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川越市立大東東小学校
第５学年 学年便り

５月18日(月）～２９日（金）

）組（

）番
）

休校中の課題です。時間割にそって取り組み学習のリズムを作りましょう。
予習課題もあります。教科書をよく読んで取り組みましょう。 ここでしっかり予習をしておくと、学校再開後の授業に役立ちます。力がつくようにがんばりましょう。
時間内に終わらなかったものは、その日のうちにやり終えましょう。
おうちの人に答え合わせをしてもらいましょう。間違えたところは、必ず直しましょう。自分で行った場合も必ず確認をしてもらいましょう。
☆マークは、ＮＨＫ Ｅテレの番組です。見て学習しましよう。見逃した場合は、ＰＣやスマホ等のＮＨＫ ｆｏｒ Ｓｃｈｏｏｌ で見ることができます。
規則正しい生活を送り、自分のことは自分で行いましょう。また、家族の一員として積極的にお手伝いをしましょう。
1日のふり返りを記入しましょう。また、学習したことを毎日おうちの人に確認してもらいサインをもらいましょう。

１８日（月）
1
8:30～
9:15

１９日（火）

☑

国語
・音読 「だいじょうぶ だいじょうぶ」
・漢字ドリル９ （ドリル１，２）
Ｂ練習
☆9:15～9:25 お伝と伝じろう
※休憩ですが、
見たい人は、見てみましょう！！

☑

国語
・音読「だいじょうぶ だいじょうぶ」
・漢字ドリル９ （ドリル１，２）
Ｂ練習

理科
・教科書Ｐ１０～１３、１５を読む。
ワークシートをよく読んで,
３つの条件について実験を行う。
・発芽には水が必要か
ア、イ
2
発芽には温度が必要か ウ、エ
9:25～
発芽には空気が必要 オ、カ
10:10

２１日（木）

☑

国語
・音読「だいじょうぶ だいじょうぶ」
・漢字ドリル１５ （ドリル１，２）
Ｂ練習

☑

国語
・音読「だいじょうぶ だいじょうぶ」
・漢字ドリル１５ （ドリル１，２）
Ｂ練習

・体力貯筋に取り組む
・☆10:00～10:10
はりきり体育ノ介

２２日（金）

家庭科
・教科書Ｐ２８，２９を読む。
・ワークシート ４－１ に取り組
む。

国語
・2時間目の復習テストの
答え合わせをする。
・間違えた問題を解き直す。
・弱点をこくふくするために自主学習

社会
・「4年生復習テスト」 40分
埼玉県学力学習状況調査
練習問題に挑戦する。

算数
・「4年生復習テスト」 40分
埼玉県学力学習状況調査
練習問題に挑戦する。

理科
・「4年生復習テスト」 40分
埼玉県学力学習状況調査
練習問題に挑戦する。

体育／家庭科
・体力貯筋に取り組む
11:15～ ・昼ご飯を作るお手伝いをする。
12:00
後片付けも行う。

算数
・整数と小数 復習プリント１枚
・答え合わせをして、間違えた問題を
解き直す。
・自主学習

社会
・2時間目の復習テストの
答え合わせをする。
・間違えた問題を解き直す。
・弱点をこくふくするために自主学習

算数
・2時間目の復習テストの
答え合わせをする。
・間違えた問題を解き直す。
・弱点をこくふくするために自主学習

理科
・2時間目の復習テストの
答え合わせをする。
・間違えた問題を解き直す。
・弱点をこくふくするために自主学
習

算数
5
・整数と小数 復習プリント2枚
13:20～ ・答え合わせをして、間違えた問題を
14:05 解き直す。

社会
・社会科資料集Ｐ１１～１４を読む。
・作業帳Ｐ１～４に取り組む。
・答え合わせ（解答はＰ１４）をする
・覚えていないところを覚える

算数
・小数のかけ算、わり算プリント１枚
・直方体と立方体プリント１枚
・答え合わせをして間違えた問題は
解き直す。

音楽
・教科書Ｐ８，９「ビリーヴ」を歌う。
・リコーダー練習 「小さな約束」
配布した楽譜を見て、１の部分を練習
する。

3
10:20～
11:05

4

☑

国語
・音読「だいじょうぶ だいじょうぶ」
・漢字ドリル１７ （ドリル１，２）
Ｂ練習

英語
・教科書Ｐ９０，９１
形のにている文字 グループ分け
※書き出しの位置、書き順、方向に注意
して書く。
・教科書やPictureDictionaryＱＲコードを
利用して、音声を聞いて 発音してみよ
う。（取り組める人だけでよいです。）
・☆ 9:55～10:05 エイゴビート２
・☆10:05～10:15 基礎英語０

社会／体育
・☆9:30～9:40
未来広告ジャパン！

国語
・「4年生復習テスト」 40分
埼玉県学力学習状況調査
練習問題に挑戦する。

・用意するもの
□配布されたインゲンマメの種子
（一つの実験につき一つぶ）
□カップ（２つ×３つの実験分）
□だっし綿
（キッチンペーパー等でも大丈夫）
□インゲンマメの種子（７つぶ配布）

２０日（水）

算数
・小数のかけ算Ｐ４０～P４２
・ワークシートＰ１、２

１日の
学習の
ふり返り
保護者
サイン

２５日（月）
1
8:30～
9:15

国語
・音読
「だいじょうぶ だいじょうぶ」
・漢字ドリル１７ （ドリル１，２）Ｂ練習
☆9:15～9:25 お伝と伝じろう
※休憩ですが、
見たい人は、見てみましょう！！

図工／算数
・図工「ランドセルの絵」
ランドセルの形や影をよく観察して、
鉛筆でランドセルの絵を描きましょ
2
う。
9:25～ ・一本の線で描きましょう。
10:10 ・光の当たり方をみて、濃淡をつけな
がら画用紙に描いてみよう。どの方
向から描いてもよいです。（できれ
ば、たて、よこ、高さの3方向がわか
るとよいです。）
・絵の右下に自分のオリジナルサイ
ンを入れるとかっこ良いです。
・画用紙は宿題セットに入っていま
3
10:20～ す。（裏側に名前を記入する）
11:05 ・☆9:35～9:45 キミなら何つくる？
☆9:55～10:05 さんすう刑事ゼロ

算数
4
・小数のかけ算Ｐ４３
11:15～ ・ワークシートＰ３，４
12:00

２６日（火）

☑

国語
・音読「だいじょうぶ だいじょうぶ」
・「だいじょうぶ だいじょうぶ」ワーク
シートに取り組む。

家庭科
・教科書Ｐ３０，３１を読む。
・自分の部屋等自分の持ち物が

置いてある場所の整理整とんを
する。
・ワークシート４－２に取り組む。
・時間がある人は、他の場所も整理整
頓する。

☑

２７日（水）
国語
・教科書Ｐ１０，１１、１４，１５を
音読する。
・教科書Ｐ１５ 四年生で習った漢字
を書き、答え合わせをする。間違え
た漢字は、漢字ノートに練習する・

社会／体育
・☆9:30～9:40
未来広告ジャパン！
・体力貯筋に取り組む
・☆10:00～10:10
はりきり体育ノ介

社会科
・教科書Ｐ１８～２７を読む。
・社会科資料集Ｐ１８～２１を読む
・日本の地形や気候区分について
社会科新聞にまとめる。
（休けいは、とりましょう。）

算数
・小数のかけ算Ｐ４４,４５
・ワークシートＰ５，６

社会科
・社会科資料集Ｐ６，７，１６～１８を
読む
13:20～ ・作業帳Ｐ５、６に取り組む
14:05 ・答え合わせ（解答はＰ１４）をする。
・覚えていないところを覚える

5

社会科
・社会科資料集Ｐ１８～２１を読む
・作業帳Ｐ７に取り組む
・答え合わせ（解答はＰ１４）をする。
・日本の地形や気候区分を覚える。

算数
・小数のかけ算Ｐ４６
・ワークシートＰ７～１０

２８日（木）

☑

☑

国語
・教科書Ｐ１２を音読する。
・ワークシートに棒グラフを見て分かった
事実と自分の考えを整理する。

英語
・アルファベットシートに大文字小文字を
ていねいに練習する。（両面）
・教科書Ｐ１１のＱＲコードを利用して、歌
やチャンツに挑戦しよう！！のＱＲコード
を利用して、音声を聞いて発音してみよ
う。（取り組める人だけでよいです。）
・☆ 9:55～10:05 エイゴビート２
・☆10:05～10:15 基礎英語０
理科
・３つの条件について行った実験につい
てまとめる。
・発芽には水が必要か ア、イ
発芽には温度が必要か ウ、エ
発芽には空気が必要 オ、カ
・様子を観察し結果をワークシートにまと
める。
・教科書Ｐ１４，１６，１７を読んで、自分
が行った実験と比較する。
（種や環境によって教科書と結果が異
なることがあります。）
・教科書Ｐ１０～１７について自主学習
ノートにまとめる。

算数
・計算ドリル１３，１４
・答え合わせをして、
間違えたところを解き直す。

１日の
学習の
ふり返り
保護者
サイン

☆テレビ体操
６：２５～６：３５（Ｅテレ）１４：５５～１５：００（総合）
☆パプリカ ダンスＶｅｒ（Ｅテレ）等にも挑戦し身体を動かしましょう。
〇学習が早く終わった人は、自主学習や読書にも挑戦しよう。
読書マラソンカードへの記入も忘れずに！！
休校中の家庭での役割

（
おすすめの例：

２つ

～家族の一員として、家の仕事を責任を持って毎日行いましょう。～

）（

）

トイレそうじ、おふろあらい、せんたくものたたみ、食器あらい

など

担任の先生から

２９日（金）
国語
・教科書Ｐ１３を音読する。
・ワークシートに円グラフを見て分
かった事実と自分の考えを整理す
る。

道徳
・☆9:30～9:40 オン・マイ・ウェイ
・教科書Ｐ１４～１７
「ぬぎすてられたくつ」を読む。
・ワークシートに取り組む。

算数
・計算ドリル１５
・答え合わせをして、
間違えたところを解き直す。

体育／家庭科
・体力貯筋に取り組む
・昼ご飯を作るお手伝いをする。
後片付けも行う。

音楽
・教科書Ｐ８，９「ビリーヴ」を歌う。
・リコーダー練習 「小さな約束」
配布した楽譜を見て、２の部分を
練習する。

☑

