
 

 

 

休校中のかだい 

☆今後登校日がせっていされる予定です。 

登校日の分は、午前中の登校していない時間や午後の時間をつかって、できるかぎり 

取りくみましょう。テレビのかだいは時間が合わなければしなくていいです。 

 

・生活リズムがみだれないようにするために、できるだけこの時間にとりくみましょう。 

 テレビの放送時間に合わせているところがあるので、時間をかえてするときは気をつけましょう。 

 

・見られる人はテレビや動画を見てほしい場面があるので予定をかくにんしてから、その日のかだい

にとりかかりましょう。 

 

・毎日１２：００からのニュースは、かだいがおわっている人は見てもいいです。 

 大人向けのニュースなので、できたら大人の人といっしょに見ると勉強になります。 

 世の中でおこっていることを知ることも１つの勉強なので、チャレンジしてみましょう。 

 

・かだいの説明のところにはチェック用の□をつけています。おわったらチェック✓しましょう。 

 

・ノートにとりくむかだいについて、日づけ・曜日と、下のことはかならず書きましょう。 

算数…教科書のページ、もんだいばんごう 

国語…たんげん名（だい名）、作者、何の学習をするか 

理科・社会…たんげん名、何の学習をするか 

 

・このかだいとは別に、生活記録カードに毎日のようすを記録しましょう。 

音読のかだいは音読カードに記入しなくていいです。 

 

・午後は自分できめたことにとりくみましょう。 

 （自主学習、日記、作文、読書、お手伝い、ストレッチ、きんトレ、パソコンのタイピング、 

お絵かき、ぬり絵、おり紙、ねん土、工作、さん歩、日光よく、音楽を聞く、歌を歌う、 

ダンス、料理、そうじ） 

５月１１日（月） 

朝の時間【読書】８：３０～８：４５ 

□１５分間読書をしましょう。 

  家にある本を読みましょう。マンガはやめましょう。 

 

１時間目【国語】８：５０～９：３５ 

□漢字ドリル３３・３４ 書きこみましょう。 

□教科書 P.12「どきん」 

  音読５回…ふつうの声、大きい声、小さい声、高い声、低い声 

       ことばのちょうしを楽しみながら音読しましょう。 

  詩を国語ノートにていねいにうつしましょう。（だい名、作者も） 

 

２時間目【算数】９：４０～１０：２５ 

□２年下の教科書 P.94～95 

  計算ピラミッドのやり方をよく読んで書きこみましょう。 

  できればおうちのひとに丸つけをしてもらい、直しもしましょう。 

□九九カード すべてのカードを１回しましょう。（上がり九九） 

 

３時間目【社会】１０：４５～１１：３０ 

□教科書「わたしたちのまち吹田・大阪」 

P.6～P.15 音読しましょう 

P.187 吹田市地図を見て、知っている場所や行ったことのある場所を丸でかこみましょう。 

 

４時間目【食育】１１：３５～１２：２０ 

□プリント１まい（おもて・うら） 

  こたえが下にのっているので自分で答え合わせ・直しをしましょう。 

終わったらテレビ NHK総合のニュースを見てもいいです。１２：００～１２：１５ 

 



５月１２日（火） 

朝の時間【読書】８：３０～８：４５ 

１時間目【算数】８：５０～９：３５ 

□２年下の教科書 P.96～97 ノートにといて自分で丸つけと直しもしましょう。 

□九九カード すべてのカードを１回しましょう。（下がり九九） 

 

２時間目【理科】９：４０～１０：２５ 

□教科書 P.7～13「生き物をさがそう」 音読しましょう。 

□春のしょくぶつや、生き物で知っているものの名前を理科ノートに書きましょう。 

 また、絵もかいてみましょう。（色ぬりもしましょう） 

□見られる人は、おうちの人にたのんで動画を見せてもらいましょう。 

 NHK for School→３年理科→ふしぎがいっぱい３年 ひらけ！ふしぎのとびら 

 

３時間目【国語】１０：４５～１１：３０ 

□漢字の学習「かんぺきくん」P.27「遊」～P.29 

□教科書 P.12「どきん」 音読３回…ふつうのはやさ、はやく読む、ゆっくり読む 

□漢字ドリル１０ ①～⑳を３回音読し、漢字練習ノートにうつしましょう。 

 

４時間目【図工】１１：３５～１２：２０ 

□こいのぼりをかこう 

  ５月５日の子どもの日にちなんで、 

大きなこいのぼりをかいてみましょう。 

自学ノートに大きくかき、色えんぴつで色ぬりもしましょう。 

 

終わったらテレビ NHK総合のニュースを見てもいいです。 

１２：００～１２：１５ 

 

５月１３日（水） 

朝の時間【読書】８：３０～８：４５ 

１時間目【社会】８：５０～９：３５ 

□おうちの人に自分の家の四方位（北、南、東、西）はどの向きかきいてみましょう。 

□社会ノートに自分の家から学校までの地図をかいてみましょう。 

 かきおわったら、店やたてものの名前もかきましょう。 

 

２時間目【国語】９：４０～１０：２５ 

□漢字ドリル３５・３６・３７ 書きこみましょう。 

□教科書 P.12「どきん」 すきな読み方で音読を３回しましょう。 

□教科書 P.15～25「きつつきの商売」 

  音読１回…場面のようすを思いうかべながら音読しましょう。 

  読んでみておもしろいと思った音と理由を国語ノートに書きましょう。 

 

３時間目【算数】１０：４５～１１：３０ 

□２年下の教科書 P.98～100 算数ノートにといて自分で丸つけと直しもしましょう。 

□九九カード すべてのカードを１回しましょう。（ばら九九） 

 

４時間目【道徳】１１：３５～１２：２０ 

□教科書 P.8～P.9「これが今のわたし」書きこみましょう。 

終わったらテレビ NHK総合のニュースを見てもいいです。１２：００～１２：１５ 

 



５月１４日（木） 

朝の時間【読書】８：３０～８：４５ 

１時間目【国語】８：５０～９：３５ 

□漢字の学習「かんぺきくん」P.30～P.31 

□教科書 P.15～25「きつつきの商売」 

  音読１回…場面のようすを思いうかべながら音読しましょう。 

□漢字ドリル１６ ①～⑳を３回音読し、漢字練習ノートにうつしましょう。 

 

２時間目【外国語】９：４０～１０：２５ 

□テレビが見られる人は、テレビを見て学習しましょう。 

NHK E テレ ９：５０～ えいごでがんこちゃん  ９：５５～ エイゴビート２ 

１０：０５～ 基礎英語０ 

□テレビが見られない人は、家の中にあるえいごのことばを 10 語見つけ、見つけたことばを自学ノ 

ートにうつしましょう。（はじめて書くので、まちがえてうつしても大じょうぶです） 

 

３時間目【理科】１０：４５～１１：３０ 

□教科書 P.14～21「たねをまこう」 音読しましょう。 

□家のちかくにおちている葉っぱの絵ととくちょうを理科ノートに書きましょう。 

  家で飼っている生き物や、育てている植物でもいいです。 

□見られる人は、おうちの人にたのんで動画を見せてもらいましょう。 

  NHK for School→３年理科→ふしぎエンドレス理科３年 タネのふしぎ 

 

４時間目【算数】１１：３５～１２：２０ 

□２年下の教科書 P.102～104 キまで 算数ノートにといて自分で丸つけと直しもしましょう。 

□九九カード すべてのカードを１回しましょう。（上がり九九） 

終わったらテレビ NHK総合のニュースを見てもいいです。１２：００～１２：１５ 

５月１５日（金） 

朝の時間【読書】８：３０～８：４５ 

１時間目【算数】８：５０～９：３５ 

□３年上の教科書 

P.1～P.9 読みましょう。 

  P.11１①かけ算の表のあいているところの答えを全部書きこみましょう。 

  見つけたきまりがあれば書きましょう。 

□九九カード すべてのカードを１回しましょう。（下がり九九） 

 

２時間目【総合】９：４０～１０：２５ 

□テレビが見られる人は、テレビを見て学習しましょう。 

NHK E テレ ９：４０～９：５０ でーきた「ろうかはあるく」 

□見おわった人、テレビが見られない人は、自学ノートに学校のろうかにはどんなきけんがありそう 

かまとめましょう。また、自分はどんな行動をすればよいか書きましょう。 

 

３時間目【自習】１０：４５～１１：３０ 

□自主学習を見開き１ページしましょう。 

課題は自由なので自分で見つけて取り組みましょう。 

 

４時間目【国語】１１：３５～１２：２０ 

□漢字ドリル４０・４１ 書きこみましょう。 

□教科書 P.15～25「きつつきの商売」 

  音読１回…場面のようすを思いうかべながら音読しましょう。 

□教科書 P.14「日記を書こう」 

  れいをよく見て、この５日間の日記を国語ノートに書きましょう。 

  １日ごとに書いてもいいし、５日分まとめて書いてもいいです。 

終わったらテレビ NHK総合のニュースを見てもいいです。１２：００～１２：１５ 



５月１８日（月） 

朝の時間【読書】８：３０～８：４５ 

１時間目【国語】８：５０～９：３５ 

□漢字の学習「かんぺきくん」P.32～P.33 

□教科書 P.15～25「きつつきの商売」 

音読１回…場面のようすを思いうかべながら音読しましょう。 

□漢字ドリル１７ ①～⑳を３回音読し、漢字ノートにうつしましょう。 

□さい後の１０分かん、テレビが見られる人は、テレビを見て学習しましょう。 

NHK E テレ ９：２５～９：３５ ことばドリル「カタカナでかくことば」 

（番組のホームページにワークシートがあります。つかってみてください。） 

 

２時間目【社会】９：４０～１０：２５ 

□教科書「小学 社会３」 P.6～P.1７ 音読しましょう。 

□教科書「小学生の地図帳」 P.8、P.10 の「トライ！」書きこみましょう。 

 （それぞれのページにある QR コードを読みこむと動画が見られます。） 

  どのページでもいいので、「吹田」を見つけて○でかこみましょう。 

 

３時間目【算数】１０：４５～１１：３０ 

□３年上の教科書 P.12 読みながら□に数を書きましょう。説明、まとめを音読しましょう。 

         P.13 △１ 教科書に書きこみましょう。 

できればおうちのひとに丸つけをしてもらい、直しもしましょう。 

□九九カード すべてのカードを１回しましょう。（ばら九九） 

 

４時間目【保健】１１：３５～１２：２０ 

□教科書 P.1「どんな自分になりたいかな」 ３年生始め １～４の数字を記入しましょう。 

□教科書 P.7「けんこうだと感じるとき」 どんなときにけんこうだと感じるか書きましょう。 

□教科書 P.9「ステップ３ 深める・伝える」 書きこみましょう。 

□教科書 P.１０「ステップ４ まとめる・生かす」（ ）の中に言葉を書き入れましょう。 

終わったらテレビ NHK総合のニュースを見てもいいです。１２：００～１２：１５ 

５月１９日（火） 

朝の時間【読書】８：３０～８：４５ 

１時間目【国語】８：５０～９：３５ 

□漢字ドリル４４・４５・４６ 書きこみましょう。 

□教科書 P.15～25「きつつきの商売」 

  音読１回…場面のようすを思いうかべながら音読しましょう。 

□教科書 P.144「とかげとぞう」 

  音読１回 

  物語を読んで思ったことを国語ノートに書いてみましょう。（だい名、作者も） 

 

２時間目【理科】９：４０～１０：２５ 

□家のちかくにおちている葉っぱの絵ととくちょうを理科ノートに書きましょう。 

  家で飼っている生き物や、育てている植物でもいいです。（前とはちがうものを書きましょう） 

□下の１０分かん、テレビが見られる人は、テレビを見て科学の学習をしましょう。 

NHK E テレ ９：５５～１０：０５ 考えるカラス 第６回 

 

３時間目【算数】１０：４５～１１：３０ 

□３年上の教科書 P.13 読みながら□に数を書きましょう。説明、まとめを音読しましょう。 

             △２ 教科書に書きこみましょう。 

できればおうちのひとに丸つけをしてもらい、直しもしましょう。 

□九九カード すべてのカードを１回しましょう。（上がり九九） 

 

４時間目【図工】１１：３５～１２：２０ 

□紙ちぎり 

  家にある紙（どんな大きさでもいいです）を手でちぎって、できるだけ長い 1 本のひもにしまし 

ょう。手でちぎり終わったら、次に、新しい紙をハサミで切って、できるだけ長い１本のひもに 

しましょう。紙がなければティッシュでもいいです。 

終わったらテレビ NHK総合のニュースを見てもいいです。１２：００～１２：１５ 

 



５月２０日（水） 

朝の時間【読書】８：３０～８：４５ 

１時間目【算数】８：５０～９：３５ 

□３年上の教科書 P.14～15 読みながら□に数を書きましょう。説明、まとめを音読しましょう。 

                △３ 教科書に書きこみましょう。 

  できればおうちのひとに丸つけをしてもらい、直しもしましょう。 

□九九カード すべてのカードを１回しましょう。（下がり九九） 

 

２時間目【社会】９：４０～１０：２５ 

□教科書「小学生の地図帳」 P.12、P.14 の「トライ！」書きこみましょう。 

（それぞれのページにある QR コードを読みこむと動画が見られます。） 

 

３時間目【国語】１０：４５～１１：３０ 

□漢字の学習「かんぺきくん」P.34～P.35 

□教科書 P.144「とかげとぞう」  音読１回 

□教科書 P.35「漢字の広場」 書かれている漢字の音読１回 

        絵の中の言葉を使って動物園のようすを文に書きましょう。（国語ノートに１０文） 

 

４時間目【体育】１１：３５～１２：２０ 

□ストレッチ 

  くっしん、しんきゃく（ふかく）、アキレスけん、手首足首、首まわし、しんこきゅう 

□なわとび ふく読本「たのしいたいいく」にいろんなわざがのっています。 

□ラジオ体そう 

見られる人は、おうちの人にたのんで動画を見せてもらいましょう。（YouTube にあります） 

終わったらテレビ NHK総合のニュースを見てもいいです。１２：００～１２：１５ 

 

５月２１日（木） 

朝の時間【読書】８：３０～８：４５ 

１時間目【国語】８：５０～９：３５ 

□漢字ドリル４７・４８・４９ 書きこみましょう。 

□教科書 P.36「春のくらし」 音読１回 

 国語ノートに、みの回りで見つけた、春をかんじたものについて書きましょう。（れいを見ましょう） 

□教科書 P.38～39「漢字の音と訓」 音読１回 

 P.39１・２を国語ノートに書きましょう。 

 

２時間目【外国語】９：４０～１０：２５ 

□テレビが見られる人は、テレビを見て学習しましょう。 

NHK E テレ ９：５０～ えいごでがんこちゃん  ９：５５～ エイゴビート２ 

１０：０５～ 基礎英語０ 

□テレビが見られない人は、家の中にあるえいごのことばを 10 語見つけ、見つけたことばを自学ノ 

ートにうつしましょう。（なれていないので、まちがえてうつしても大じょうぶです） 

 

３時間目【算数】１０：４５～１１：３０ 

□３年上の教科書 P.15～16 読みながら□に数を書きましょう。説明、まとめを音読しましょう。 

                △４ 算数ノートにときましょう。しきはうつします。 

できればおうちのひとに丸つけをしてもらい、直しもしましょう。 

         P.17 考えるノートを読みましょう。 

□九九カード すべてのカードを１回しましょう。（ばら九九） 

 

４時間目【総合】１１：３５～１２：２０ 

□見られる人は、おうちの人にたのんで小学生向けニュースを見せてもらいましょう。 

 NEWS WEB EASY→好きな記事を５つ以上読みましょう 

□見られない人はテレビでニュースを見ましょう。テレビ NHK 総合１２：００～１２：１５ 

□どちらもできない人は、おうちの人と、さい近のニュースについてお話ししましょう。 



５月２２日（金） 

朝の時間【読書】８：３０～８：４５ 

１時間目【算数】８：５０～９：３５ 

□３年上の教科書 P.19 まとめを音読しましょう。 

             △２、△３ 算数ノートにときましょう。しきはうつします。 

            できればおうちのひとに丸つけをしてもらい、直しもしましょう。 

□九九カード すべてのカードを１回しましょう。（上がり九九） 

 

２時間目【総合】９：４０～１０：２５ 

□テレビが見られる人は、テレビを見て学習しましょう。 

NHK E テレ ９：４０～９：５０ でーきた「きがえ」 

□見おわった人、テレビが見られない人は、自学ノートに、学校できがえる時にどんなことに気をつ 

ければよいかまとめましょう。（体そうふく、エプロン、水着などいろんなきがえの時を考えてみま 

しょう） 

 

３時間目【自習】１０：４５～１１：３０ 

□自主学習を見開き１ページしましょう。 

課題は自由なので自分で見つけて取り組みましょう。 

 

４時間目【国語】１１：３５～１２：２０ 

□漢字の学習「かんぺきくん」P.36～P.37 

□教科書 P.14「日記を書こう」 

  れいをよく見て、国語ノートにこの５日間の日記を書きましょう。 

  １日ごとに書いてもいいし、５日分まとめて書いてもいいです。 

終わったらテレビ NHK総合のニュースを見てもいいです。１２：００～１２：１５ 

 

５月２５日（月） 

朝の時間【読書】８：３０～８：４５ 

１時間目【国語】８：５０～９：３５ 

□漢字ドリル５２・５３・５６ 書きこみましょう。 

□漢字ドリル２４①～⑳を３回音読し、漢字ノートにうつしましょう。 

□さい後の１０分かん、テレビが見られる人は、テレビを見て学習しましょう。 

NHK E テレ ９：２５～９：３５ ことばドリル「ちいさくかくかな」 

（番組のホームページにワークシートがあります。家でいんさつしてつかってみてください。） 

 

２時間目【算数】９：４０～１０：２５ 

□テレビが見られる人は、テレビを見て学習しましょう。 

NHK E テレ ９：４５～９：５５ さんすう犬ワン「ものさしつくれる？」 

□見おわった人、テレビが見られない人は、家の中にあるもの２０この長さをはかって、 

算数ノートにきろくしましょう。 

 

３時間目【図工】１０：４５～１１：３０ 

□教科書の後ろの表紙「かたちやいろをたのしもう」 

  気もちに合う色をぬりましょう。（色えんぴつで書きこみましょう） 

  時間があまったら、自学ノートに自分で気もちを考えて、花を作ってみましょう。 

 

４時間目【道徳】１１：３５～１２：２０ 

□教科書 P.10～P.12「貝がら」を音読しましょう。 

□教科書 P.14～P.16「あめ玉」を音読しましょう。P.17 書きこみましょう。 

終わったらテレビ NHK総合のニュースを見てもいいです。１２：００～１２：１５ 



５月２６日（火） 

朝の時間【読書】８：３０～８：４５ 

１時間目【理科】８：５０～９：３５ 

□家のちかくにおちている葉っぱの絵ととくちょうを理科ノートに書きましょう。 

  家で飼っている生き物や、育てている植物でもいいです。（前とはちがうものを書きましょう） 

□下の１０分かん、テレビが見られる人は、テレビを見て学習しましょう。 

NHK E テレ ９：１５～９：２５ ふしぎエンドレス理科３年「植物の育ち方とからだ」 

 

２時間目【国語】９：４０～１０：２５ 

□漢字ドリル５７・５８・５９ 書きこみましょう。 

□教科書 P.44～45「きちんとつたえるために」 

  音読して、▼（３かしょ）について国語ノートにじぶんの考えを書きましょう。 

 

３時間目【算数】１０：４５～１１：３０ 

□３年上の教科書 P.20 □に入る数を書きましょう。 

             △１～△４ 算数ノートにときましょう。しきも書きましょう。 

            できればおうちのひとに丸つけをしてもらい、直しもしましょう。 

□九九カード すべてのカードを１回しましょう。（下がり九九） 

 

４時間目【体育】１１：３５～１２：２０ 

□ストレッチ 

 くっしん、しんきゃく（ふかく）、アキレスけん、手首足首、首まわし、しんこきゅう 

□なわとび ふく読本「たのしいたいいく」にいろんなわざがのっています。 

□ラジオ体そう 

見られる人は、おうちの人にたのんで動画を見せてもらいましょう。（YouTube にあります） 

終わったらテレビ NHK総合のニュースを見てもいいです。１２：００～１２：１５ 

５月２７日（水） 

朝の時間【読書】８：３０～８：４５ 

１時間目【図工】８：５０～９：３５ 

□じぶんの手をかいてみよう 

  自学ノートに、じぶんのてのひら（ひらいて）をよく見てかいてみましょう。 

  しわや、こまかい線までしっかりとかきましょう。できたら色えんぴつで色をぬります。 

 

２時間目【算数】９：４０～１０：２５ 

□３年上の教科書 P.21 算数ノートにときましょう。しきはうつします。 

  できればおうちのひとに丸つけをしてもらい、直しもしましょう。 

□九九カード すべてのカードを１回しましょう。（ばら九九） 

 

３時間目【国語】１０：４５～１１：３０ 

□漢字ドリル６２・６３・６６ 書きこみましょう。 

□教科書 P.46「漢字の広場２」 書かれている漢字の音読１回 

  れいを読んで、国語ノートにお話を書きましょう。「そこで」「けれども」を１回つかいましょう。 

 

４時間目【音楽】１１：３５～１２：２０ 

□校歌を３回歌いましょう。 

  てん入生の人や、かしをわすれてしまった人は片山小学校のホームページにのっています。 

終わったらテレビ NHK総合のニュースを見てもいいです。１２：００～１２：１５ 



５月２８日（木） 

朝の時間【読書】８：３０～８：４５ 

１時間目【算数】８：５０～９：３５ 

□３年上の教科書 P.22 算数ノートにときましょう。しきはうつします。 

  できればおうちのひとに丸つけをしてもらい、直しもしましょう。 

□九九カード すべてのカードを１回しましょう。（上がり九九） 

 

２時間目【外国語】９：４０～１０：２５ 

□テレビが見られる人は、テレビを見て学習しましょう。 

NHK E テレ ９：５０～ えいごでがんこちゃん  ９：５５～ エイゴビート２ 

１０：０５～ 基礎英語０ 

□テレビが見られない人は、家の中にあるえいごのことばを 10 語見つけ、見つけたことばを自学ノ 

ートにうつしましょう。（なれていないので、まちがえてうつしても大じょうぶです） 

 

３時間目【国語】１０：４５～１１：３０ 

□漢字ドリル６７・６８・６９ステップ５まで 書きこみましょう。 

□教科書 P.48～49「言葉で遊ぼう」 

  音読３回 

  一ばんおもしろいと思った言葉と理由をノートに書きましょう。（だい名、作者も） 

□教科書 P.50～55「こまを楽しむ」 音読１回 

 

４時間目【総合】１１：３５～１２：２０ 

□ネットが見られる人は、おうちの人にたのんで小学生向けニュースを見せてもらいましょう。 

 NEWS WEB EASY→好きな記事を５つ以上読みましょう 

□見られない人はテレビでニュースを見ましょう。テレビ NHK 総合１２：００～１２：１５ 

□どちらもできない人は、おうちの人と、さい近のニュースについてお話ししましょう。 

 

５月２９日（金） 

朝の時間【読書】８：３０～８：４５ 

１時間目【算数】８：５０～９：３５ 

□３年上の教科書 P.24～25 １と△１～３を算数ノートにときましょう。 

  できればおうちのひとに丸つけをしてもらい、直しもしましょう。 

□九九カード すべてのカードを１回しましょう。（下がり九九） 

 

２時間目【総合】９：４０～１０：２５ 

□テレビが見られる人は、テレビを見て学習しましょう。 

NHK E テレ ９：４０～９：５０ でーきた「そうじ」 

□見おわった人、テレビが見られない人は、自学ノートに、学校でそうじをする時にどんなことに気 

をつければよいかまとめましょう。（教しつ、ろうか、ベランダ、トイレ、かいだんなど、いろんな 

ところのそうじについて考えましょう） 

 

３時間目【自習】１０：４５～１１：３０ 

□自主学習を見開き１ページしましょう。 

課題は自由なので自分で見つけて取り組みましょう。 

 

４時間目【国語】１１：３５～１２：２０ 

□漢字ドリル６９ステップ６・７０・７１ 書きこみましょう。 

□教科書 P.14「日記を書こう」 

  れいをよく見て、国語ノートにこの５日間の日記を書きましょう。 

  １日ごとに書いてもいいし、５日分まとめて書いてもいいです。 

終わったらテレビ NHK総合のニュースを見てもいいです。１２：００～１２：１５ 

 


