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わたしは、おんがくの 

きょうかしょに 

のっている 「さんぽ」 

のきょくが すきです。 

みなさんも かていがくしゅうで  

うたってみてくださいね。 

きっとげんきがでると おもいます。 

みんなの うたごえを  

きくのが たのしみです。 

（２くみたんにん） 

みなさん、げんきにすごしていますか。 

かていがくしゅうで、きょうかしょを 

よんで おもしろかったことがあったら、

ぜひおしえてくださいね。 

わたしは、こくごの「はなのみち」をよむ

と、たのしい きもちに なりました。 

みんなで べんきょうできるひを  

たのしみにまっています。 

（4くみたんにん） 
 

 

    

       

 

     
                

  

                                     

  

新緑の美しい季節になってきました。いかがお過ごしでしょうか。ご家庭で家庭学習を見ていただき、あ

りがとうございます。子供たちの学習は、順調に進んでいますでしょうか。健康には十分に留意して、引き

続きご協力をお願いいたします。 

 

 

～担任よりメッセージ～ 
 

 

 

 

１ねんのせんせいたちで、ほんしゅく 

のうえんに さつまいもの なえを  

うえました。１ねんせいの みんなと  

うえたかったなあ。あきになったら、  

みんなで さつまいもほりを します。 

がっこうがはじまったら、はたけの 

さつまいもを みにいきましょうね。 

 

（１くみたんにん） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年５月１８日 

家庭学習号 

本宿小学校 １年学年だより  

みなさん げんきに 

からだを うごかして 

いますか。おうちのなかでも 

からだを  うごかすことが 

できますよ。ぼくは、「ぱぷり

か」のうたに あわせて、おど

るのが すきです。みなさん

も、すきな おんがくにあわせ

て、おどってみてくださいね 

（３くみたんにん ） 

https://1.bp.blogspot.com/-SA-M-iryILw/UZRWo_xDvUI/AAAAAAAASws/cbzVMSOWCHI/s800/randoseru_black.png
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【国語科】 

①教科書に書き込むところは、直接書き込んで学習を進めましょう。 

②教科書、ノート、ワークシート、ひらがなプリントは家の人が丸付けをし、間違いは正しく直させてくだ 

 さい。直したら再度丸を付けてあげてください。 

③ノートは、配布したノート見本参考にして、書いてください。 

④音読の際は、教科書に付いている QR コード（https://m-manabi.jp/20/qr/k1j/）や光村図書の HP にある 

朗読音声〈https://www.mitsumura-tosho.co.jp/oshirase/shien_taio/s_kokugo/1/index.html〉を適宜ご 

活用ください。 

⑤ 習う前の字は、書写の教科書 p20、21 の５０音表、書き順、マス目の部屋を見て書かせてください。

（がやざなどの濁音やきゃきゅきょなどの拗音については、教科書ｐ129-132 を参考） 

※学習の目安を参考に、計画的に学習を進めてください。 

★提出について …6 月に学校が再開してから、まとめて提出してください。 

◎毎日やること  

・ひらがな学習 

 →ひらがなプリントが 28 枚。5/12～5/29 までの期間、毎日 2 枚を継続して取り組む。 

  丸付け後、プリントをひらがなファイルにファイリングする。 

  順番（つ,く,し,へ,い,こ,り,う,え,け,に,た,な,さ,き,て,そ,ち,ら,ろ,る,は,ほ,わ,れ,ね,お,か） 

配布した「ひらがなめいじんになろう！」プリントを見て、練習してください。 

・音読 

 →音読カードに沿って、2 回以上繰り返し音読し、カードに記入する。 

 しっかり声が出せるように、良い姿勢で立ち、教科書を持って音読する。 

【配布物】 ノート見本①（裏面のノート見本②は、次回の家庭学習で使います。） 

      ワークシート「はなのみち」（1 枚）、名前のお手本 

目安 単元名 ページ 家庭学習 

5/18

～22 

 

あさの 

おひさま 
p26-27 

➀教科書の詩を声に出して音読する。 

※朗読音声（光村 HP 参照） 

【大切】繰り返し読んで、はっきりと読めるように練習しましょう。 

②言葉の響きやリズムに気を付けながら教科書を見ないで暗唱する。 

③朝日や海の様子について、想像したことを家の人に話す。 

ききたいな 

ともだちの 

はなし 

p28-29 

①家の人と好きな遊びについて伝え合い、聞き合う。 

②わかったことと感想を家の人に伝える。 

【大切】相手が知らせたいことや自分が聞きたいことを落とさないよう

に集中して聞きましょう。 

たのしいな 

ことばあそび 
p30-31 

➀教科書ｐ30 を見て、手を打ちながら教科書の言葉を音読する。 

➁p30 の「あり、あしか、あいさつ」を鉛筆でなぞり書きする。 

➂こくごのノートに「あり、あしか、あいさつ」を書く。 

④「い」「う」「か」のつく言葉を自分で考えてノートに書く。 

★ノート見本①を参照 

 

５月１２日に配布した

「ひらがなめいじんにな

ろう！」（手書きプリン

ト）にも書いてあります。 
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はなのみち p32-39 

① 範読を聞いて、内容の大体を知る。  

※朗読音声（光村 HP 参照） 

※教科書の QR コードでは、「はなのみち」の朗読付き動画を見ること

ができます。 

②物語の全文を音読する。 

③お話の内容を確かめ、ワークシートのマス目に教科書の文の中の一部

分を写す。★ワークシート「はなのみち」（1 枚）記入  

④それぞれの挿絵について、くまさん、りすさん、動物たちになったつ

もりで、家の人に話す。 

【大切】くまさんと動物たちはどんな話をしているのでしょうか。 

  
➀名前のお手本を見ながら、ノートに自分の名前を10回以上書く練習をする。 

【大切】毎日 2 回ずつ書くなど、工夫して繰り返し練習しましょう。 

    

【算数科】  
 

➀教科書に直接書き込んで、学習を進めましょう。 

②教科書の言葉や問題文は、声に出して読ませてください。 

※教科書、ノート、計算ドリルは家の人が丸付けをし、間違いは正しく直させてください。  

直したら、再度丸を付けてあげてください。※学習の目安を参考に、計画的に学習を進めてください。 
 

★提出物 教科書、ノート、計算ドリル（ひらがなで記名） 

★提出について…6 月に学校が再開してから、まとめて提出してください。  
  

目安 単元名 ページ 家庭学習 

 

 

5/1８ 

～22 

 

１０までの数 

ｐ6-10 

●「３」の学習 

・絵の中からひつじと同じ数だけあるものを探す。 

・ブロックや○の色ぬりと数字を対応させ，｢3｣の読み方・書き方を知 

る。「３」を書く練習をする。 

【大切】なぞり書きしてから、十字リーダー枠の同じ枠に同じ部分が入

るように気を付けて練習する。 

●「１」の学習 

・「３」の学習と同様。 

・車、浮き輪、ボートのうち、クマと同じ数の絵を大きく囲む。 

●「２」「４」「５」の学習  

・「３」や「１」の学習と同様。 

ｐ11 
身の回りから１から５までの数のものを探し、絵、ブロック、数字、読

み方を自由帳にかく。（１，２，３，４，５のいずれか１つ） 

ｐ12-13 
絵に表されたものの個数を読み取り，ブロック・数字と対応させて線で

つないだり、枠に数を正しく書いたり、マスに色を塗ったりする。 

ｐ14-19 ｐ6-13 の学習と同様。 

ｐ20 
・絵を見てそのお話をする。0 は何もないときを表すことを知り，｢0｣の

読み方・書き方を教科書に練習する。 

ｐ21 ・枠に数を書く。数の大小を判断し、多い方の数字に〇を付ける。 
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ｐ22-23 

・０～１０のカードを作って遊ぶ。【配布物】数カード 

①「数が大きい」「数が小さい」を比べる遊び。 

②数を正しい順に並べる遊び。 

・ｐ22 10 と 9、3 と 1、5 と 7 で数の大きいほうに〇を付ける。 

・ブロックの数を枠に書く。 

・点つなぎ遊びをする。 

算数 

ノート 

ノート上段の数を手本に、数を正しく書く練習を２ページ以上する。 

【大切】①ノート上段の数をなぞり書きする。 

    ②正しい書き順、線の進む方向で書く。 

    ③枠の同じ場所に同じ部分が入るように気を付ける。 

    ④書いたら家の人に花丸を付けてもらう。 

    ⑤バランスの悪い数は、正しく書き直す。 

    （家の人が赤で直し、なぞり書きさせてもよいです。） 

計算ドリル 

プリント 

ｐ4～ｐ8（答え合わせ、丸付け、直しまでする。）、数プリント３枚 

    

【生活科】  
 

※教科書の表紙裏面左下に、QR コード（https://tsho.jp/02p/sei1/）があります。p17 と p25 でご活用ください。 

目安 単元名 ページ 家庭学習 

5/18 

～

5/29 

きれいに  

さいてね 
ｐ27-35 

➀これまでの栽培経験を話し，教科書を見て植物の花やたねなどを確認

する。朝顔のたねをまくために必要なことについて話し合う。 

かつどう 

べんりてちょう 

ｐ115-

122 

安全な暮らし、健康、挨拶、気持ちの伝え方、道具の使い方、後片付

け、観察の仕方などを絵を見て考えたり、話し合ったりする。 
    

【図工科】  
 

目安 単元名 ページ 家庭学習 

5/18 

～

5/22 

 

ちょきちょき 

かざり 

ｐ12-13 

・はさみの安全な使い方を知る。（ｐ64） 

・紙の折り方や切り方を工夫して，いろいろな飾りを作る。 

・部屋の入り口や窓など，場所や飾り方を工夫する。 

・飾りを見て，面白さや楽しさを家の人と話したり，聞いたりする。 

※折り紙は、ご家庭でご用意ください。 

※学校に提出はしなくてよいです。家に飾ってください。 

【音楽科】  

 

 

※教育芸術社 HP の自宅学習支援コンテンツで、歌を聴くことができます。 

 音源（自宅学習支援コンテンツ 教育芸術社）https://textbook.kyogei.co.jp/library 

目安 単元名 ページ 家庭学習 

5/18 

~5/22 

はくを 

かんじとろう 
ｐ12-13 

「さんぽ」を歌ったり、音楽に合わせて手を打ったり歩いたりして体を

動かしましょう。 

【体育科】  

 

★「やってみよう」シートを引き続き、行ってください。シートは、6 月の学校再開時に提出してください。 

https://tsho.jp/02p/sei1/）があります。p17とp25でご活用く

