
１年生 ５月１１日（月）～５月１５日（金）の時間割 
ただしい しせいで、がくしゅう しましょう。 

日 １１日 １２日 １３日 １４日 １５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。 

・きょうかしょ P0～P8 

「いいてんき」 

・３かい よむ。 

・えをみて、はなそう。 

どんな こどもたちが いるかな。 

どんな いきものが いるかな。 

★TOKYO おはようスクールをみる。 

・きょうかしょ P９～１１ 

「おはなし たのしいな」 

・お話の国（NHKforSchool） 

をみて、おもしろかったところを 

３つみつけて はなそう。 

★TOKYO おはようスクールをみる。 

・きょうかしょ P１２～１３ 

「あつまって はなそう」 

① 「いぬ、ねこ、らいおん、ぞう、 

② ぱんだ」 のなかで すきな どうぶつ

は どれかな。えらんだ どうぶつの 

すきな ところを はなそう。 

★TOKYO おはようスクールをみる。 

・きょうかしょ P１４～１５ 

「えんぴつと なかよし」 

・しゃしんをみて えんぴつの 

 もちかたや しせいを もういちど 

かくにんしよう。 

※P14 の QR コードで、どうがも み

ながら すすめよう。 

★TOKYO おはようスクールをみる。 

・きょうかしょ P１６～１７ 

「どうぞ よろしく」 

・『いちねん （じぶんの なまえ）』

をかいて みよう。 

※えんぴつのもちかた しせいに 

 きをつけて。 

※じの おおきさも わく いっぱいに 

かこう。 

８：４０ 

～９：２５ 

2 
ずこう さんすう おんがく せいかつ たいいく 
・きょうかしょ P8 

「すきなもの いっぱい」 

・クレヨンを つかって、 

すきな たべものを かこう。 

※かみいっぱいに おおきく！ 

いろも こく ぬろう。 

・きょうかしょ（さんすうのとびら） 

P４～５「なかまづくりと かず」 

※さんすうブロックを それぞれの 

 かずに あわせて ならべよう。 

 →それぞれの かずが ブロックに 

  おきかわって かぞえられる 

ことが わかるかな。 

・「こうか」を うたおう。 

・「さんぽ」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。 

・きょうかしょ（うしろ） 

「ポケットずかん（はる）」をみよう。 

・しっている（みたことがある） 

 いきものに ○をつけよう。 

・第 2 回 はるのすてきみ～つけた を 

みる。 

・からだあそび 

・できることを やってみよう。 

９：３０ 

～１０：１５ 

中休み       

3 
さんすう せいかつ さんすう さんすう さんすう 
・きょうかしょ（さんすうのとびら） 

P２「おおいのは どちらかな」 

※かずの おおいほうに 〇をつけよ

う。 

P3「なかまづくりと かず」 

※どうぐと どうぶつを せんで 

 むすびましょう。それぞれ かずは 

 たりるかな。 

・きょうかしょ P６～７ 

「がっこうの なかを みてみよう」 

・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  

「校舎周り紹介」や「校舎案内」を 

みよう。 

 

・きょうかしょ（さんすうのとびら） 

P８「かずを かこう」 

・すうじに あわせて ずの〇に 

 いろを ぬろう。 

P９「かずを かこう」 

・１から５までの すうじを かく 

れんしゅうを しよう。 

※P６～７は、やらなくても よいで

す。 

・きょうかしょ（さんすうのとびら） 

P１０「かぞえよう」 

・それぞれの かずを かぞえて、 

 □にすうじを かこう。 

P１１「ならべよう」 

・さんすう ブロック５こを つかって 

 いろいろな かたちを つくってみよ

う。 

・きょうかしょ（さんすうのとびら） 

P１６「かずを かこう」 

・すうじに あわせて ずの〇に 

 いろを ぬろう。 

P１７「かずを かこう」 

・１から５までの すうじを かく 

れんしゅうを しよう。 

※P１２～１５は、やらなくても 

 よいです。 

１０：３５ 

～１１：２０ 

4 
こくご こくご たいいく どうとく こくご 
・しょしゃの きょうかしょ 

P1「じぶんの なまえを かこう」 

P２～P５「しょしゃ たいそう」 

「じを かく しせい」 

※えんぴつの もちかたや しせいに  

きをつけて かこう。 

・しょしゃ のきょうかしょ 

P６～９「えんぴつの もちかた」 

「ての うごかしかた」 

※P6 の QR コードで、どうがも 

みながら すすめよう。 

・からだあそび 

・できることを やってみよ 

う。 

・たいいくぎに きがえよう。 

 ぬいだものは、すぐに 

 たいいくぶくろに いれよう。 

・ざわざわもりのがんこちゃん① 

「あいさつはだれのため？」をみる。 

・あいさつは、だれのために 

 するのか かんがえよう。 

 

・しょしゃ のきょうかしょ 

P１０～１１「くつ」「かい」 

※はじまりと おわりの いちに 

 きをつけて かこう。 

（きょうかしょに かこう） 
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。） 

https://www.nhk.or.jp/kokugo/ohanashi/
https://www.city.bunkyo.lg.jp/kyoiku/kyoiku/gakko/yochiengakko/tokusetu.html
https://textbook.kyogei.co.jp/library/2020/04/01/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%92%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%80%80%e5%b0%8f%e5%ad%a6%e7%94%9f%e3%81%ae%e3%81%8a%e3%82%93%e3%81%8c%e3%81%8f%ef%bc%91/
https://www.nhk.or.jp/seikatsu/obake/?das_id=D0005280012_00000
https://houkago.asahi.com/genre/karada.html?iref=gnavi
https://www.city.bunkyo.lg.jp/kyoiku/kyoiku/gakko/yochiengakko/tokusetu.html
https://houkago.asahi.com/genre/karada.html?iref=gnavi
https://www.nhk.or.jp/doutoku/ganko/?das_id=D0005130181_00000

