
14日（木） 15日（金） １８日（月） １９日（火） ２０日（水）

国語
（４０分）

課題冊子
P１　こそあど言葉１
P２　こそあど言葉２
学習漢字ノート　P２の復習

課題冊子
P３　こそあど言葉３
P４　こそあど言葉４
学習漢字ノート　P３の復習

課題冊子
P５　こそあど言葉５
P６　敬語１
学習漢字ノート　P４の復習

課題冊子
P７　敬語２
P８　敬語３
学習漢字ノート　P５の復習

課題冊子
P９　　敬語４
P１０　敬語５
学習漢字ノート　P６の復習

数学
（４０分）

1,つり合いのとれた形を
調べよう

冊子　1~4ページ

3,文字を使って式に表そ
う

冊子　9~12ページ

4,分数のかけ算を考えよ
う

冊子　13~16ページ

5,分数のわり算を考えよ
う

冊子　17~20ページ

整数の性質、符号のつい
た数1,2

№ 1 , 2 , 3

英語
（４０分）

・アルファベット練習
　A,a, B,bの練習
　そのアルファベットの入っ
ている単語を探して書いて
みよう。（No.1）

・アルファベット練習
　C,c, D,dの練習
　そのアルファベットの入っ
ている単語を探して書いて
みよう。（No.２）

・アルファベット練習
　E,e, F,fの練習
　そのアルファベットの入っ
ている単語を探して書いて
みよう。（No.３）

・アルファベット練習
　G,g, H,hの練習
　そのアルファベットの入っ
ている単語を探して書いて
みよう。（No.4）

・アルファベット練習
　I,I, J,jの練習
　そのアルファベットの入っ
ている単語を探して書いて
みよう。（No.5）

体育
（２０分）

社会
（４０分）

冊子ｐ.1-2
世界の略地図をかいてみよ
う　Lv.1

冊子ｐ.3-4
世界の略地図をかいてみよ
う　Lv.2

冊子ｐ.5-6
世界の略地図をかいてみよ
う　Lv.3

冊子ｐ.7-8
世界の略地図をかいてみよ
う　Lv.4

冊子ｐ.9-10
世界の略地図をかいてみよ
う　Lv.5

理科
（４０分）

課題冊子 P.1～P.2
① NHK for School「ふしぎがいっ
ぱい５年～発芽のしくみ～」を見
る。
② プリントの問題を解く。
⇒　○付けをする。
③ 【用語の確認】　を行う。

課題冊子 P.3
① NHK for School「ふしぎがいっ
ぱい５年～植物が育つには～」を
見る。
② プリントの問題を解く。
⇒　○付けをする。

課題冊子 P.4～P.6
① NHK for School「ふしぎがいっ
ぱい５年～実をつけるには～」を
見る。
② プリントの問題を解く。
⇒　○付けをする。
③ 【用語の確認】を行う。

課題冊子 P.7～P.8
① NHK for School「10min.ボック
ス　理科野外観察的分野～生き
物を探す・植物の1年～」を見る。
② 教科書P.10～P.14「ルーペの
使い方」、P.16「スケッチの仕方」
を読む。
③ 教科書を見ながら、プリントの
穴埋めをする。⇒○付けをする.

科学発見レポート

家庭学習計画①

・自宅でできるストレッチをしよう
・自宅でできる筋力トレーニングをしよう　①腕立て伏せ１０回　腹筋１０回　背筋１５回　スクワット２０回　プランク２０秒
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　繰り返して２セット行う。



２１日（木） ２２日（金） ２５日（月） ２６日（火） ２７日（水）

国語
（４０分）

課題冊子
P１１旧暦の月の名前・漢字練習
P１２旧暦の月の名前・テスト
学習漢字ノート　P７の復習

課題冊子
P１３～１５　文章題テスト・小
説（２）
学習漢字ノート　P８の復習

課題冊子
P１６～１８　文章題テスト・小
説（３）
学習漢字ノート　P９の復習

課題冊子
P１９～２１　文章題テスト・小
説（４）
学習漢字ノート　P２の復習

課題冊子
P２２～２４　文章題テスト・小
説（５）
学習漢字ノート　P３の復習

数学
（４０分）

数の大小1,2、正負の数加
法1

№　4 , 5 , 6

正負の数の加法2、正負
の数の減法1,2

№ 7 , 8 , 9

加法と減法の計算1,2、加
法と減法の混じった計算
1
№ 10,11,12

加法と減法の混じった計
算2、加減に関する総合
問題1,2
№ 13,14,15

加法と減法に関する総合
問題3、乗法1,2

№ 16,17,18

英語
（４０分）

・アルファベット練習
　K,k, L,lの練習
　そのアルファベットの入っ
ている単語を探して書いて
みよう。（No.6）

・アルファベット練習
　M,m, N,nの練習
　そのアルファベットの入っ
ている単語を探して書いて
みよう。（No.7）

・アルファベット練習
　O,o, P,pの練習
　そのアルファベットの入っ
ている単語を探して書いて
みよう。（No.8）

・アルファベット練習
　Q,q, R,rの練習
　そのアルファベットの入っ
ている単語を探して書いて
みよう。（No.9）

・アルファベット練習
　S,s, T,tの練習
　そのアルファベットの入っ
ている単語を探して書いて
みよう。（No.10）

体育
（２０分）

社会
（４０分）

冊子ｐ.11
地形図を完成させよう
アジア州編

冊子ｐ.12
地形図を完成させよう
ヨーロッパ州編

冊子ｐ.13
地形図を完成させよう
アフリカ州編

冊子ｐ14-15
地形図を完成させよう
南北アメリカ州編

冊子ｐ.16
地形図を完成させよう
オセアニア州編

理科
（４０分）

課題冊子 P.9～P.11
① NHK for School「10min.ボック
ス 理科2分野～植物のからだ～」
のクリップ”顕微鏡の使い方””簡
単な視野照明の方法”を見る。
② 教科書P.14「顕微鏡の使い方-
双眼実体顕微鏡、鏡筒上下式顕
微鏡・ステージ上下式顕微鏡」を
読む。
③ 教科書を見ながら、プリントの
穴埋めをする。⇒○付けをする。
④ 【用語の確認】を行う。

課題冊子 P.12
① NHK for School「10min.ボッ
クス　理科野外観察的分野～
微生物～」を見る。
② 教科書P.16～P.17「観察１
身近な生物」を読む。
③ 教科書を見ながら、プリント
の穴埋めをする。⇒○付けを
する

課題冊子 P.13～P.15
① NHK for School「10min.ボッ
クス 理科2分野～植物のから
だ～」を見る。
② 教科書P.20～P.25を読む。
③ 教科書を見ながら、プリント
の穴埋めをする。⇒○付けを
する。
④ 【用語の確認】を行う。

課題冊子 P.16～P.17
NHK for School「10min.ボック
ス 理科2分野～植物のなか
ま」を見る。
② 教科書P.26～P.28を読む。
③ 教科書を見ながら、プリント
の穴埋めをする。⇒○付けを
する。
④ 【用語の確認】を行う。

科学発見レポート

家庭学習計画②

・自宅でできるストレッチをしよう
・自宅でできる筋力トレーニングをしよう　②腕立て伏せ１５回　腹筋１５回　背筋２５回　スクワット３０回　プランク３０秒
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　繰り返して２セット行う。



２８日（木） ２９日（金） １日（月） ２日（火） ３日（水）

国語
（４０分）

課題冊子
P２５・２６　文章題テスト・説
明／論説（２）
学習漢字ノートP４の復習

課題冊子
P２７・２８　文章題テスト・説
明／論説（３）
学習漢字ノートP５の復習

課題冊子
P２９・３０　文章題テスト・説
明／論説（４）
学習漢字ノートP６の復習

課題冊子
P３１～３３　文章題テスト・説
明／論説（５）
学習漢字ノートP７の復習

「読書感想文にトライ！」のプ
リント
学習漢字ノート　P８、９の復
習

数学
（４０分）

乗法3,4、除法1

№19,20,21

除法2,3,4

№22,23,24

四則の混じった計算
1,2,3

№25,26,27

数の範囲と四則、正負
の数の利用1,2

№28,29,30

正負の数の利用3,4

№31,32

英語
（４０分）

・アルファベット練習
　U,u, V,vの練習
　そのアルファベットの
入っている単語を探して書
いてみよう。（No.11）

・アルファベット練習
　W,w, X,xの練習
　そのアルファベットの
入っている単語を探して書
いてみよう。（No.12）

・アルファベット練習
　Y,y、Z,zの練習
　そのアルファベットの
入っている単語を探して書
いてみよう。（No.13）

・単語の練習
　年、月、季節をあらわす
単語を練習しよう。
（No.14）表裏の練習なの
で注意！

・単語の練習
　日付、曜日をあらわす単語
の練習しよう。（No.15）表裏
の練習なので注意！

体育
（２０分）

社会
（４０分）

冊子ｐ.17
教科書を見ながら問題に
挑戦しよう① A

冊子ｐ.18
教科書を見ながら問題に
挑戦しよう① B

冊子ｐ.19
教科書を見ながら問題に
挑戦しよう② A

冊子ｐ.20
教科書を見ながら問題に
挑戦しよう② B

冊子ｐ.21-23
教科書を見ながら問題に
挑戦しよう③ C

理科
（４０分）

課題冊子 P.18～P.19
① 教科書P.52～P.53を読
む。
② 教科書を見ながら、プリン
トの穴埋めをする。⇒○付け
をする。
③ 【用語の確認】を行う。

課題冊子 P.20～P.21
① 教科書P.54～P.55を読
む。
② 教科書を見ながら、プリン
トの穴埋めをする。⇒○付け
をする。
③ 【用語の確認】を行う。

課題冊子 P.22
① 教科書P.56～P.57を読
む。
② 教科書を見ながら、プリン
トの穴埋めをする。⇒○付け
をする。
③ 【用語の確認】を行う。

課題冊子 P.23
① 教科書P.58～P.61を読
む。
② 教科書を見ながら、プリン
トの穴埋めをする。⇒○付け
をする。
③ NHK for School「10min.
ボックス 理科2分野～植物の
なかま」を見る。

科学発見レポート

家庭学習計画③

・自宅でできるストレッチをしよう
・自宅でできる筋力トレーニングをしよう　②腕立て伏せ２０回　腹筋２０回　背筋３５回　スクワット４０回　プランク４５秒
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　繰り返して３セット行う。


