
桐生市立南小学校
３年 学年通信

臨時号②

２０２０年 ５月１４，１５日

保護者の皆様には、お子さまの健康管理や家庭学習の見守りなど、大変お世話になっており
ります。来週、再来週も、学習予定表を参考に、３年生の学習内容に取り組んでいただけます
ようお願いします。また、学校再開に向けて、早寝・早起きなど、生活リズムを整えていくこ
とも大切にしてください。

５／１８（月）～２２（金）の学習予定表
◎学習予定表は、学習の進め方のめやすです。予定表通りでなくてもかまいません。

火 水 木 金

5月19日 5月20日 5月21日 5月22日

国語 国語 国語 国語

●音読、書き取り
・P３６,３７「春のくらし」を２回
読む。
・国語ノートに詩「みどり」を書
きうつす。
●漢字学習
・漢ドリ⑨１～２０を漢字ノート
に書いてふりがなをふる。
（練習の仕方　①心こもった詩。②か
ん字の学習。③ダンスを習う。・・・⑳
実りの秋。　　ドリルに書いてある言
葉で1回ずつ書いて、ふりがなをふ

る。）

●音読、[春のくらし」の作文
・P３６,３７「春のくらし」を２回
読む。
・国語ノートに「春に楽しんだ
ことや行事」を書いてみる。
●漢字学習
・漢ドリ⑩１～２０を漢字ノート
に漢字を使って書く。
（練習の仕方　①心こもった詩。
②かん字の学習。③ダンスを習
う。・・・⑳実りの秋。　　ドリルに
書いてある言葉で1回ずつ書い
て、ふりがなをふる。）

●音読
・P３８,３９「漢字の音と訓」を2
回読む。

●漢字学習
・漢ドリ⑪１～２０を漢字ノート
に書いてふりがなをふる。
（練習の仕方　①しずかな場所。
②明るい所。③二人で話す。・・・
⑳町内の地図。　　　ドリルに書
いてある言葉で1回ずつ書いて、
ふりがなをふる。）

●「漢字の音と訓」の学習
・音読を2回する。
・国語ノートに、P３９の１番、2
番をやってみる。
●漢字練習
・漢ドリ⑪１～２０を漢字ノート
に漢字を使って書く。
（練習の仕方　①しずかな場
所。②明るい所。③二人で話
す。・・・⑳町内の地図。　　　ド
リルに書いてある言葉で1回
ずつ書いて、ふりがなをふ
る。）

理科 社会 総合 道徳

〇９：２５～９：３５
NHK for Shool
『ふしぎエンドレス理科４年』
〇９：５５～１０：０５
NHK for Shool
『考えるカラス～科学の考え
方～』

〇９：２０～９：３０
NHK for Shool
『よろしく！ファンファン』

〇９：１０～９：４５
NHK for Shool　『しまった！～
情報スキルアップ～』『ドスル
コスル』『～こどものための哲
学』
〇９：５０～９：５５
NHK for Shool 『えいごでがん
こちゃん』
〇９：５５～１０：０５
NHK for Shool 『エイゴビート２』

〇９：２０～９：３０
NHK for Shool
『もやモ屋』

算数 算数 算数 算数

●教科書Ｐ２１
・P２１「できるようになったこ
と」１番～５番を教科書にや
る。
・計算ノートに、計ドリ⑧をや
る。
・家の人に丸をつけてもらう。

●かけ算のれんしゅう
・教科書Ｐ１２８「ほじゅうもん
だい」 ①かけ算　１番～７番
を教科書にやってみる。
・家の人に丸をつけてもらう。

●教科書Ｐ２２
・「まなびをいかそう」を読ん
で、算数ノートに、しきや答
え、せつめいを書く。
・家の人に丸をつけてもらう。

●「かけ算」のふく習
・計算ノートに計ドリ④～⑧の
２回目をやる。
※早くおわった人は、プリント
のもんだいをやってみる。
・家の人に丸をつけてもらう。

社会 社会 理科 理科

●教科書P８，９
・P８「学校の東西南北」を読
んで、東西南北の方角をたし
かめる。
・P９「ことば　絵地図」を読
む。そして、「ももかさんたち
のまとめた絵地図」をたしか
める。

●教科書P８，９
・P８「学校の東西南北」を読
む。「主な地図記号」「先生の
地図」を見て、方位をたしかめ
る。
・ノートに次の地図記号をか
く。
　学校、交番、しょうぼうしょ、
じんじゃ、寺、ゆうびんきょく、
びょういん、はし

●風とゴムのはたらき
・「風とゴムのはたらき」のじっ
けんセットを組み立てる。
・組み立てた車を使ってあそ
ぶ。
●かんさつカードに、植物や
生き物のかんさつをする。

●風とゴムのはたらき
・組み立てた車を使って、理
科プリント「学習すること①」を
やる。

体育・音楽 体育・図工 体育・図工 体育・図工

・じゅんび体そう、八木節おど
りの練習、なわとび練習（なわ
とびカードのできたところに色
をぬる。）
・好きな歌を歌う「ゆうやけこ
やけ」のピアニカの練習

・じゅんび体そう、八木節おど
りの練習、なわとび練習（なわ
とびカードのできたところに色
をぬる。）
・「くるくるランド」の作ひん作り

・じゅんび体そう、八木節おど
りの練習、なわとび練習（なわ
とびカードのできたところに色
をぬる。）
・「くるくるランド」の作ひん作り

・じゅんび体そう、八木節おど
りの練習、なわとび練習（なわ
とびカードのできたところに色
をぬる。）
・「くるくるランド」の作ひん作り

毎日チャレンジ 毎日チャレンジ 毎日チャレンジ 毎日チャレンジ

・自主学習１ページ
・日記
・読書　　　　　　　　など

・自主学習１ページ
・日記
・読書　　　　　　など

・自主学習１ページ
・日記
・読書　　　　　　など

・自主学習１ページ
・日記
・読書



５／２５（月）～２９（金）の学習予定表
月 火 水 木 金

5月25日 5月26日 5月27日 5月28日 5月29日

国語 国語 国語 国語 国語

●「もっと知りたい、友だちの
こと」の学習
・P４０～４３「もっと知りたい、
友のこと」を２回読む。
・国語ノートに「友だちに知ら
せたいこと」を書いてみる。
●漢字練習
・漢ドリ⑬をドリルに練習
・漢字ノートに⑬の漢字「使・
深意・味」を使った言葉を１行
ずつ練習。最初の漢字にふり
がなをふる

●「きちんとつたえるために」
の学習
・P４４～４５「きちんとつたえる
ために」を２回読む。
・▽の問い３つを考えてみる。
●漢字練習
・漢ドリ⑭をドリルに練習
・漢字ノートに⑭の漢字「漢・
調・由・温」を使った言葉を１
行ずつ練習。最初の漢字に
ふりがなをふる

●「漢字の広場　２」の学習
・P４６の漢字にふりがなをふ
る。
・国語ノートに、絵の中の漢字
を使って「たから物をさがしに
出かけた、男の子の話」を書
く。
●漢字練習
・漢ドリ⑮をドリルに練習
・漢字ノートに⑮の漢字「酒・
問・題・章」を使った言葉を１
行ずつ練習。最初の漢字に
ふりがなをふる

●音読
・ノートに書いた「漢字の広場
２」の漢字を使ったお話を、2
回読む。
●漢字練習
・漢ドリ⑯をドリルに練習
・漢字ノートに⑮の漢字「平」、
読み方が新しい漢字「内」
「形」を一行ずつ練習。最初の
漢字にふりがなをふる。「新し
い漢字を使おう」「まちがいに
ちゅういして正しくおぼえよう」
を、漢字ノートにれんしゅうす
る。

●音読
・P４８～４９「言葉で遊ぼう」を
２回読む。
●漢字練習
・漢字ドリル⑰１～２０を漢字
ノートに書いてふりがなをふ
る。
（練習の仕方　①どうぐを使
う。②深い海のそこ。③意味
を考える。・・・⑳平たい土地。
ドリルに書いてある言葉で1回
ずつ書いて、ふりがなをふ
る。）

　国語・算数 理科 社会・体育 総合 道徳

〇９：０５～１０：０５
NHK for Shool
『おはなしのくに』
『お伝と伝じろう』
『ことばドリル』
『キミなら何つくる？』
『さんすう犬ワン』

〇９：１５～９：２５
NHK for Shool
『ふしぎエンドレス理科3年』
〇９：５５～１０：０５
NHK for Shool
『考えるカラス～科学の考え
方～』

○９：１０～９：１５
NHK for Shool
『コノマチ☆リサーチ』

〇１０：００～１０：１０
NHK for Shool
『はりきり　体育之介』

〇９：１０～９：４５
NHK for Shool　『しまった！～情
報スキルアップ～』『ドスルコ
スル』『～こどものための哲
学』
〇９：５０～９：５５
NHK for Shool 『えいごでがんこ
ちゃん』
〇９：５５～１０：０５
NHK for Shool 『エイゴビート２』

〇９：２０～９：３０
NHK for Shool
『もやモ屋』

算数 算数 算数 算数 算数

●教科書Ｐ２３～２５
・もんだい１を、教科書にや
る。
※教科書の図に、時計のはり
をかいたり、時間の線（せん）
の図を見て考えてみる。
・計ドリノートに計ドリ⑨をや
る。
・家の人に丸をつけてもらう。

●教科書Ｐ２６、２７
・もんだい２を、教科書にや
る。
※教科書の図に、時計のはり
をかいたり、時間の線（せん）
の図を見て考えてみる。
・計ドリノートに計ドリ⑩をや
る。
・家の人に丸をつけてもらう。

●教科書P２８、２９
・もんだい３を読む。とくに、
「時こくと時間の計算のしか
た」をよく読む。算数ノートに
時こくと時間のひっ算（たし算
とひき算）を計算してみる。
・計算ノートに計ドリ⑪をや
る。※もとめるしきを考えて書
こう。
・家の人に丸をつけてもｆらう。

●教科書P２９、P130
・P２９「できるようになったこ
と」１番～５番を教科書にや
る。
・Ｐ１３０「ほじゅうもんだい」
②時こくと時間（１）　１番～４
番を教科書にやってみる。
・家の人に丸をつけてもらう。

●教科書Ｐ３０
・P30「まなびをいかそう」を教
科書にやる。
・計算ノートに、計ドリ⑫をや
る。
・家の人に丸をつけてもらう。

理科 理科 社会 社会 社会

●風とゴムのはたらき
・組み立てた車を使って、理
科プリント「学習すること②」を
やる。

●風とゴムのはたらき
・風やゴムで動くおもちゃをく
ふうして作ってみたり、あそん
でみたりする。
●かんさつカードに、植物や
生き物のかんさつをする。

●教科書P１２、１３
・P１２，１３「学校のまわりの
たて物」を読む。
・P１２ ことば「　公共しせつ」
を読む。そして、「公共しせつ
やたて物の様子に注目」をた
しかめる。

●教科書P１４、１５
・P１４，１５の福岡（ふくおか）
市のしゃしんを見て、気づい
たことをノートに書き出してみ
る。

●教科書P１６、１７
・P１６、１７「市の地図を見て」
を読む。
・地図帳P３３，３４で福岡県（」
ふくおかけん）と福岡市の場
所をたしかめる。
・P１７「八方位（はちほうい）」
を見て、たしかめる。

体育・音楽 体育・音楽 体育・図工 体育・図工 体育・図工か音楽

・じゅんび体そう、なわとび練
習（なわとびカードのできたと
ころに色をぬる。）
・「校歌」を３番まで歌う。「かく
れんぼ」のピアニカの練習

・じゅんび体そう、なわとび練
習（なわとびカードのできたと
ころに色をぬる。）
・好きな歌を歌う「ゆうやけこ
やけ」のピアニカの練習

・じゅんび体そう、なわとび練
習（なわとびカードのできたと
ころに色をぬる。）
・「くるくるランド」の作ひん作り

・じゅんび体そう、なわとび練
習（なわとびカードのできたと
ころに色をぬる。）
・「くるくるランド」の作ひん作り

・じゅんび体そう、なわとび練
習（なわとびカードのできたと
ころに色をぬる。）
・「くるくるランド」の作ひん作り

毎日チャレンジ 毎日チャレンジ 毎日チャレンジ 毎日チャレンジ 毎日チャレンジ

・自主学習１ページ
・日記
・読書　　　　　　　　　など

・自主学習１ページ
・日記
・読書　　　　　　　　など

・自主学習１ページ
・日記
・読書　　　　　　など

・自主学習１ページ
・日記
・読書　　　　　　など

・自主学習１ページ
・日記
・読書
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