
休校中に出す課題一覧 ※４月１４日（火）に配信します！ 

学年 

課 題 内 容 備 考 

共 通 
◎前年度の、教科書の未指導部分を読んでおく。（学年の実態に応じ

て、学習内容・方法を明記する） 

算数 ①新学年の教科書の「おぼえているかな」の既習部分のみ 

②旧学年の教科書の「おぼえているかな」等、答えが教科書 

に載っているもの 

国語 ①音読…新学年や旧学年の教科書→各学年で指定 

   ②漢字…1 学期分の予習→教科書の巻末を見てノートに写す 

   ③視写…教科書等を活用 

   ④書写…教科書のなぞれる部分等 

学年別 

１ 

全部の教科書を読んでおく。音読やなぞり、書き込みのできるところをやってみ

る。 

 

 

 

 

国語ｐ１４～１５なぞり、ｐ１６～１７自己

紹介練習、ｐ２５，３０，４３なぞり。 

算数ｐ８～１０，１２～１２，１６～１９，

３２～３４，４３の数字を書く。 

書写ｐ６～２１なぞり。 

目安 

１日合計６０分

くらい 

２ 

 

 

 

 

 

国語 

音読  ・じゅんばんにならぼう 14 日                 

15 日 

   ・ふきのとう     15 日～21 日 

   ・図書かんたんけん     22 日 

   ・春がいっぱい    4 月 23、24 日 

   ・きょうのできごと 4 月 25、26 日 

 



  ・ともだちをさがそう 4 月 27、 28 日 

  ・たんぽぽのちえ   4 月 29 日～5 月

6 日まで 

音読カードはないが、しっかり読む。 

漢字 国語教科書１５０ページを見て、漢字

練習をする。（1 日新出漢字３文字くらいず  

       つ）   

   たんぽぽのちえの「多」まで、家にあ

るノートなどに練習する。 

   書き順を教科書で調べる。 

   ・ふきのとう     27 ページ 

   ・図書かんたんけん  ２９ページ 

   ・春がいっぱい    ３１ページ 

   ・きょうのできごと  ３３ページ 

   ・ともだちをさがそう ３７ページ 

   ・たんぽぽのちえ   ５０ページ  

書写  教科書 8 ページ 17 ページまでのう

すい文字をていねいになぞる。 

算数 1 年教科書下 かたちづくり ６７ペ

ージ 教科書に形をかく。 

   1 年はなまるスキル ２１～２４まで

やる。（やっていないところはやる。） 

   2 年教科書上  

おぼえているかな  ３８ページ ２ ３

おぼえているかな ７８ページ ３ 

  おぼえているかな ８４ページ ４ 

 130 ページに答えがあります。家にあるノ

ートなどに書く。 

生活 春さがし  見つけた春を絵や文でか



く（家にあるノートや紙にかく。） 

 

３ 

 

 

 

 

 

3 年生 1 日に 1 時間～1 時間 30 分以上自宅

学習を頑張りましょう。 

※自主学習ノートがある人は続きに記入。無

い人は、手持ちのノート等に記入してくださ

い。 

国語 3 年上の教科書を進める 

① 音読･･･音読カードに書かれている単元

を進める 

② 漢字･･･教科書 P.152 を見て、「詩」～「局」

の漢字を 1 日 3～４字ずつ、書き順から

熟語までノートに写す 

③ 漢字の広場･･･P.35、P46 を見て、漢字を

使った文章をノートに書く 

算数 2 年下の教科書の問題をノートに解い

て、巻末の答えを見て丸を付け、直しまで行

う 

① おぼえているかな･･･問題 P.50、P.71、

P.82→解答 P.106 

② 2 年のふくしゅう･･･問題 P.96～P.99→

解答 P.106（11 はまだ習っていません） 

③ ほじゅうのもんだい･･･P.102～P.104→

解答 P.105（17 はまだ習っていません） 

 



理科 3 年上の教科書の音読と観察 

① 「１ 生き物をさがそう」・音読・P.11、

P.12 のきろくカードをノートに書く 

② 「2 たねをまこう」・音読・P.16、P.20 の

きろくカードをノートに書く  

社会副読本「鶴ヶ島～まちは教室～」を読む 

① ・「１ 学校のまわりのようす」を読む・

P.９「方位のかんけい」をノートに書く 

・P.22「地図記号」をノートに書く 

② 「2 市のようす」を読む 

道徳 2 年生の教科書の教材を読む 

・「9 ひろいせかいのたくさんの人たちと」 

・「21 ながいながいつうがくろ」 

・「24 じぶんがしんごうきに」 

・「31 いま、ぼくにできること」 

・「33 ガラスの中のお月さま」 

音楽 リコーダーを吹いてみる 

４ 

国語  ①音読カードを進める。 

     ５月：P４７～P５５「アップとルーズで伝える」を読む。 

②漢字の練習をする。 

教科書 P152「信」～P156「康」までを教科書の通りに写す。 

    ③教科書を写す。（視写） 

     春のうた P12・１３／白いぼうし P16～２５／アップとルーズで

伝える P50～P５５ 

４年生 １日で１～１時間３０分学習しまし

ょう。 

ノートは家にあるものを使いましょう。新し

く買う必要はありません。 

 

＜国語＞ 

〇意味調べ 

 



算数  ②３年生の復習問題 丸つけ・直しまで 

３年教科書（下）P112～P116「３年のふくしゅう」答え P１２８ 

３年教科書（下）P118～P123「ほじゅうのもんだい」 

答え P１２４ 

３年教科書（下）P３３、５９、６７、９３「おぼえているかな」 

答え P１２９ 

 

 

 春のうた／白いぼうし／アップとルーズで

伝える の文章の中でわからない言葉を

国語辞典で調べる。調べた言葉は教科書の

下の部分に書く。 

〇教科書 P４６ P６６ 漢字の広場 

〇教科書 P６０ P６１ P９８ P９９  

都道府県の旅①② 

〇ローマ字の練習をする。 

 P136 を見ながらローマ字で言葉を作る

（例）kokugo  rika  など 

 文を作る 

（例）Boku no namae ha Kakinuma 

desu. 

 

＜社会＞    

〇都道府県を覚える。 

新しい社会３・４（下）P１３１～P１３５ 

書き込む（丸つけまで） 

〇地図帳で鶴ヶ島市を見つけて印をつける。 

〇わたしたちの郷土 さいたま P45 まで

読む。 

 

＜理科＞ 

春の生き物や植物を探す（観察） 

（教科書 P１２・P１３参照） 

 

＜道徳＞ 

教科書 P１０～P２５を読む。 

 



＜音楽＞ 

リコーダーの練習をする。 

 

＜体育＞ 

音読カードに書いてある体力アップに取り組

む。（マラソン・縄跳び・室内でできるストレ

ッチや筋力トレーニングなど） 

５ 

国語 ①音読…５年生の教科書を読んでみよう！ 

       国語・社会・理科・道徳がおすすめ 

   ②漢字…5 年教科書 P285～288 

「この本で習う漢字」の「カレーライス」まで 

新出漢字・熟語・文章などいろいろなパターンで 

ノートに練習する。 

   ③視写…5 年教科書 P18「なまえつけてよ」 

〃  P48「言葉の意味」 

算数 ①４年下巻教科書 P106～１１０「４年のふくしゅう」 

②５年教科書 P39 と P71「おぼえているかな」 

※答え合わせと直しを必ずする。 

 

 

 

 

国語 ①５年の教科書 P44 と P123 

    漢字の広場 

   ②教科書の分からない言葉を辞

書で調べてみる。 

   ③読書を進んでする。 

社会 新聞やテレビ、インターネットな

どで気になるニュースについて

まとめたり、自分の考えを書いた

りする。 

家庭科 宿泊学習に向けて、家の人と一

緒にカレー作りの練習をする。 

音楽 リコーダー練習 

体育 体力アップ（自分で工夫して） 

☆自主学習は 1 日 1 ページ以上 

 しっかりとワクワクのバランスよく

取り組もう。 

1日の学習時間がトータルで120分

以上になるようにがんばりましょう。 

 

６ 
◎前年度（5 年生）の、教科書の未指導部分を読んでおく。 

国語 P200以降、算数 P102 以降、社会 P128以降、 

家庭科 P60 以降、外国語 P58 以降 

国語 漢字の広場、わからない言葉の意

味調べ、6 年生の漢字を作って熟

語づくり、200 ページ以上の物

 



 

 

算数 ①新学年の教科書の「おぼえているかな」の既習部分のみ 

    P33、53、75、89、119、133、163 

   答え、P268・269 

②旧学年の教科書の「おぼえているかな」等、答えが教科書 

に載っているもの 

国語 ①音読…音読カードに記されたところを読む 

   ②漢字…1 学期分（P91）までの予習→教科書の巻末を見

て、熟語や文章にしてノートに練習する 

   ③視写…P15、22、23、37、38 

   ④書写…教科書のなぞれる部分等 

 

語を読書 

社会 テレビ欄以外の新聞記事を読む

（できる人だけでいいです） 

音楽 リコーダー練習 

体育 体力アップ（音読カードに記され

たメニュー） 

自主学習 1 日 1 ページ以上 

※ 1 日の学習時間がトータルで 120

分以上になるようにがんばりましょ

う。（音読・体育・調べ学習など、全

てを含めて 120 分以上です）  

ふじのこ 

 

 

 

 

 

 

① 音読・読書 

② 可能ならドリルやワーク（持ち帰ってい

る人）  

③ リコーダーをふいてみよう！ 

④ 家の手伝い 

※休みが長くなり、生活のリズムを整え

るのも大変かと思います。適度な運動も

しながら、お子様が健康に過ごし、元気な

姿でまた学校で会えることを楽しみにし

ております。 

 


