
学 習 予 定 表 
文京区立誠之小学校５年 ５月１１日～５月１５日 

  月 火 水 木 金 

8:15 朝読書 

・「東京都立図書館学習・読書応援ポータブル」を使ってみましょう。 

8:30 MX テレビ TOKYO おはようスクール(9ch) 

・番組が始まる前に，体温をはかり，体の調子を確かめましょう。 

9:00 
国語 
①教科書「なまえつけて

よ」を音読する。 

②物語のあらすじをﾉｰﾄ

にまとめる。 

③初めの感想をノートに

書く。 

④漢字ドリル⑤を書き順

に気を付けて書き込

む。 

 

社会 
①教科書の６ページから

９ページを読む。 

②NHKforSchool の 5

年社会｢主な大陸と海

洋，主な国の名称と位

置｣の動画を見る。 

③気が付いたことをノー

トにまとめる。 

 

 

国語 
①教科書「なまえつけて

よ」を音読する。 

②28 ページのふかめよ

うの●二人の関わりの

変化について，・印の

二つを考えノートに書

く。 

③漢字ドリル⑦，⑧を書

き順に気を付けて書き

込む。 

社会 
①教科書の 16 ﾍﾟｰｼﾞか

ら 20 ﾍﾟｰｼﾞを読む。 

②教科書 21 ページに取

り組む。 

③気が付いたことをノー

トにまとめる。 

 

 

 

 

国語 
①教科書「なまえつけて

よ」を音読する。 

②28～29 ページの 2 感想

を伝える例を参考にして,

感想を伝える文章をノー

トに書く。話し言葉で書

くこと。 

③漢字ドリル⑩のひらがな

をノートに写し,漢字とひ

らがなで書き直す。⑨を

見て答え合わせをする。 

9:45 

10:00 音楽 
①教科書 P4～５を読む。 

②教育芸術社自宅学習支援

コンテンツを利用し、P8

～９「Belive」を聴く。 

③曲の中で気に入ったとこ

ろを考え、その部分をど

のように歌いたいかにつ

いて思いをもつ。 

④自分で強弱を考えて歌

う。 

国語 
①教科書「なまえつけて

よ」を音読する。 

②２８ﾍﾟｰｼﾞの「ノートの

例」を参考にして,春花・

勇太の会話や行動を書き

出しそれぞれの心情を考

えてノートに書く。 

③漢字ドリル⑥を書き順に

気を付けて書き込む。 

 

社会 
①教科書の 10 ﾍﾟｰｼﾞか

ら 15 ﾍﾟｰｼﾞを読む。 

②NHKforSchool の 5

年社会｢我が国の位置

と領土｣の動画を見

る。 

③気が付いたことをﾉｰﾄ

にまとめる。 

 

国語 
①教科書「なまえつけて

よ」を音読する。 

②昨日ふかめようで考えた

ことを中心に，もう一度

この物語を読んだ感想を

ノートにまとめる。 

③漢字ドリル⑨をノートに

書き写し,すべての漢字の

読み仮名を付ける。⑩を

見て答え合わせをする。 

図工 
描くための紙（B4 く

らいの画用紙や無地の

紙）を準備しましょう。 

【課題】 
絵の具の混色を楽しもう。 

「不思議な花がいっぱい」 

自分の色を作って思いき

り花を描こう。下描きせず

に，たっぷりの絵の具で。 

10:45 

11:00 
算数 
①教科書８ﾍﾟｰｼﾞの□に当て

はまる数字を記入し，

3.75 には，他にどのよう

な表し方があるか考え

る。（３つ以上） 

②教科書９～10 ﾍﾟｰｼﾞの①

～④を取り組み，2135

と 2.135 をくらべ，数の

仕組みについて気付いた

ことを書き出す。 

③練習問題 

 10 ﾍﾟｰｼﾞの△１，２ 

 128 ﾍﾟｰｼﾞのア，イ 

算数 
①教科書 11 ﾍﾟｰｼﾞ２の①を

考える。2.135 は，0.01

を何こ集めた数か考え

る。（発展） 

②練習問題 

△３①～④ 

128 ﾍﾟｰｼﾞウ 

③３の②～④に取り組む。

自分で問題を作り，答え

も考える。 

例）85 より大きい数は何こ

作れますか。答え，６こ 

 

算数 
①教科書 12 ﾍﾟｰｼﾞの４の表

に数字を書き込み，○倍

すると位はどうなるか考

える。 

②2.98 の 10 倍，100 倍，

1000 倍を式に表す。○倍

すると小数点の位置はど

うなるか考える。 

③練習問題 

 12 ﾍﾟｰｼﾞの△４，５ 

 計算ドリル４，５ 

 

 

算数 
①教科書 1３ﾍﾟｰｼﾞの５の表

に数字を書き込み，○分

の１にすると位はどうな

るか考える。 

②634 の 10 分の１，100

分の１，1000 分の１を

式に表す。○分の１にす

ると小数点の位置はどう

なるか考える。 

③練習問題 

 1３ﾍﾟｰｼﾞの△６，７ 

 計算ドリル６ 

 

算数 
①教科書 14 ﾍﾟｰｼﾞの△１～

△６を取り組み，理解を

確かめる。 

②教科書 15 ﾍﾟｰｼﾞを読む。 

③練習問題 

計算ドリル７ 

  

発展 教科書 142 ﾍﾟｰｼﾞ 

 

 

 

 

 

11:45 

12:00 昼食・昼休み 

〇昼休みをどう過ごすか，自分で考えましょう。 13:00 

13:00 
理科 
①教科書 10,11 ページ

を読む。 

②空にどのような雲があ

るか観察して､ノート

に図をかき,気が付いた

ことを書く。 

 

外国語 
①Unit１Hello,friends.の

Starting Out の QR コー

ドを読み取って英語を聞

き,場面の順に番号を書こ

う。途中で止めたり,何度

も聞いたりしてやってみ

よう。 

②pp86～87 の大文字を声

に出してよもう。 

理科 
➀教科書 12 ﾍﾟｰｼﾞの問

題をノートに書く。 

②予想を立て，理由を書

く。 

③教科書 13 ﾍﾟｰｼﾞを参

考にして，観測計画を

立てる。 

家庭科 
①家の手伝いの自分がで

きることを決めて,その

仕事は責任をもって継

続する。 

②おうちの人と相談して,

食事の一品を作ってみ

る。感想を書く。 

 

理科（午後と午前） 
➀午後と午前に分けて空

の様子を観察し，ノー

トに記録する。 

②結果をもとに，結ろん

を書く。 

③教科書 14,15 ﾍﾟｰｼﾞを

読み､自分の結ろんと

比べる。 

13:45 

14:00 
体育（運動タイム） 

・「ＥＸダンス体操」や「南中ソーラン」の動画を見て，家でできる運動を行いましょう。 
※ジャンプするパートは，近所めいわくになることがあるので，無理にやらなくてもいいです。 

・誠之なわとびカード（本校 HP）で体力アップ！ 

14:30

～

15:15 

自分で学ぶ時間 
・MX テレビ TOKYO おはようスクール(9ch)を見ましょう。 

・日々のことを記録しましょう。1 日を振り返り，今日の学習で印象に残ったことを，一つ書き出し，そ

れについて思ったことや考えたことを国語のノートに書き込みましょう。（教科書 P.16） 


