げつ

きん

１ねんせい やすみのあいだの じかんわり① ５／１１（月）～１５（金）
きょうかの らんに ◆まーくが あるときは せつめいの かみが あるので よんでください。
あさ
7：00～8：15
あさのじかん
8：25～8：40

１１にち（げつようび）
１２にち（かようび）
１３にち（すいようび）
１４にち（もくようび）
・７じまでに、 じぶんで おきましょう。
・あさごはんを しっかり たべましょう。
・「おはようございます」 「いただきます」 「ごちそうさま」 「ありがとう」 などの あいさつを しましょう。
○たいおんを はかって、「けんこうかんさつひょう」を かきましょう。
○はんかちと てぃっしゅを ぽけっとに いれましょう。
○きょうの じかんわりを みて、 がくしゅうすることを たしかめましょう。

きょうか
べんきょうに
つかうもの
１じかんめ
8：45～9：30

おわったら
☑
きょうか
べんきょうに
つかうもの
２じかんめ
9：35～10：20

おわったら
☑
なかやすみ
きょうか
べんきょうに
つかうもの

◆
てれび

しゅくだい

◆

てれび
ぱそこん（たぶれっと）
（８：３０～９：００）
（８：３０～９：００）
（８：３０～９：００）
○「TOKYO おはようスクー ○「TOKYO おはようスクー ○「TOKYO おはようスクー
ル」を みましょう。
ル」を みましょう。
ル」を みましょう。
（９：００～）
（９：００～）
（９：００～）
○おどうぐばこに せいりしたじき ○「いろいろなうごきをしよう」を ○おうちのひとに 「NHK for
を しき、おかたづけの れんし
しましょう。
school」をひらいてもらいま
ゅうしましょう。
す。「ストレッチマン ゴール
ド」を みましょう。

ガ
イ
ダ
ン
ス
日

３じかんめ
10：45～11：30

おわったら
☑
ごご

１５にち（きんようび）

てれび

てれび
（８：３０～９：００）
○「TOKYO おはようスクー
ル」を みましょう。
（９：００～）
○おどうぐばこに せいりした
じきを しき、おかたづけの
れんしゅうしましょう。

＊みられないひとは 「いろい
ろなうごきをしよう」をしましょ
う。

□

□

□

□

◆こくご
◆こくご
◆こくご
◆こくご
「たのしい おけいこ ひらがな」 「たのしい おけいこ ひらがな」 「たのしい おけいこ ひらがな」 「たのしい おけいこ ひらがな」
「１ねん まいにちの がくしゅう」 「１ねん まいにちの がくしゅう」 「１ねん まいにちの がくしゅう」 「１ねん まいにちの がくしゅう」
○「１ねん まいにちの がくし ○「１ねん まいにちの がくし ○「１ねん まいにちの がくし ○「１ねん まいにちの がくし
ゅう」を みながら、「つ」（あ
ゅう」を みながら、「く」（あか
ゅう」を みながら、「し」（あ
ゅう」を みながら、「へ」（あ
か３ぺえじ）と、「１」（あお１ぺ
３ぺえじ）と、「２」（あお１ぺえ
か４ぺえじ）と、「３」（あお２ぺ
か３ぺえじ）と、「４」（あお２ぺ
えじ）を れんしゅうしましょ
じ）を れんしゅう しましょ
えじ）を れんしゅう しましょ
えじ）を れんしゅう しましょ
う。
う。
う。
う。

□

□

□

□

○かんたんな うんどう（ストレッチや なわとびなど） をして、 あたまを すっきり させましょう。
◆さんすう、おんがく
◆さんすう、こくご
「くりかえし けいさんドリル」
ぷりんと「いくつかな①②」
「１ねん まいにちの がくしゅう」 「話す・聞くスキル」
「１ねん まいにちの がくしゅう」
○「1.なかまづくりと かず」（２ ○ぷりんと「いくつかな①②」を
ばん）を しましょう。
しましょう。
おうちのひとに まるつけを
おうちのひとに まるつけを
してもらいましょう。
してもらいましょう。
○「１ねん まいにちの がくし ○「１ねん まいにちの がくし
ゅう」の「がっきのなまえは
ゅう」をみながら、「はるの
なんだろう」を しましょう。
七草」（２ぺえじ）を よみまし
ょう。

□

□

さんすう、おんがく
ぷりんと「なかまあつめ」
小学生の おんがく
すまあと ふぉん
○ぷりんと「なかまあつめ」を
しましょう。
おうちのひとに まるつけを
してもらいましょう。
○「ひらいた ひらいた」（10～
11 ぺえじ）をひらきながら
すまあと ふぉんで きょくを
ききましょう。

さんすう、こくご
ぷりんと「５までのかず①②」
「話す・聞くスキル」
「１ねん まいにちの がくしゅう」
○ぷりんと「５までのかず①②」
を しましょう。
おうちのひとに まるつけを
してもらいましょう。
○「１ねん まいにちの がくし
ゅう」をみながら、「はるの
七草」（２ぺえじ）を よみまし
ょう。

□

□

○（１４：５６ ～ １４：５８）「TOKYO おはようスクール」を みましょう。
○ほんを よんだり、 うんどうを したり、 おてつだいを したり しましょう。
・おひるごはん ・ ばんごはんを しっかり たべましょう。
・げーむを したり、 ゆーちゅーぶを みたりするときはきめられた じかんを まもりましょう。
・よるは、 ９じまでに ねましょう。
○はいふされたがくしゅうきょう ○おわらなかったもの
ざい（どりるや のおと など）
になまえぺんで なまえをか
く。

○おわらなかったもの

○おわらなかったもの

○おわらなかったもの

（おうちのひとに かいてもらって
も だいじょうぶです。）

おうちのひとの
さいん

☆つぎに がっこうに くるひは、５がつ１８にち（げつようび）です。（１ぐるーぷ…９：００～９：３０
２ぐるーぷ…９：４５～１０：１５
３ぐるーぷ…１０：３０～１１：００）
＜もってくるもの＞
・ちぇっくひょう（このかみ） ・こんしゅうがくしゅうしたもの（「たのしいおけいこ ひらがな すうじ」、ぷりんと「いくつかな」「なかまあつめ」「５までのかず」、「くりかえし けいさんドリル」）
・けんこうかんさつひょう ・はんかち・てぃっしゅ・ふでばこ・れんらくぶくろ
＊「くりかえし けいさんドリル」「さんすうぷりんと」はまるつけまで おねがいします。

