
れいわ２ねんど                                       小
こ

杉
すぎ

小学校
しょうがっこう

 

「りんじきゅうぎょうちゅう」のがくしゅう     
   

１ねん   くみ なまえ 

 

 けんこうに きをつけ、げんきに りんじきゅうぎょうを すごしていますか。 

５がつ６にちまで りんじきゅうぎょうが えんちょう  

されました。いままでどおり はやね はやおきをして、 

きそくただしい せいかつを おくるようにしましょう。 

 

  ５がつ６にちまで いえで がくしゅうすること  

 

  こくご 

   ○P14 「えんぴつとなかよし」 

    ☆ まいにちしよう！ 

・えをみて えんぴつをただしくもつ。 

・ただしいしせいで じを かく。 

・ただしいもちかたやしせいで、せんをなぞる。 

 

○P20 「こんな もの みつけたよ」 

・ホームページの １ねんせい せいかつか がっこうたんけん のところを みて、みつけ

たものを おうちのひとに はなしましょう。 

 

 

 ○P22 「うたに あわせて あいうえお」 

    （４がつ２４にち～４がつ３０にちまで） 

  ☆ まいにち よもう！ 

   ３つのポイント 

   ・しせいは きちんと 

   ・おおおきなくちで、はっきり、ゆっくり    

   ・りずむを かんじて 

    ☆ 「あいうえお」のれんしゅう 

   ・おてほんを よくみて、ただしい かきじゅんで、 

ゆっくり なぞり、ていねいに かきましょう。 

  

○P26 「あさの おひさま」 

    （５がつ１にち～５がつ６にちまで） 

  ☆ まいにちよもう！ 

   ・３つのポイントに きをつけて よもう。 

○P30 「たのしいな ことばあそび」 

   ・「あ」のつく ことばを みつけましょう。 

   ・みつけたら、ノートに かきましょう。 

 

 

毎日行うことが大切です。QR コードを読み取

り、音声や動画に合わせて行うと効果的です。 

 

教科書の線以外にも、おうちの

方が書いてくださった線をなぞる

のも楽しいですね。 

 

３つのポイントに気を付けて、毎日音

読しましょう。強弱を付けたり、リズミカ

ルに体を動かしたりしながら、楽しく

取り組みましょう。 

鉛筆の持ち方や姿勢がきち

んとできていたら、思い切り褒

めてあげてください。 

「こくごのノート」も使って、毎

日練習しましょう。 

http://wp-kosugi-

e.imizu.ed.jp/wp-

content/uploads/2020/04/

c11edcc110c64212f06190

6dcf1da0ab.pdf 

「あ」から順に、1 日、１文字ずつ、見

付けた言葉を 、（読点）を付けてノート

に書かせてください。 

2 文字、3 文字と、文字数が増えてい

くのも楽しいですね。 

※ 参考 ①こくごノート 

おうちの方へ 

入学して間もない子供たちで

す。できる限りそばについて声をか

け、見守り、がんばっている姿を思

い切り褒めてあげてください。 

HP「１ねんせい せいかつか がっこうたんけん」 

http://wp-kosugi-e.imizu.ed.jp/?p=4698 

 



 

さんすう 

「なかまづくりと かず」 

 ○P3～５「たりるかな」 

  ・たりるか せんで つないで みよう。 

  ・ぶろっくを おいて たしかめよう。 

 ○P６,７「おなじ かずの なかまを さがそう」 

  ・ぶろっくを おいて たしかめよう。 

 

 ○P8,９「かずを かこう」 

  ・ぶろっくのかずを みて まるに いろをぬろう。 

  ・かたちや かきじゅんに きをつけて かずを かこう。 

 ○P10 「かぞえよう」 

  ・かずを かぞえて すうじを かこう。 

 

 ○P11 「ならべよう」 

  ・ぶろっくを ５こ つかって  

いろいろな かたちを つくろう。 

 

 ○P12,13 「５は いくつと いくつ」 

  ・おはじきを つかって かずを かぞえ、 

きょうかしょに かきこもう。 

 

 ○P14,15 「おなじ かずの なかまを さがそう」 

  ・ぶろっくを おいて たしかめよう。 

 

○P16,17 「かずを かこう」 

  ・ぶろっくのかずを みて まるに いろをぬろう。 

  ・かたちや かきじゅんに きをつけて かずを かこう。 

 ○P18 「かぞえよう」 

  ・かずを かぞえて すうじを かこう。 

○P19 「せんでむすぼう」 

  ・すうじと ものを せんで つなごう。 

 

 ○P20～29「いくつと いくつ（６～１０）」 

  ・おはじきや ぶろっくを つかって かずを かぞえ、きょうかしょに かきこもう。 

  

 ○P30,31「10を つくろう」「かぞえよう」 

  ・きょうかしょを みて、かきこもう。 

 ○P32,33「おおきさを くらべよう」 

  ・きょうかしょを みて かきこもう。 

 

 ○P３４「０と いう かず」 

  ・きょうかしょを みて かきこもう。 

 ○P３５「こえに だして よもう」 

  ・１０までのかずを いろいろな いいかたで いいましょう。 

「さんすうのノート」を使って、

毎日練習し、一番最後の字に

花丸を付けてあげてください。 

一番最後の字が、一番上手

に書けるとよいですね。 

※ 参考 ②さんすうノート 

 

算数ボックスの「数カード」等を使い、数を数

えたり、読んだりする練習をしましょう。 

教科書に載っている「数当てゲーム」を

一緒にするのも楽しいですね。 

「６は２と４、３と３、１と５」などのように、い

ろいろな数の和でできていることを確認し

ましょう。 

「数図カード」や「数カード」等を使って、

「数の大きさ比べゲーム」を楽しみましょ

う。 

「かずのおけいこ」（算数ボックス）

に入っている「算数ブロック」を、熊や

椅子の上に置き、下のマス目にブロッ

クを移動させて、どちらが多い、少ない

など、数を比べさせてください。 

おはじきを用いて、教科書を参考にして

「５」のいろいろな合成や分解について、楽

しみながら理解できるといいですね。 

挿絵と「算数ブロック」や「数カー

ド」、「赤丸カード」等を使って、数の表

し方の理解を深めましょう。 



せいかつか 

○P６～９ 「がっこうたんけんに いこう」 

 ・ホームページの１ねんせい せいかつか がっこうたんけん（※ リンクが貼ってあります）の 

ところを みて、みつけたものの   

えを プリントに かきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おんがく   

○P6～11「うたって おどって なかよく なろう」 

 ・P6,7 「うたって なかよし」 

 ・えのなかから うたをみつけて かぞくと いっしょにうたってみよう。 

 ・うたうときに からだを うごかしてみよう。 

 

○P8・９「せぶん すてっぷす」 「ちぇっ ちぇっ こり」 

・２きょくの あそびうたを おうちのひとと あそびながら うたってみよう。 

 

○P10,11 「ひらいた ひらいた」 

 ・はすのはなのように、ひらいたり つぼんだりして あそびながらうたってみよう。 

  

○P12,13 「はくを かんじとろう」 

 ・「さんぽ」のおんがくに あわせて てをうったり あるいたりしてみよう。 

 

 

ずこう 
○P10,11「かきたいもの なあに」 

 ・すきなものの えを かいてみよう。 

 ・すきないろや かたち でかいてみよう。 

 

○P12,13 「ちょき ちょき かざり」 

 ・かみを おったり かさねたりして きってみよう。 

 ・かみを まわして、きったり きりかたを くふうしたりしてみよう。 

 ・できた かざりを のりでつないで、かざってみよう。 

 

 

 

 

 

 

絵の中の歌は全部で９曲あります。 

P７６～７９に歌詞も載っています。 

P11の QR コードを読み取ると、曲が流れます。 

 

P６４にはさみの使い

方、P６５にのりの使い方

が載っています。 

P６０に描くものや使う用具の例が

載っています。 

・各教室ごとに１枚かきましょう。気付いたことや思ったこと

があれば書いてもよいです。 

・１ねんせい せいかつか がっこうたんけんに 

教室の写真 と プリントのデータ（※参考 ③せいかつ

か はっけんかあど） があります。 

プリントを印刷できなければ、自由帳に書いてください。 

 

HP「１ねんせい せいかつか がっこうたんけん」 

http://wp-kosugi-e.imizu.ed.jp/?p=4698 

 



 

 たいいく  

  ○ いろいろな うんどうに とりくみ、 

うんどうを したら「みんなでチャレンジ ３０１５」に、いろを ぬろう。 

（いろは、１にち ４こまで ぬれます。） 

 

 

 

 

 

 

   

 

 たくさんあるけど、 

できそうなことから やってみよう！ 

      のプリント①こくごノート   

②さんすうノート  

③せいかつか はっけんかあど 

は、HPからダウンロードできます。 


