
１年生 ５月 25 日（月）～５月 29日（金）の時間わり 
☆じかんをまもって つくえに むかい、がくしゅうする よい しゅうかんを みにつけましょう！ 

日 25日 26日 ２７日 28日 29日 

時程 （月） （火） （水） （木） （金） 

1 
こくご こくご こくご こくご こくご 
★TOKYO おはようスクールをみる。 

○ひらがなのれんしゅう「ろ」 

○ひらがなのれんしゅう「る」 

・プリントをみて、「ろ」と「る」のかき

かたを ゆびで ３かいなぞってから、

えんぴつで なぞり、かいてみよう。 

・e ライブラリ→しっかり がくしゅう 

★TOKYO おはようスクールをみる。 

○ひらがなのれんしゅう「そ」 

○ひらがなのれんしゅう「う」 

・プリントをみて、「そ」と「う」のかき

かたを ゆびで ３かいなぞってから、

えんぴつで なぞり、かいてみよう。 

・e ライブラリ→しっかり がくしゅう 

★TOKYO おはようスクールをみる。 

○ひらがなのれんしゅう「ら」 

○ひらがなのれんしゅう「ち」 

・プリントをみて、「ら」と「ち」のかき

かたを ゆびで ３かいなぞってから、

えんぴつで なぞり、かいてみよう。 

・e ライブラリ→しっかり がくしゅう 

★TOKYO おはようスクールをみる。 

○ひらがなのれんしゅう「す」 

○ひらがなのれんしゅう「み」 

・プリントをみて、「す」と「み」のかき

かたを ゆびで ３かいなぞってから、

えんぴつで なぞり、かいてみよう。 

・e ライブラリ→しっかり がくしゅう 

★TOKYO おはようスクールをみる。 

○ひらがなのれんしゅう「え」 

○ひらがなのれんしゅう「と」 

・プリントをみて、「え」と「と」のかき

かたを ゆびで ３かいなぞってから、

えんぴつで なぞり、かいてみよう。 

・e ライブラリ→しっかり がくしゅう 

８：４０ 

～９：２５ 

2 
さんすう おんがく たいいく おんがく がっきゅうかつどう 
「８は いくつといくつ」 

○きょうかしょ（さんすうのとびら） 

P２４～２５ 

・P2４をみて、かくしている さんす

うブロックはいくつか あてよう。 

・８は いくつといくつに わかれるか

な。こたえを きょうかしょにかこう。 

・e ライブラリ→しっかり がくしゅう 

○「こうか」を うたおう。 

○「【こころの うた（きょうつうきょうざい）】」を 

うたおう。 

※こうかは、がっこうの 

ホームページを ひらいて 

おうちの ひとに パスワードを 

いれて もらって 「１年生の先生よ 

り」をみて うたおう。 

「リズム遊び」 

○ダンス 

・どうがをみて「パプリカ」をおどる。 

・ラジオたいそうをしよう。 

・「こうか」を うたおう。 

・「【こころの うた（きょうつうきょうざい）】」を 

うたおう。 

※こうかは、がっこうの 

ホームページを ひらいて 

おうちの ひとに パスワードを 

いれて もらって 「１年生の先生よ 

り」をみて うたおう。 

 

９：３０ 

～１０：１５ 

中休み      

3 
がっきゅうかつどう さんすう がっきゅうかつどう せいかつ どうとく 
 「９は いくつといくつ」 

○きょうかしょ（さんすうのとびら） 

P２６～２７ 

・P2６をみて、かくしている さんす

うブロックはいくつか あてよう。 

・９は いくつといくつに わかれるか

な。こたえを きょうかしょにかこう。 

・e ライブラリ→しっかり がくしゅう 

 「しぜんとあそぼ」 

・「ざりがに」、「にわの いきもの」

をみて かんそうを つたえよう。 

「ざわざわもりのがんこちゃん」 

・「さんせい？はんたい？」をみる。 

・「きょうの おたのしみかい、たのし

かったひと？」ときかれたとき、が

んこちゃんは どんな きもちに な

った のかな。 

・この がっきゅうの よいところは、 

どんな ところ かな。 

１０：３５ 

～１１：２０ 

4 
こくご こくご こくご ずこう さんすう 
「こえに だして よもう」 

○きょうかしょ P２６～２７ 

・こえにだして ３かい よもう。 

・プリントに ししゃ（うつす）しよう。 

※プリントは、おうちの ひとに パス

ワードをいれて もらって つかお

う。 

「おはなし たのしいな」 

〇きょうかしょ P９～１１ 

・お話の国（NHKforSchool） 

すきな おはなしをみて、おもしろ

かったところを ３つみつけて は

なそう。 

「ききたいな、ともだちの はなし」 

○きょうかしょ P２８～２９ 

・じぶんが すきなあそびを おうちの 

 ひとに はなそう。 

・おうちのかたの すきなあそびを 

 きこう。←きいたことを くりかえし

て はなせるかな。 

「 おうち de ミラーワールド！」 

・かみを いろいろな かたちにきった

り、いろいろな ものを おいたりし

て、たくさんの かたちや もようを た

のしもう。 

・はさみのつかいかたを きょうかしょ

P５２～５３でみる。 

「１０は いくつといくつ」 

○きょうかしょ（さんすうのとびら） 

P２８～２９ 

・P2９をみて、かくしている さんす

うブロックはいくつか あてよう。 

・10 は いくつといくつに わかれるかな。

こたえを きょうかしょにかこう。 

・e ライブラリ→しっかり がくしゅう 

１１：２５ 

～１２：１０ 

★TOKYO おはようスクール：月～金曜 8:30～9:00  14:56～14:58〈TOKYO MX1〉 

がくしゅう したことは、できるかぎり おうちのかたに 〇をつけて もらいましょう。（がっこうでも せんせいが もういちど ○をつけます。） 

はやく かだいが おわったら、e ライブラリにも とりくんでみましょう。 

かなとみ 

しょうがっこう 

オンライン しどう 

かなとみ 

しょうがっこう 

オンライン しどう 

かなとみ 

しょうがっこう 

オンライン しどう 
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