
・「角とその大きさ」を学習しよう。
・まず、動画を見てみよう。
「わくわく算数スマートレクチャー」

１０：００
～
１０：４５

https//wakuwakumath.net

〇自主勉強・ミライシード

www．nhk.or.jp./eigo/beat/

体育

１１：００
～
１１：４５

〇じゅんび運動（ラジオ体操）

３限目

〇なわとび進級カード
・いろいろなとび方にチャレンジしよう。
・雨の日や外に出られない日は、ストレッチやダンスをして体を思い切り動かそう。
ランチタイム
音楽
〇校歌を歌おう。

4限目

〇音読
・教科書ｐ．１０～１１
「もしも、どうしたい？」

〇リコーダーをふこう。
・３年教科書ｐ．２７、２８「さかみち」「雨上がり」「かりかりわたれ」
〇漢字練習
「そよ風」、ｐ．４２「パフ」
・漢字ドリルノートｐ．３～ｐ．４ 6⃣覚、働、包、案、続
〇リラックスタイム
・好きな歌を歌ったり、聴いたりして音楽を味わおう。

ふり返り

国語

〇自主勉強・ミライシード

①今日のがんばりをふり返り、自分の「学習の記ろく」に書こう。がんばった自分をほめよう。
②使ったものを片付けよう。

国語

算数・図工
〇算数の教科書ｐ．１１の見て、まるく開くおうぎを作ってみよう。
・まず、おうぎセット（わりばし2本と折り紙3まい）とのり・テープを
用意しよう。
・手順を見ながら、作ろう。
・３まいの折り紙でおった部分を同じ向きにはってね。
・できたおうぎは学校に持ってきてね。

〇音読
・教科書ｐ．１７～２３
「こわれた千の楽器」
〇「こわれた千の楽器」のワークシート（２）に取り組もう。

〇ローマ字練習プリント1枚
・手本を見て、ていねいに書きましょう。
〇自主勉強・ミライシード

国語
〇音読
・教科書ｐ．１７～２３
「こわれた千の楽器」

〇「こわれた千の楽器」のワークシート（３）に取り組もう。
〇漢字練習
・漢字ドリルノートｐ．１０～ｐ．１２①～⑳を書く。
〇自主勉強・ミライシード

１３:００
～
１３：４５

家庭学習の時間割 4年

５月１8日（月）～22日（金）

みよし市立黒笹小学校

１ 時間割を見て、時間を決めて学習に取り組みましょう。
２ 学習したことをふりかえり、「学習の記録」に書きましょう。
３ 動画サイトにアクセスして、見ることができます。

1８日（月）
はじめに

1９日(火）

２０日（水）

〇ごみ調べをしよう。
・家で出たごみのしゅるいを調べてみよう。調べたこと
をプリント「ごみごみ探検隊」に書く。

〇自主勉強・ミライシード

社会

理科

国語・算数

〇ごみ調べをしよう。
・家で出たごみのしゅるいを調べてみよう。調べたこと
をプリント「ごみごみ探検隊」に書く。
〇漢字練習
・漢字ドリルノートｐ．１６ ～ ｐ．１８①～⑳なぞる

〇自主勉強・ミライシード

算数
〇計算練習「１００マス計算」⑥

〇自主勉強・ミライシード

国語・算数
〇音読3年教科書下の好きなお話
〇計算練習「１００マス計算」⑦

〇自主勉強・ミライシード

〇自主勉強・ミライシード

社会
〇地図を見て、ワークシートに取り組もう。

〇動画を見てみよう。
ＮＨＫｆｏｒＳｃｈｏｏｌ
「みえるぞ！ニッポン」を見てみよう。
第1回日本の国土を調べよう。
第２回低い土地の特ちょうとくらし
下のアドレスをクリックしてみてね。

９：００
～
９：４５

www．nhk.or.jp./syakai/mirai/

Ｅタイム
〇リズムに乗って自己紹介をしよう。
・レッツトライ１を見て、家族に自己紹介してみよう。
〇動画を見てみよう。ＮＨＫｆｏｒＳｃｈｏｏｌ
「えいごビート２」を見てみよう。
★インターネット環境がある場合
「第４回 第１～３回のまとめ」
「第８回 第５～７回のまとめ」
★テレビ視聴の場合（Eテレ）
（９：５５～１０：０５）
「第７回 アルファベット（１）」

〇算数「じゅんび」プリント1枚
〇自主勉強・ミライシード

国語
〇音読
・教科書ｐ．３８～４２
「ヤドカリとイソギンチャク」

〇動画を見たり、学習コンテンツを開いてチャレンジしてみよ
う。
ＮＨＫｆｏｒＳｃｈｏｏｌ
「ふしぎエンドレス」を見てみよう。
★インターネット環境がある場合
「第１回 春になると？」
「第２回 春の１日の変化」
「第３回 電池カーの速さのひみつ」
★テレビ視聴の場合（Eテレ）
（９：２５～３５）
「第３回電池カーの速さのひみつ」
www．nhk.or.jp./rika/endless4/

〇音読・3年教科書下の好きなお話
〇計算練習「１００マス計算」⑤

時間帯の例
８：４０
～
８：５０

〇ヘチマの観察をしよう。
・ワークシートに観察したことを書こう。

2限目

２２日（金）

①けんこうかんさつ：けんおんをしよう。
②今日の学習の予定をかくにんしよう。

社会

１限目

２1日（木）

算数
〇計算練習「１００マス計算」⑧

１０：００
～
１０：４５
〇自主勉強・ミライシード

www．nhk.or.jp./eigo/beat/

体育
１１：００
～
１１：４５

〇じゅんび運動（ラジオ体操）

３限目

〇なわとび進級カード
・いろいろなとび方にチャレンジしよう。
・雨の日や外に出られない日は、ストレッチやダンスをして体を思い切り動かそう。

ランチタイム
音楽
〇校歌を歌おう。

4限目

〇音読
・3年下の教科書のすきなお話
「もしも、どうしたい？」

〇リコーダーをふこう。
・３年教科書ｐ．２７、２８「さかみち」「雨上がり」「かりかりわた 〇漢字練習
・漢字ドリルノートｐ．１３～ｐ．１５
れ」「そよ風」、ｐ．４２「パフ」
種、類、法、求、例、材、関、とくべつな読み方
〇リラックスタイム
・好きな歌を歌ったり、聴いたりして音楽を味わおう。

ふり返り

国語

〇自主勉強・ミライシード

①今日のがんばりをふり返り、自分の「学習の記ろく」に書こう。がんばった自分をほめよう。
②使ったものを片付けよう。

図工
〇自由工作
・ねんどや折り紙で好きな動物や好きな飾りを作ってみよう。
・できた作品を家族に見せたり、部屋にかざってみてね。
〇ぬり絵3枚をきれいに仕上げよう。そのうち1枚を学校に持っ
てきてね。教室にかざるね。

国語

ドウトク

道徳

〇音読
・教科書ｐ．３８～４２「ヤドカリとイソギンチャク」

〇教科書p．２８～３３「海をこえて」を読み、相手のことを考える 〇漢字練習
ことの大切さについて考える。
・漢字ドリルノートｐ．１８ ～ ｐ．２０①～⑳書く

〇自主勉強・ミライシード

１３:００
～
１３：４５

