
令和 2年 5月 29日 

鹿浜第一小学校 なかよし学級 

 

 

～おうちで やってみよう！～ 【5がつ 29にち から 6がつ 21にち までの かだい】 

そのほか 

★きろくちょうを まいにち かきましょう。 

★がっこうホームページの 鹿一
しかいち

ブログ【なかよし学級
がっきゅう

の みなさんへ】を みましょう。 

★グループごとのかだいが おわったひとは、こども支援
し え ん

センターげんきの どうがを みたり、 

【やんちゃワーク】を やったり しましょう。 

 
きょうか やること 

 

 
こくご ・グループのせんせいから もらった ワークシートを まいにち やりましょう。 

・しせいただしく、ていねいに とりくみましょう。 

・ただしい えんぴつの もちかたで かきましょう。 

 

 
さんすう 

 

 
おんがく 

・こうかの かしを おぼえましょう。 

・ならった うたや、すきな うたを うたいましょう。 

・すきな おんがくを みつけて ききましょう。 
 

 
ずこう 

・おりがみを しましょう。 

※おりかたの せいつめいしょを みながら、さくひんを つくりましょう。 

・ぬりえを しましょう。 

 ※せんから はみださないように しましょう。 

 ※ぬったところが ツルツルに なる くらい しっかり ぬりましょう。 

・あきばこや あきかん、いらなくなった かみ などを つかって、こうさくや  

おえかきを しましょう。 

 

 
たいいく 

・なわとびを しましょう。 

 ※できた わざは、「なわとびカード」に いろを ぬりましょう。 

 ※なわとびを つかったら、むすんで かたづけましょう。 

・おうちの なかでも できる たいそうを じかんを きめて、つづけましょう。 

 ※ラジオたいそう、ストレッチ など 

・さんぽや ジョギングを しましょう。 

 ※あせは、タオルで ふきましょう。 

・たいいくぎへの きがえを スムーズにしたり、ふくを きれいに たたんで  

ふくろに いれたりする れんしゅうを しましょう。 

 

 

せいかつ 

 

じりつ 

かつどう 

・おはしを ただしく もって、しょくじを しましょう。 

・かさを ひらいたり、たたんだりする れんしゅうを しましょう。 

・ぞうきんや ふきんを あらって しぼる れんしゅうを しましょう。 

・パソコンや タブレットが ある ひとは、もじを にゅうりょくする れんしゅう

を しましょう。 

・くつひもを むすぶ れんしゅうを しましょう。 

・ボタンのある ふくに きがえる れんしゅうを しましょう。 

 

  

    

なかよし学級
がっきゅう

のみなさんへ 
休校中
きゅうこうちゅう

の課題
か だ い

内容
ないよう

一覧
いちらん

 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1586905753/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9oaXlva295YXJvdS5jb20vbml3YXRvcmkv/RS=^ADBcTmtPkFS6LOfZTXvUrPAIM09QZo-;_ylt=A2RinFkY8ZReoiIATQiU3uV7


～ぶんさんとうこうびの おしらせ～ 

6がつ 1にち(げつようび)から、3つの グループに わかれて とうこう します。 

・とうこうび いがいは、おうちで がくしゅうを しましょう。 

・ぶんさんとうこうの ときの グループは、5がつ 29にち(きんようび)に わたした おてがみを  

みて かくにん しましょう。 

【とうこうび】 

Aグループ   

①6 がつ  1にち(げつようび) 

 ②6 がつ  4 にち(もくようび) 

 ③6 がつ  9 にち(かようび) 

 ④6 がつ 12にち(きんようび) 

⑤6 がつ 17 にち(すいようび) 

 

Bグループ   

①6 がつ  2にち(かようび) 

 ②6 がつ  5 にち(きんようび) 

 ③6 がつ 10にち(すいようび) 

 ④6 がつ 13にち(げつようび) 

⑤6 がつ 18 にち(もくようび) 

 

Cグループ   

①6 がつ  3にち(すいようび) 

  ②6がつ  8にち(げつようび) 

  ③6がつ 11にち(もくようび) 

  ④6がつ 14にち(かようび) 

⑤6 がつ 19 にち(きんようび) 

 

 

【とうこうじこく】 ８じ１０ぷん 

 

【げこうじこく】  

 ★１ねんせいは、 とうこうび①は、11じ 40ぷん (３じかんじゅぎょう) 

とうこうび②は、12じ 30ぷん (4じかんめに、かんいちゅうしょくを たべます) 

とうこうび③～⑤は、13 じ 20 ぷん (4じかんめの あと、かんいちゅうしょくを たべます) 

 

 ★3～6ねんせいは、とうこうび①は、12 じ 30ぷん (3じかんじゅぎょう) 

             とうこうび②～⑤は、14 じ 50 ぷん (5じかんじゅぎょう) 

【そのほか】 

  ※できるだけ おうちの ひとと いっしょに とうげこうを しましょう。 

  ※こうつうあんぜんに きを つけましょう。  

※もちものの かくにんを しましょう。 

【もちもの】 

□こうぼう(かぶって きましょう)  

□マスク(かならず、つけて きましょう)  

□よびの マスク 

□ランドセル 

□ハンカチ □ティッシュ □あせふきタオル  

□すいとう(みず か おちゃ) 

□ふでばこ(なかみを かくにんしましょう) 

□いろえんぴつ 

□これまでの かだい(ふうとうに いれましょう) 

□きろくちょう 

□あかファイル(おてがみファイル) ※とうこうび②～ 

□きいろファイル(しゅくだいファイル) 

※とうこうび②～ 

□けんこうかんさつカード 

□うわばき ※がっこうに おいて かえります 

□ぼうさいずきん  

※がっこうに おいて かえります 

 □ぞうきん ※がっこうに おいて かえります 

 

※とうこうび②～ 

□ランチマット   

□マスクを いれる ふくろ 

 


