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立川市立南砂小学校
第４学年 学年便り
特別号
担任 奥野・佐野

４年生

りん時休業中の学習について

（５月１１日（月）～５月３１日（日））

５月 31 日までの家庭での学習課題をお知らせします。生活リズムを整え、毎日計画的
に取り組みましょう。また、家の手伝いも続けましょう。
今回は学習スケジュール表を作りました。規則正しい生活のために活用してください。

国語
○漢字ドリル
・

27～45

27、28、29、30、35、36、37、41、42⇒新出漢字
①書き順に気を付けて、漢字ドリルに書きこみをする。
②「漢字練習ノートの使い方」と同じように、漢字練習ノートに練習する。

・

33、34、38、45⇒漢字ドリルに書きこみをする。

・

31、39、43⇒読む練習をする。

○国語プリント ９枚（５月２５日（月）に提出可）
・「白いぼうし」⇒教科書 15～29 ページを読んで、取り組む。
・「漢字の組み立て」⇒教科書３２～３３ページを読んで、取り組む。
・「漢字辞典の使い方」⇒教科書 34～37 ページを読んで、取り組む。
※漢字辞典（漢和辞典）を使います。家にない場合は、学校のものを貸し出しますので、
5 月 18 日（月）か 25 日（月）に借りに来てください。
・「漢字の広場①」⇒教科書 46 ページを読んで、取り組む。
・「カンジーはかせの都道府県の旅１」⇒教科書 60～61 ページを読んで、取り組む。
・「漢字の広場②」⇒教科書 66 ページを見て、答え合わせをする。
○国語の教科書の音読
・「一つの花」67～80 ページ⇒毎日 1 回音読練習

算数
○ベーシックドリル（５月２５日（月）に提出可）
６（１）～17（５）⇒答えのプリントを見て、答え合わせ・直しもする。

○計算プリント 5 分間チャレンジ 1 日 1 枚。家の人に丸付けをしてもらおう。（提出はしない。）
1 」
○教科書１３８ページ「かたちであそぼう□

○教科書「大きい数のしくみ」

1 ①～④をかく。
コンパスを使って、ノートに□

８～１３ページをよく読んで、答えを教科書に書き込む。
⇒別紙の解答を見て、答え合わせをする。

○計算ドリル

４⇒計算ドリルノートにやる。答え合わせもする。
（答えは計算ドリルにあり）

理科
○教科書「電流のはたらき」 50～65 ページを読む。⇒モーターカーを組み立て、走らせてみる。
※実験セット、かん電池（1 個）を配布します。せつめい書をよく読んで、モーターカー
を組み立てるところまで取り組もう。
しちょう

○Ｅテレの番組「ふしぎエンドレス４年」を時間に合わせて視聴する。
5 月 12 日「電池カーの速さのひみつ」
、5 月 26 日「ツバメがあらわれた！」

社会
○地図プリント ４枚（５月２５日（月）に提出可）
○教科書（わたしたちの東京都）「１水はどこから」 14～25 ページを読む。
⇒家の水道メーターを見てみる。
○教科書（わたしたちの東京都）「電気・ガスとわたしたちのくらし」 25～29 ページを読む。
⇒家の電気メーターを見てみる。
○教科書（わたしたちの東京都）「2 ごみの処理と利用」 30～4０ページを読む。
⇒「もやせるごみの日」に、ごみ回しゅうの様子を調べる。
しちょう

○Ｅテレの番組「よろしく！ファンファン」を時間に合わせて視聴する。
５月１３日「水をくりかえしつかう工夫」
、5 月 20 日「くらしをささえる電気のしくみ」
○都道府県の学習
⇒家にあるものの産地（国内産）の都道府県を、社会のノートに書く。
（例：にんじん 徳島県

お米

岩手県

ぶた肉 埼玉県

サバ 長崎県・・・）

できるだけ多くの産地をみつける（めざせ４７都道府県！）
。

体育
○プリント（前回配布）を見ながら、ストレッチやなわとびを毎日少しずつ続けよう。
○理科の教科書 47・48 ページの体の動きをやってみよう。

ほけん
○ほけんの教科書「大きくなってきたわたし」16～19 ページを読む。
⇒17 ページの学習活動をやる。※「けんこうのきろく」を見てみよう。
○ほけんワークシート（５月２５日（月）に提出可）

道徳
○「ドッジボール」、
「ぼくのへんしん」
、
「なにかお手伝いできることはありますか？」
教科書を読んで、ワークシートに自分の考えを書く。（５月２５日（月）に提出可）

総合的な学習の時間
しちょう

○Ｅテレの番組「テキシコー（プログラミング的思考）」を時間に合わせて視聴する。
5 月 18 日 第３回
しちょう

○Ｅテレの番組「しまった！～情報活用スキルアップ～」を時間に合わせて視聴する。
けんさく

5 月 14 日「インターネット検索」
、5 月 28 日「情報を整理する」
しちょう

○Ｅテレの番組「ドスルコスル」を時間に合わせて視聴する。
5 月 21 日「どうする編エネルギーのこれから」、5 月 28 日「こうする編未来の電気を守ろう」

外国語活動
しちょう

○Ｅテレの番組「エイゴビート２」を時間に合わせて視聴する。
5 月 14 日「アルファベット（１）」
、5 月 21 日「第５～７回のまとめ」
、5 月 28 日「これあげる」

○ネームカード作り（５月２５日（月）に提出可）
①ローマ字の名前が目立つように色ぬりをする。②まわりに好きな絵をかく。
③厚紙にのりではる。
※上にある○印は、穴をあけるところなので、絵をかかない。
※ローマ字の名前の書き方（○
例 のばす音の表記）を変えたい場合は、裏に自分で書こう。

音楽

○プリント 1 枚

図工

○教科書「へんてこ山の物語」 24 ページ
⇒絵の具やクレヨンなど好きな画材を使って、へんてこ山をかこう。
※裏に「学年、組、名前」と「見てほしいところ」を書く。
○教科書「ひらめきコーナー」19 ページ
牛乳パックや紙皿を使って工作してみよう。色をぬったり紙をはったりして工夫しよう。

ふりかえりカード

けんこう

○健康な生活を意識して、毎日続けよう。

保護者の皆様へ
・学年だより第 1 号でお知らせしました漢字練習ノート（１０４字・十字リーダー入り）
ですが、十字リーダー入りのノートが店頭で見当たらないようです。十字リーダーがない
もので構いません。買い物が不便な中、ご迷惑をお掛けして申し訳ありません。

・丸付け、答え合わせのご協力をよろしくお願いします。
・学習スケジュールを配布しました。お子さんの学習計画作りにご活用ください。
・E テレの番組を見逃してしまった場合、番組ＨＰ（NHK for school）でも視聴できます。

・国語の学習で、漢字辞典（漢和辞典）を使います。ご家庭にないようでしたら、5 月
18 日と 25 日に学校のものを貸し出します。もし購入される場合は、小学生用の漢字
辞典が学習には使いやすいです。
・理科のモーターカーの組み立てで、お子さんが困っているようでしたら、一緒に見て
いただけると助かります。尚、学校 HP でも組み立て方を紹介する予定です。参考に
してください。
・国から学校に布製マスクが一人あたり 2 枚（1 枚目は 4 月分、２枚目は 5 月以降）配
布されます。1 枚目が届きましたので、本日封筒の中に入れてあります。今後、2 枚
目が届きましたら、改めて配布します。

封筒の中に入っているもの
○学年だより「フレンズ」

○課題チェックリスト

○学習スケジュール表

○保護者会資料

○学校だより

○地域安全マップ

○教科書 3 冊（道徳、書写、Let’s Try! 2）
○国語プリント 9 枚（5 月 25 日提出可）

☆教科書や提出するプリント
には、忘れずに名前を書きま
しょう。
☆５月２５日（月）に課題を提

○計算プリント ７枚（提出不要）

出する場合は、名前入りの封

○算数教科書の答え

筒に入れて出しましょう。

○ベーシックドリルの答え
○理科「電気のはたらき」実験セット、かん電池（1 個）←別の箱で渡します。
○地図プリント ４枚（5 月 25 日提出可）
、答え
○ほけんワークシート 1 枚（5 月 25 日提出可）
○道徳ワークシート３枚（5 月 25 日提出可）
○ネームカード、厚紙各 1 枚
○図工用画用紙 1 枚

○ふりかえりカード

（5 月 25 日提出可） ○音楽プリント 1 枚

○図工作品カード 1 枚
○マスク１枚

５月
４年

組

名前

か だ い

課題チェックリスト 終わったら、

の中に○印をつけよう。

漢字ドリル 27

「一つの花」音読(一日一回)

漢字ドリル 28

ベーシックドリル（最後まで）

漢字ドリル 29

計算ﾌﾟﾘﾝﾄ 5 分間ﾁｬﾚﾝﾝｼﾞ（1 日 1 回）

漢字ドリル 30

算数教科書 P.138

漢字ドリル 31

算数教科書 P.8～13

漢字ドリル 33

計算ドリル４

漢字ドリル 34

理科教科書 P.50～65 を読む

漢字ドリル 35

モーターカー組み立て

漢字ドリル 36

地図プリント 4 枚

漢字ドリル 37

わたしたちの東京都（P.14～25）を読む

漢字ドリル 38

わたしたちの東京都（P.25～29）を読む

漢字ドリル 39

わたしたちの東京都（P.30～40）を読む

漢字ドリル 39

産地調べ

漢字ドリル 41

ほけん教科書 P.16～19

漢字ドリル 42

ほけんワークシート

漢字ドリル 43

道徳「ﾄﾞｯｼﾞﾎﾞｰﾙ」ﾜｰｸｼｰﾄ

漢字ドリル 44

道徳「ぼくのへんしん」ﾜｰｸｼｰﾄ

漢字ドリル 45

道徳「なにか･･･」ﾜｰｸｼｰﾄ

「白いぼうし」プリント

外国語活動ネームカード作り

「漢字の組み立て」プリント

音楽プリント

「漢字辞典の使い方」プリント 2 枚

図工

「カンジーはかせ」プリント 3 枚

図工

絵「へんてこ山の物語」
工作「ひらめきコーナー」

「漢字の広場②」プリント

※国語プリント・ベーシックドリル・地図プリント・ほけんワークシート・道徳ワークシート・
ネームカードは、5 月 25 日（月）に提出できる人は、名前入りの封筒に入れて、提出
してください。

