家庭学習用時間割
＜５学年＞
5 月 7 日（木）
朝
1 時間目
8：50～

5 月 8 日（金）

5 月 11 日（月）

5 月 12 日（火）

5 月 13 日（水）

検温

検温

検温

検温

検温
国語（音読）

国語（音読）

国語（まとまりに分けよう）

国語（５年生の漢字）

国語（５年生の漢字）

教科書（P32～P43）「動物

教科書（P33～P43）を読ん

課題プリント P2 の漢字を

課題プリント P3 の漢字を

たちが教えてくれる海の中の

で，課題プリント P1 に取り組

教科書などを見ながら丁寧に

教科書などを見ながら丁寧に

する。

くらし」を音読する。

み，答え合わせをする。

練習する。

練習する。

2 時間目

外国語（アルファベット）

道徳（法や決まり・権利と義務） 家庭科（整理整とんの工夫①） 理科（種子の発芽条件）

9：40～

① 10：05～10：15

教科書（P25～P29）「5 駅

教科書（P28～P31）を読ん

10：25

「世界エイゴミッション」を見る。 前広場はだれのもの」を読ん

で，課題プリント P11 に取り

「ふしぎエンドレス」を見る。 で，課題プリント P11 に取り

組み，答え合わせをする。

②課題プリント P16 を教科書

9：35

教科書（P17～P25）
「だいじ
ょうぶ

だいじょうぶ」を音読

E テレ

➁教科書（P86～P87）をてい
ねいに練習する。

で，課題プリント P12 に取り
組む。

① 9：35～9：45

E テレ

家庭科（整理整とんの工夫②）
教科書（P28～P31）を読ん
組み，答え合わせをする。

（P20～P27）などを見ながら
取り組み，答え合わせをする。

しっかり換気をして，しっかり休もう

業間
3 時間目
10 ： 50
～11：35

算数(４年生の復習)
課題プリント P18 に取り組
み，答え合わせをする。

算数（４年生の復習・整数と小数） 算数（整数と小数）
教科書（P8～P13）を見な

教科書（P8～P13）を見な

教科書（P16～P25）を見な

がら課題プリント P19 に取り

がら課題プリント P20 に取り

がら課題プリント P21 に取り

がら課題プリント P22 に取り

組み，答え合わせをする。

組み，答え合わせをする。

組み，答え合わせをする。

組み，答え合わせをする。

社会（日本の地形とくらし）

理科（天気の変化）

外国語（アルファベット）

道徳（国際理解・国際親善）

社会 （世界の大陸と日本の周り）

11:40 ～

課題プリント P9 を地図帳や

課題プリント P10 を教科書

課題プリント P15 を教科書

教科書（P8～P15）を見ながら

（P18～P38）を見ながら取り

（P6～P19）などを見ながら

取り組み，答え合わせをする。 組み，答え合わせをする。

教科書（P88～P91）をてい
ねいに練習する。

教科書（P79～P83）
「17 折
り紙大使」を読んで，課題プ
リント P13 に取り組む。

取り組み，答え合わせをする。

手洗いうがいを忘れずに

昼食
5 時間目

算数（もののかさの表し方）

教科書（P8～P13）を見な

4 時間目
12：25

算数（整数と小数）

国語(教科書の読み取り)

13 ： 30

教科書（P17～P25）を読ん

～14:15

で課題プリント P1 に取り組

体育（なわとび）

体育（なわとび）

体育（なわとび）

図工 （キャラクターたちの物語）

体操やストレッチ

体操やストレッチ

体操やストレッチ

教科書（P13 下部）を読み，

なわとびカードに挑戦する。

なわとびカードに挑戦する。

なわとびカードに挑戦する。

作品を課題プリントに描く。

国語（音読）

国語（読書）

国語（読書）

図工 （キャラクターたちの物語）

み，答え合わせをする。
6 時間目
14 ： 20
～15:05

教科書（P32～P43）「動物
たちが教えてくれる海の中の
くらし」を音読する。

自分で本を選んで読む。
（漫画ではないもの）

自分で本を選んで読む。
（漫画ではないもの）

教科書（P13 下部）を読み，
作品を課題プリントに描く。

家庭学習用時間割
＜５学年＞
5 月 14 日（木）
朝
１時間目
8：50～

検温
国語（説明文の読み取り）

5 月 18 日（月）

5 月 19 日（火）

5 月 20 日（水）

検温

検温

検温

検温

国語（小説文の読み取り）

国語（小説文の読み取り）

国語（説明文の読み取り）

課題プリント P5～P6 に取

課題プリント P6～P7 に取

答え合わせをする。

り組み，答え合わせをする。

り組み，答え合わせをする。

み，答え合わせをする。

２時間目

外国語（月や欲しいもの）

道徳（なりたい自分に）

家庭科（
「３R」と「５R」
）

理科（植物の発芽と成長）

9：40～

① 10：05～10：15

9：35

10：25

課題プリント P4 に取り組み，

5 月 15 日（金）

E テレ

課題プリント P8 に取り組

① 9：35～9：45

E テレ

教科書（P92～P95）
「20 ベ

教科書（P32～P33）を読ん

「世界エイゴミッション」を見る。

ートーベン」を読んで，課題

で課題プリント P12 に取り組

「ふしぎエンドレス」を見る。

② 課題プリント P14 をていね

プリント P13 に取り組む。

み，答え合わせをする。

➁課題プリント P17 を教科書

いに練習する。

（P28～P32）などを見ながら
取り組み，答え合わせをする。

しっかり換気をして，しっかり休もう

業間
３時間目

算数（もののかさ・体積の単位） 算数 （直方体や立方体の体積）

算数（比例）

算数（比例）

10：50～

教科書（P16～P29）を見なが

教科書（P16～P29）を見な

教科書（P32～P37）を見な

教科書（P32～P37）を見な

11：35

ら課題プリント P23 に取り組

がら課題プリント P24 に取り

がら課題プリント P25 に取り

がら課題プリント P26 に取り

み，答え合わせをする。

組み，答え合わせをする。

組み，答え合わせをする。

組み，答え合わせをする。

音楽（曲紹介）

国語（音読）

国語（同じ部首の漢字）

国語（4 年生の漢字）

４時間目
11：40～
12：25

自分の好きな曲を選び，課題プ
リントに取り組む。

① 教科書（表紙の裏）
「ぼく
らのもの」を音読する。

（どんな種類の曲でもいいです） ② 教科書（P12～P13）「事

教科書（P25 下段,P88 下段）
の漢字を参考に，自主学習ノ

教科書（P15,P77,P89）
「漢
字の練習」を自主学習ノート

ートに「つちへん」
「おうへん」 にていねいに書く。

実と考えを区別しよう」

「いとへん」
「にんべん」の漢

を音読する。

字を思いつく限り書く。

手洗いうがいを忘れずに

昼食・昼休み

５時間目

体育（なわとび）

体育（なわとび）

体育（なわとび）

体育（なわとび）

13：30～

体操やストレッチ

体操やストレッチ

体操やストレッチ

体操やストレッチ

なわとびカードに挑戦する。

なわとびカードに挑戦する。

なわとびカードに挑戦する。

なわとびカードに挑戦する。

国語（読書）

国語（読書）

図工（文字の形を切って）

14：15
６時間目
14:20～
15:05

自分で本を選んで読む。

自分で本を選んで読む。

（漫画ではないもの）

（漫画ではないもの）

教科書（P18～P19）を読み，
作品を作りに挑戦し，課題プ
リントに貼る。

後日配布します

