
５がつ　１8にち ５がつ　１９にち

げつようび かようび

こくご こくご
P16（１６ぺえじ　のことです。）　かいてみよう　P22　あいうえお
めあて「ただしい　えんぴつの　もちかたや、　ただしい　しせいに　き
をつけて　かきましょう。」
①ひらがなのれんしゅうをしましょう。ひらがなプリント「ひ　」
②えに いろも ぬりましょう。P12 おはなし　たくさん　ききたいな
めあて「はなしを　きいて、こころに　のこった　ことを　はなしましょ
う。」
①９：０５～NHK　Eテレの「おはなしのくに」を見ます。
②すきなばめんやおもしろかったところなどを　おうちのひとに　はな
しましょう。（みられなかったひとは、いえのほんを　よみましょう）

P26P27　◆かき、かぎ
めあて「かき、かぎのような　ことばの　ちがいに　きをつけな
がら、れんしゅうしよう」
①きょうかしょに　かいてある　ことばを　よみましょう。
②マスにかいてある　ことばを　えんぴつで　なぞりましょう。
③きょうかしょ　P27の▼ぶんの　おわりには、(。）をつけます。
　のところを　あかえんぴつで　しかくで　かこみましょう。

さんすう さんすう
かたちあそび（れべる1）
めあて「かたちの ならびかたや むきに きをつけて、いろいろ
　　　　　な かたちを つくろう。」

①かたちあそび１の ぷりんとを よくみて、おなじ かたちを
　つくりましょう。

②いろいたを くみあわせて、いろいろな かたちを じゆうに
　つくりましょう。

③できたものの なかから １ばんの おきにいりを きめて、
　その かたちを ぷりんとに うつしましょう。

かずを かぞえよう（れべる４）
めあて「いろいろな かずの かぞえかたをしてみよう。」

①１から ２０までのかずを １つとばしで こえに だして かぞえましょう。
 「1、3、5…」「2、4、6…」⇒はんたいからも やってみましょう。

②１から ２０までのかずを ２つとばしで かぞえられるかな？
☆ゆびをつかったり、おはじきを つかっても よいです。
　ちょうせんして みましょう！
　「1、４、７…」「2、５、８…」「３、６、９…」
☆４つとばし、５つとばしや、もっと おおきな かずを かぞえられる ひ
　とは、かぞえてみましょう。
☆はんたいからも かぞえることが できたら すばらしいです！

せいかつ ずこう

こくご こくご
P16（１６ぺえじ　のことです。）　かいてみよう　P22　あいうえお
めあて「ただしい　えんぴつの　もちかたや、　ただしい　しせいに　き
をつけて　かきましょう。」
①ひらがなのれんしゅうをしましょう。ひらがなプリント「こ　」
②えに いろも ぬりましょう。

P16（１６ぺえじ　のことです。）　かいてみよう　P22　あいうえお
めあて「ただしい　えんぴつの　もちかたや、　ただしい　しせいに　き
をつけて　かきましょう。」
①ひらがなのれんしゅうをしましょう。ひらがなプリント「う　」」
②えに いろも ぬりましょう。

・ごごのたいいくは、「たいりょく　こうじょう　うんどうカード」にとりくみ
ましょ　う。
・おうちの　ひとが　よろこぶ　おてつだいを　しましょう。（おてつだい
カードに　きろくしましょう。）

・ごごのたいいく
・あさがおのみずやり
・おてつだいをして、おてつだいカードにきろくしましょう。
・とけいをみてみましょう。（できるひとは、２じに　２かい
　てをたたいてみましょう。

 １ねんせい　がくしゅうけいかくひょう　 （５がつ１８にち（げつ）～１９にち（か））
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P３４～　まいにち　みよう
めあて「」あさがおの　めを　かきましょう。」
★　このじかんわりでは、げつようびに　せいかつを
　　いれましたが、　めが　でた　ひに　かきましょう。
①　かんさつカードに　えを　かきます。
②　たねを　うえた　ときと　かわって　いる　ところや、
　　めを　みて　きづいたことを　かんさつカードに　かき
　　ましょう。
③　あさがおの　めに　どんな　ことばを　かけて　あげ
　　たいですか？　かけるひとは、　カードに　かきましょ
　　う。

P１０・１１　かきたいもの　なあに
めあて「がようしに　すきな　ものを　かこう」

プリント「ずこうのじかん　②」に　とりくもう！
くうぴい（いろえんぴつ）で　いろを　ぬってみよう
（がようしと　いっしょに、はさんである　かみを　みてね。）

ごごのたいいく　・　おてつだい　・　ごごのかつどう　・　じぶんで　とりくみたい　がくしゅう　など

ひるごはん



５がつ　２０にち ５がつ　２１にち ５がつ　２２にち

すいようび もくようび きんようび

こくご こくご こくご
P28P29　◆ことばを　あつめよう
めあて「ことばには、いみによって、まとまりがある
ことを　しろう」
①きょうかしょの　ことばを　よみましょう。
②きょうかしょの　ことばを　えんぴつで　なぞりま
しょう。

P36　ほんを　よもう
めあて「いろいろな　ほんの　せかいを　たのしみま
しょう。」
③いえに ある ほんを よみましょう。よんだら、どく
しょカードに ほんの だいめいを かきましょう。

P16（１６ぺえじ　のことです。）　かいてみ
よう　P22　あいうえお
めあて「ただしい　えんぴつの　もちかた
や、　ただしい　しせいに　きをつけて　か
きましょう。」
①ひらがなのれんしゅうをしましょう。
ひらがなプリント「ら　」
②えに いろも ぬりましょう。

P16（１６ぺえじ　のことです。）　かいてみ
よう　P22　あいうえお
めあて「ただしい　えんぴつの　もちかた
や、　ただしい　しせいに　きをつけて　か
きましょう。」
①ひらがなのれんしゅうをしましょう。
ひらがなプリント「け　」
②えに いろも ぬりましょう。

さんすう さんすう さんすう
かたちあそび（れべる２）
めあて「かたちの ならびかたや むきに
　　　　　きをつけて、いろいろな かたちを
　　　　　つくろう。」
①かたちあそび２の ぷりんとを よくみて、
　 おなじ かたちを つくりましょう。

②いろいたを くみあわせて、いろいろな
　 かたちを じゆうに つくりましょう。

③できたものの なかから １ばんの おきに
　 いりを きめて、その かたちを ぷりんとに
　 うつしましょう。

すうじを かこう（れべる１）
めあて「すうじの かたちや かきじゅんに
 　　　 　きをつけて ていねいに かこう。」

①かずをかぞえようで やってきた、
　 れべる１ から れべる４のかぞえかたの
　 なか から、じぶんが れんしゅうしたい か
 　ぞえかたを えらんで れんしゅう しましょ
　 う。

②すうじぷりんと 「すうじ１・２」を つかって
 　ていねいに れんしゅう しましょう。

かたちあそび（れべる３）
めあて「かたちの ならびかたや むきに
　　　　　きをつけて、いろいろな かたちを
　　　　　つくろう。」
①かたちあそび３の ぷりんとを よくみて、
　おなじ かたちを つくりましょう。

②いろいたを くみあわせて、いろいろな
　かたちを じゆうに つくりましょう。

③できたものの なかから １ばんの おきに
　  いりを きめて、その かたちを ぷりんと
　 に うつしましょう。

たいいく ずこう たいいく
めあて「いろいろな うごきに ちょうせん
　　　　　しよう」
①うさぎ ②かえる ③ばった
のように うごいてみよう。
☆どんな うごきに なるかな。
　 なりきって うごいて　みましょう。
（ちゃくちの　おとを　ちいさく　するには　どう
すれば　よいかな？）

めあて「なげる　うごきに　ちょうせん
　　　　　 しよう」
たいいくの　ぷりんとを　みながら　ボールを
なげたり、タオルを　もって なげかたを　れん
しゅうしたりして、　なげる　うごきに　ちょうせ
ん　してみましょう。
（外に出れない場合は、部屋の中でできる範
囲で取り組んでください。）

おんがく おんがく
P２・３　どんな　うたが　あるかな
めあて「たのしく　うたおう」
①P２・３の えを みて、どんな うたが
 　あらわされているか、あててみよう。
②P64の うたの　なかで、しっている
　 うたを うたって　みよう。
③そのうたを てを たたきながら、
　 うたってみよう。

P２・３　どんな　うたが　あるかな
めあて「たのしく　うたおう」
①P64・P6５の うたの なかで、しってい
　る うたを うたって　みよう。
③そのうたを てを たたきながら、
　 うたってみよう。

こくご こくご こくご
P16（１６ぺえじ　のことです。）　かいてみよう　P22
あいうえお
めあて「ただしい　えんぴつの　もちかたや、　ただ
しい　しせいに　きをつけて　かきましょう。」
①ひらがなのれんしゅうをしましょう。
ひらがなプリント「ち　」
②えに いろも ぬりましょう。

P16（１６ぺえじ　のことです。）　かいてみよう　P22
あいうえお
めあて「ただしい　えんぴつの　もちかたや、　ただ
しい　しせいに　きをつけて　かきましょう。」
①ひらがなのれんしゅうをしましょう。「に　」
②えに いろも ぬりましょう。
P36　ほんを　よもう
めあて「いろいろな　ほんの　せかいを　たのしみま
しょう。」
③　いえに　ある　ほんを　よみましょう。よんだら、
どくしょカードに　ほんの　だいめいを　かきましょ
う。

P16（１６ぺえじ　のことです。）　かいてみよう　P22
あいうえお
めあて「ただしい　えんぴつの　もちかたや、　ただ
しい　しせいに　きをつけて　かきましょう。」
①ひらがなのれんしゅうをしましょう。
　　ひらがなプリント「え　」
②えに いろも ぬりましょう。
P36　ほんを　よもう
めあて「いろいろな　ほんの　せかいを　たのしみま
しょう。」
③いえに ある ほんを よみましょう。よんだら、どく
しょカードに ほんの だいめいを かきましょう。

・ごごのたいいく
・あさがおのみずやり
・おてつだいをして、おてつだいカードに
　きろくしましょう。
・とけいを みてみましょう。
（できるひとは、３じに　３かい　てをたたいて
みましょう。）

・ごごのたいいく
・あさがおのみずやり
・おてつだいをして、おてつだいカードに
　きろくしましょう。
・とけいを みてみましょう。
（できるひとは、４じに　４かい　てをたたいて
みましょう。）

・ごごのたいいく
・あさがおのみずやり
・おてつだいをして、おてつだいカードに
　きろくしましょう。
・おうちのひとと　しりとりあそびをしましょ
　う。

4

11:30
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ひるごはん

ごご

ごごのたいいく　・　おてつだい　・　ごごのかつどう　・　じぶんで　とりくみたい　がくしゅう　など

 １ねんせい　がくしゅうけいかくひょう　 （５がつ２０にち（すい）～２２にち（きん））
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P１０・１１　かきたいもの　なあに
めあて「がようしに　すきな　ものを　かこ
う」

プリント「ずこうのじかん　②」に
とりくもう！

☆くれよんを つかうときの ぽいんとを
しっかり　よんで　はじめよう
（がようしと　いっしょに、はさんである
かみを　みてね。）


