
１ねんせい じかんわり① ５がつ１１にち～１５にち 

  ５/１１ （げつようび） ５/１２ （かようび） ５/１３ （すいようび） ５/１４ （もくようび） ５/１５ （きんようび） 

～８：３０ 【じゅんび】 ①ねつを はかる  ②きがえ  ③あさごはん  ④べんきょうの ようい  ⑤あさがおの みずやり（やりすぎに きを つけよう） 

８：３０～ 【あさのかい】 ☆がっこうの ほうむぺえじの“にしょう にゅうす”を おうちの ひとと みましょう。 

①きょうの よていを たしかめよう  ②げんきに あいさつを しましょう。 

８：４０～ 

    ８：５０ 

【ぜんこう どくしょ】 ☆すきな ほん（えほん）を よみましょう。おうちの ひとに よんで もらっても いいです。     

９：００～ 

    ９：２０ 

【がくしゅう①】 

ひらがなの ぷりんと 

「つ」 「し」 「く」 「て」 「ろ」 

９：３０～ 

    ９：４０ 

【がくしゅう②】 

すうじの れんしゅう 

（さんすう のうと） 

１だんめ 

２だんめ 

３だんめ 

４だんめ 

５だんめ 

６だんめ 

７だんめ 

※つぎの ぺえじ １だんめ  

２だんめ 

３だんめ 

９：５０～ 

   １０：１０ 

【がくしゅう③】 【こくご】Ｐ１６～１７ 

①どうぞ よろしく 

②めいし かあど づくり 

【こくご】Ｐ１６～１７ 

①どうぞ よろしく 

②めいし かあど づくり 

【こくご】Ｐ３０～３１ 

・たのしいな、ことばあそび 

【こくご】Ｐ３０～３１ 

・たのしいな、ことばあそび 

【こくご】Ｐ３０～３１ 

・たのしいな、ことばあそび 

１０：２０～ 

   １０：４０ 

【がくしゅう④】 【せいかつ】かあど・たね 

・たねの かんさつ 

【たいいく】たいいくぎ 

①きがえの れんしゅう 

②らじお たいそう 

【せいかつ】あさがお せっと 

①たねまき 

②みずやり 

【たいいく】たいいくぎ 

①きがえの れんしゅう 

②らじお たいそう 

【せいかつ】Ｐ１～１１ 

・がっこうせいかつ すたあと 

１０：５０～ 

   １１：１０ 

【がくしゅう⑤】 【さんすう】Ｐ１～３ 

①くらべた ことが あるかな 

②おおいのは どちらかな 

③なかまづくりと かず 

 たりるかな 

【さんすう】Ｐ４ 

・なかまづくりと かず 

たりるかな 

【どうとく】Ｐ６～１１ 

・ようこそ いちねんせい 

【さんすう】Ｐ６～７ 

・なかまづくりと かず 

 おなじ かずの なかまを  

さがそう 

【さんすう】Ｐ８ 

・かずを かこう 

１１：２０～ 

   １１：４０ 

【がくしゅう⑥】 【しょしゃ】Ｐ１０～１１ 

・「とめ」と「はらい」と 

「はね」 

【ずこう】ぷりんと 

・はさみの れんしゅう 

【おんがく】Ｐ７８－７９ 

①こうか 

②いぬの おまわりさん 

③ことりの うた 

④こいのぼり 

【ずこう】ぷりんと 

・のりの れんしゅう 

※かようびに きったもので 

のりで はれる ものを  

はって みよう！ 

【おんがく】Ｐ７８－７９ 

①こうか 

②いぬの おまわりさん 

③ことりの うた 

④こいのぼり 

１１：５０～ 

   １２：００ 

【ふりかえり】 おうちの ひとと いっしょに おはなしを しましょう。 

①きょうは どんな がくしゅうを しましたか。 

②たのしかった がくしゅうは なんですか。 

１２：００～ 

    １：００ 

【おひるごはん】 きょうの おひるごはんは なにかな？？？ 

１：００～ 

    １：３０ 

【ちゃれんじ たいむ】 いろいろな ことを やってみよう（おうちの ひとと おはなしして、なにか やってみよう！！） 

※たとえば・・・・ 

・おえかき  ・こうさく  ・ぴあの  ・がっき  ・げえむ  ・だんす  ・うんどう  ・おりがみ  ・なわとび  ・いきものの おせわ 

・ほんよみ  ・うた  ・おてつだい  ・そうじ  ・おやつづくり  ・かたたたき  ・ぞうきんしぼり   

などなど ここに かいて いないものでも いいですよ！！ いろいろ やってみよう。 

 



１ねんせい じかんわり② ５がつ１８にち～２２にち 

  ５/１８ （げつようび） ５/１９ （かようび） ５/２０ （すいようび） ５/２１ （もくようび） ５/２２ （きんようび） 

～８：３０ 【じゅんび】 ①ねつを はかる  ②きがえ  ③あさごはん  ④べんきょうの ようい  ⑤あさがおの みずやり（やりすぎに きを つけよう） 

８：３０～ 【あさのかい】 ☆がっこうの ほうむぺえじの“にしょう にゅうす”を おうちの ひとと みましょう。 

①きょうの よていを たしかめよう  ②げんきに あいさつを しましょう。 

８：４０～ 

    ８：５０ 

【ぜんこう どくしょ】 ☆すきな ほん（えほん）を よみましょう。おうちの ひとに よんで もらっても いいです。     

９：００～ 

    ９：２０ 

【がくしゅう①】 

ひらがなの ぷりんと 

「り」 「い」 「こ」 「る」 「う」 

９：３０～ 

    ９：４０ 

【がくしゅう②】 

すうじの れんしゅう 

（さんすう のうと） 

４だんめ 

５だんめ 

６だんめ 

７だんめ 

※つぎの ぺえじ １だんめ 

２だんめ 

３だんめ 

４だんめ 

５だんめ 

６だんめ 

９：５０～ 

   １０：１０ 

【がくしゅう③】 【こくご】Ｐ１８～１９ 

     Ｐ４２～４３ 

①なんて いおうかな 

②かきと かぎ 

【こくご】Ｐ３２～３９ 

     Ｐ４２～４３ 

①はなの みち 

②かきと かぎ 

【こくご】Ｐ３２～３９ 

     Ｐ４２～４３ 

①はなの みち 

②かきと かぎ 

【こくご】Ｐ３２～３９ 

     Ｐ４４～４５ 

①はなの みち 

②ぶんを つくろう 

【こくご】Ｐ３２～３９ 

     Ｐ４４～４５ 

①はなの みち 

②ぶんを つくろう 

１０：２０～ 

   １０：４０ 

【がくしゅう④】 【せいかつ】Ｐ２７～３５ 

・きれいに さいてね 

【たいいく】たいいくぎ 

①きがえの れんしゅう 

②らじお たいそう 

③うんどう かあど 

【せいかつ】かあど 

・あさがおの かんさつ 

【たいいく】たいいくぎ 

①きがえの れんしゅう 

②らじお たいそう 

③うんどう かあど 

【せいかつ】Ｐ２７～３５ 

・きれいに さいてね 

１０：５０～ 

   １１：１０ 

【がくしゅう⑤】 【さんすう】Ｐ１０～１１ 

①かぞえよう 

②ならべよう 

【さんすう】Ｐ１２～１３ 

・５は いくつと いくつ 

 

【どうとく】Ｐ１４～１５ 

・あいさつ 

【さんすう】どりる２・３ 

・どりるに ちょくせつ やり

ましょう。 

【さんすう】どりる４・５ 

・どりるに ちょくせつ やり

ましょう。 

１１：２０～ 

   １１：４０ 

【がくしゅう⑥】 【しょしゃ】Ｐ１２～１３ 

・「まがり」と「おれ」 

【ずこう】がようし 

・かきたいもの なあに 

【おんがく】Ｐ７６－７７ 

①こうか 

②めだかの がっこう 

③おつかい ありさん 

④ちゅうりっぷ 

【ずこう】がようし 

・かようびに かいた ものを 

もういちど みて もっと  

かける、かける ものを  

かきましょう。 

【おんがく】Ｐ７６－７７ 

①こうか 

②めだかの がっこう 

③おつかい ありさん 

④ちゅうりっぷ 

１１：５０～ 

   １２：００ 

【ふりかえり】 おうちの ひとと いっしょに おはなしを しましょう。 

①きょうは どんな がくしゅうを しましたか。 

②たのしかった がくしゅうは なんですか。 

１２：００～ 

    １：００ 

【おひるごはん】 きょうの おひるごはんは なにかな？？？ 

１：００～ 

    １：３０ 

【ちゃれんじ たいむ】 いろいろな ことを やってみよう（おうちの ひとと おはなしして、なにか やってみよう！！） 

※たとえば・・・・ 

・おえかき  ・こうさく  ・ぴあの  ・がっき  ・げえむ  ・だんす  ・うんどう  ・おりがみ  ・なわとび  ・いきものの おせわ 

・ほんよみ  ・うた  ・おてつだい  ・そうじ  ・おやつづくり  ・かたたたき  ・ぞうきんしぼり   

などなど ここに かいて いないものでも いいですよ！！ いろいろ やってみよう。 

 


