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こんしゅうのかてい学しゅう（２／１４～２／１８）

１年（ ）くみ（ ）ばん 名まえ（ ）

タブレットをつかって，学しゅうしましょう。じぶんでかんがえながらべんきょうしてみましょう。
いばらき はんせい

時間 べんきょうすること オンライン ◎
スタディ ○

じゅんびぶつ：かん字ドリル，らくらくノート △
さんすうドリル、らくらくノート

ずこうのきょうかしょ

ずこうのざいりょう

8:00~8:10 あさのかい けんこうかんさつ
・Teams（青いＴマーク）をタップ

① ・じぶんのクラスをえらぶ。

2/14 ・「あさのかい」をタップ
（月） ・１年生をえらぶ。

8:35 かん字ドリル㉚㉛㉜
~ １じかん目 ・らくらくノートにやる。

9:20 こくご

9:25 けいさんドリル㉒㉓㉔
~ ２じかん目 ・らくらくノートにやる。

10:10 さんすう

10:15 「かみざらコロコロ①」※１
~ ３じかん目 （５０～５１ページ）

11:00 ずこう ・ころがるかたちをつくる。

11:00 かえりのかい ・じぶんのクラスをえらぶ。
~11:10 ・「かえりのかい」をタップ

※しゅくだい … けいさんドリル㉕㉖（らくらくノート）

いばらき はんせい

時間 べんきょうすること オンライン ◎
スタディ ○

じゅんびぶつ：かんぺき！そうしあげ △
ずこうのきょうかしょ

ずこうのざいりょう

8:00~8:10 あさのかい けんこうかんさつ
・Teams（青いＴマーク）をタップ
・じぶんのクラスをえらぶ。
・「あさのかい」をタップ

② ・１年生をえらぶ。

2/15 8:35 ①「かんぺき！そうしあげ」（４ページ，

（火） ~ １じかん目 １０ページ）
9:20 こくご

9:25 ①「かんぺき！そうしあげ」 なんじなんじはん

~ ２じかん目 （１７ページ，１９ページ） なんじなんぷん

10:10 さんすう

10:15 「かみざらコロコロ②」
~ ３じかん目 （５０～５１ページ）

11:00 ずこう ・かざりをつける。
・しゃしんを先生におくる。
（オクリンクをつかう）

11:00 かえりのかい ・じぶんのクラスをえらぶ。
~11:10 ・「かえりのかい」をタップ

※しゅくだい … かん字ドリル㉝（プリント），けいさんドリル㉗（らくらくノート），
こくごプリント（４２・４３ページ）
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いばらき はんせい

時間 べんきょうすること オンライン ◎
スタディ ○

じゅんびぶつ：かんぺき！そうしあげ △
ふるさといばらきまち

クーピー

8:00~8:10 あさのかい けんこうかんさつ
・Teams（青いＴマーク）をタップ

③ ・じぶんのクラスをえらぶ。

2/16 ・「あさのかい」をタップ
（水） ・１年生をえらぶ。

8:35 ①「かんぺき！そうしあげ」
~ １じかん目 （１１～１２ページ）

9:20 こくご

9:25 ①「かんぺき！そうしあげ」
~ ２じかん目 （２０，２１ページ）

10:10 さんすう

10:15 「ふるさといばらきまち」
~ ３じかん目 ①よみきかせをきく。

11:00 生かつ ②ひぬ丸くんについてしろう。

11:00 かえりのかい ・じぶんのクラスをえらぶ。
~11:10 ・「かえりのかい」をタップ

※しゅくだい … かん字ドリル㉞（プリント），けいさんドリル㉘（らくらくノート），
こくごプリント（４４・４５ページ）

いばらき はんせい

時間 べんきょうすること オンライン ◎
スタディ ○

じゅんびぶつ：かんぺき！そうしあげ △
ずこうのきょうかしょ

ずこうのざいりょう

8:00~8:10 あさのかい けんこうかんさつ
・Teams（あおいＴマーク）をタップ

④ ・じぶんのクラスをえらぶ。

2/17 ・「あさのかい」をタップ
（木） ・１年生をえらぶ。

8:35 ①「かんぺき！そうしあげ」
~ １じかん目 （１４，１９ページ）

9:20 こくご

9:25 ①「かんぺき！そうしあげ」
~ ２じかん目 （２２～２４ページ）

10:10 さんすう

10:15 「にょきにょきとびだせ①」※２
~ ３じかん目 （５６～５７ページ）

11:00 ずこう ・とび出すしくみをかんがえる。

11:00 かえりのかい ・じぶんのクラスをえらぶ。
~11:10 ・「かえりのかい」をタップ

※しゅくだい … かん字ドリル㉟（プリント），けいさんドリル⑫⑬（ノート），
こくごプリント（４６・４７ページ） プリントをはる
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いばらき はんせい

時間 べんきょうすること オンライン ◎
スタディ ○

じゅんびぶつ：こくごのきょうかしょとノート △
こくごぷりんと，のり

ずこうのきょうかしょ

ずこうのざいりょう

8:00~8:10 あさのかい けんこうかんさつ
・Teams（青いＴマーク）をタップ

⑤ ・じぶんのクラスをえらぶ。

2/18 ・「あさのかい」をタップ
（金） ・１年生をえらぶ。

8:35 「ことばをあつめよう」
~ １じかん目 ①プリント①をやる

9:20 こくご ②ノートにはる。
③「かんぺき！そうしあげ」
（２１ページ）

9:25 ①「かんぺき！そうしあげ」
~ ２じかん目 （２５～２６ページ）

10:10 さんすう

10:15 「にょきにょきとびだせ②」
~ ３じかん目 ・かざりをつけて，しあげをする。

11:00 ずこう ・しゃしんを先生におくる。
（オクリンクをつかう）

11:00 かえりのかい ・じぶんのクラスをえらぶ。
~11:10 ・「かえりのかい」をタップ

※しゅくだい … かん字ドリル㊱（プリント），けいさんドリル⑭⑮（ノート），
こくごプリント（４８・４９ページ）

おねがい

○ しゅくだいは，ごごのじかんにじしゅ学しゅうとして，とりくみましょう。
○ 音どくカード（たしざん・ひきざんカード）も つづけましょう。
→レベルアップ…たしざん・ひきざんカードを，ばらばらにしてやってみましょう。
○ どくしょのカードも５０さついじょうを目ざして，どんどんよみましょう。
◎ プリント（こくご・かん字ドリル・けいさんドリル⑫⑬）は，ぜんぶピンクのファイ
ルにはさんであります。
○ あのねノート（１日ぶん）をかきましょう。（かける人は，なん日ぶんでもいいです。）
※１「かみざらコロコロ」のざいりょう（きょうかしょ５０～５１ページを見る）
・かみざら（２まい），かみコップやつつ，セロハンテープ，ボンド，はさみ，のり
そのた（かざりにするもの）…など。

※２「にょきにょきとびだせ」のざいりょう（きょうかしょ５６～５７ページを見る）
・ビニールぶくろ（かさを入れるほそながいもの，てぶくろなど），はこ，かみコップ，
ストロー（まがるものがよい），はさみ，のり，セロハンテープ，そのた（かざりにす
るもの）…など。

→ お家の方へ

◎ 1/31 ～ 2/10 までの生活科のプリントや算数ノート（プリント）は，2/14 からの課題を
取りに来た時に赤いファスナーのファイルに入れて持ってきてください。
○ お忙しい中ですが，宿題のまる付けのご協力をお願いします。
○ 登校して学習している場合は，忘れ物がないようご確認ください。また，お家で充電
しておいてください。水筒を持たせてくださるようお願いします。

オンラインによる学習が延長されました。ご家庭での負担が続くことになり
ますが，学校が再開したときの学習につながるように計画しましたので，ご協力
お願いします。

１学年担任一同


