
一週間の計画表(第１学年)
なまえ

★あさがおの鉢を１４日～１７日くらいまでに取りに来てください。お願いいたします。

５月１１日（月） ５月１２日（火） ５月１３日（水） ５月１４日（木） ５月１５日（金）
８：１５～ あさのどくしょ・あさがおのかんさつ

１時間目 ◎課題を取りにきて 【こくご】 ◎分散登校日 【こくご】 【どうとく】
・おんどく ・おんどく NHK for School

８：４０ いただく日 ・ドラえもんのワーク 〔常磐・西勝下， ・ドラえもんのワーク ・9:00~9:10 ざわざわ森
～９：２５ P.26・27 勝下新田・冷水， P.30・31 のがんこちゃん

・こくごのプリント 滝浜・滝浜新田〕 ・こくごのプリント ・9:10~9:20 銀河銭湯
１まい ８：１５～１０：４５ １まい パンタくん

２時間目 【さんすう】 〔勝下，樅山， 【さんすう】 【こくご】
・けいさんドリル 柏熊新田・湯坪〕 ・けいさんドリル ・おんどく

９：３０ ２ ～ ５ １３：００～１５：３０ １０ ～ １１ ・ドラえもんのワーク
～１０：１５ ・さんすうプリント P.32・33

※きをつけてきてね！！ １まい ※なんどもよんでみよう

１０：１５～ 業 間 運 動 （からだをうごかそう！）

３時間目 【せいかつ】 【こくご】 【ずこう】 【さんすう】
・めいしづくり ・おんどく ・ねんどですきなものを ・さんすうのノートに

１０：３５ ・ドラえもんのワーク つくろう はってあるプリント
～１１：２０ P.28・29 ※おわったら てを 「５はいくつといくつ」

よくあらおう から
【さんすう】 「７はいくつといくつ」
・けいさんドリル

４時間目 【しょしゃ】 ６ ～ ９ 【しょしゃ】 【たいいく】
・しょしゃノート ・しょしゃノート ・ストレッチやかけっこ

１１：２５ P.2～ P.7 ※できるじかんにやりま P.8・P.9 やなわとびなど
～１２：１０ ※えに いろをぬろう しょう。 P.14・15 ◇こんしゅうも

※えに いろをぬろう がんばったね！！
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お家の人の確認
（印またはコメント）



一週間の計画表(第１学年)
なまえ

★あさがおの様子を観察し，シートの記入もさせてください。

５月１８日（月） ５月１９日（火） ５月２０日（水） ５月２１日（木） ５月２２日（金）
８：１５～ あさのどくしょ・あさがおのかんさつ

１時間目 【こくご】 【こくご】 【こくご】 【こくご】 【どうとく】
NHK for School ・おんどく ・おんどく ・おんどく NHK for School

８：４０ ・9:05~9:15 おはなしの ・けいせいプリント ・けいせいプリント ・こくごのプリント ・9:00~9:10 ざわざわ森
～９：２５ くに ６・７・８ ９・１０・１１ ２まい のがんこちゃん

・9:25~9:35 ことば ・こくごのプリント１ま ※えんぴつのもちかた ・9:10~9:20 銀河銭湯
ドリル いをえらんでやろう じょうずにできたかな パンタくん

２時間目 【さんすう】 【さんすう】 【さんすう】 【さんすう】 【こくご】
・さんすうのノートに ・けいさんドリル ・けいせいプリント ・けいさんドリル３１ ・おんどく

９：３０ はってあるプリント １２ ～ １４ １０・１１ ・けいせいプリント２３ ※すらすらよめたかな？
～１０：１５ 「８はいくつといくつ」 ※おはじきやブロックを ・こくごのプリント

から つかってもいいよ ２まい

１０：１５～ 業 間 運 動 （からだをうごかそう！）

３時間目 【こくご】 【せいかつ】 【ずこう】 【おんがく】 【さんすう】
・おんどく ・あさがおのかんさつや ・がようしにすきなもの ・すきな うたを ・さんすうのプリント

１０：３５ ・ドラえもんのワーク にわにいるいきものの の えをかこう うたおう！ ２まい
～１１：２０ P.34・35 かんさつ など ※クーピー，クレヨン， （こうかも ・ブロックやおはじきで

P.1 なまえのれんしゅう カラーペンなどで うたえるかな？） あそぼう

４時間目 【せいかつ】 【たいいく】 【しょしゃ】 【しょしゃ】 【たいいく】
・おへやのそうじ ・ストレッチやかけっこ ・しょしゃノート ・しょしゃノート ・ストレッチやかけっこ

１１：２５ ※ぴかぴかにしよう！ やなわとびなど P.16・P.17 P.18～ P.21 やなわとびなど
～１２：１０ ※えに いろをぬろう ※えに いろをぬろう ◇いっぱいたべて

いっぱいうんどう！
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（印またはコメント）



一週間の計画表(第１学年)
なまえ

★あさがおの様子を観察し，シートの記入もさせてください。

５月２５日（月） ５月２６日（火） ５月２７日（水） ５月２８日（木） ５月２９日（金）
８：１５～ あさのどくしょ・あさがおのかんさつ

１時間目 【こくご】 【こくご】 【こくご】 【こくご】 【どうとく】
NHK for School ・おんどく ・おんどく ・おんどく NHK for School

８：４０ ・9:05~9:15 おはなしの ・こくごのプリント ・こくごのプリント ・こくごのプリント ・9:00~9:10 ざわざわ森
～９：２５ くに ２まい ２まい ２まい のがんこちゃん

・9:25~9:35 ことば ・9:10~9:20 銀河銭湯
ドリル パンタくん

２時間目 【さんすう】 【さんすう】 【さんすう】 【さんすう】 【こくご】
・さんすうのプリント ・さんすうプリント ・さんすうプリント ・いろいたをつかった ・おんどく

９：３０ ２まい ２まい ２まい かたちづくり ・こくごのプリント
～１０：１５ ※教科書 P.162 を参考に ２まい

しても良いです。

１０：１５～ 業 間 運 動 （からだをうごかそう！）

３時間目 【こくご】 【せいかつ】 【ずこう】 【おんがく】 【さんすう】
・おんどく ・あさがおのかんさつや ・がようしに かぞくや ・すきな うたを ・いろいたをつかった

１０：３５ ・こくごのプリント にわにいるいきものの ぺっとの えをかこう うたおう かたちづくり
～１１：２０ ２まい かんさつ など なまえもおしえてね （てびょうししても

たのしいよ！）

４時間目 【せいかつ】 【たいいく】 【こくご】 【こくご】 【たいいく】
・おそうじ ・ストレッチやかけっこ ・こくごノートに ・こくごノートに ・ストレッチやかけっこ

１１：２５ ※どこをやるか おうち やなわとびなど しりとりをかく たべのものなまえをかく やなわとびなど
～１２：１０ のひととそうだんして ☆５～１０こで銅メダル ☆５～１０こで銅メダル

がんばろう。 11～ 15こで銀メダル！ 11～ 15こで銀メダル！ ☆もうすぐあえるね！！
16こ以上書けたら金メダル！ 16こ以上書けたら金メダル！ (*^_^*)

がくしゅうの
ふりかえり

なんの
おてつだいを
したかな？

お家の人の確認
（印またはコメント）

【お知らせ】２８日の家庭訪問，お世話になります。その際，次の課題を回収させていただきますので，よろしくお願いします。

〈ドラえもんのワーク・しょしゃノート・絵２まい・国語と算数の形成プリント・めいし・連絡袋〉




