
 

 

 

 

４／２８（か）から５／８（きん）までに、 おうちで する がくしゅう 

 

【がくしゅうの まえに すること】 

□えんぴつの もちかた ぷりんとと、 こくごの きょうかしょの 14 ぺーじを みて、 

えんぴつの もちかたを みなおしましょう。 また、 15 ぺーじには、 かくときの

しせいが のっています。 しせいを ただして かくように しましょう。 

 

【ひによって かわる がくしゅう】  ※さんすうは、 どうがを みましょう。 

 こくご さんすう 

４／２８ 

（か） 

ひらがな ぷりんと 「 く 」を しま

しょう。 いろぬりも しましょう。 

※ひらがな ぷりんとは、 すべて 

うらおもて あります。 

おなじ かずの なかまを さがしましょう。

（きょうかしょ６・７ぺーじ） いくつ ある

か たしかめて みましょう。 

４／２９ 

（すい） 

ひらがな ぷりんと 「 へ 」を しま

しょう。 いろぬりも しましょう。 

（きょうかしょ６・７ぺーじ）  てれび、 こ

くばん、 ごみばこ、 きつね、 らんどせるは、 

どこの なかまに はいる でしょうか。 

４／３０ 

（もく） 

ひらがな ぷりんと 「 い 」を しま

しょう。 いろぬりも しましょう。 

きょうかしょの ８ぺーじの まるに いろを

ぬり、 ９ぺーじには、 えんぴつで、 すうじ

を かく れんしゅうを しましょう。 

福住小学校１年生 

学年通信 No.６ 

2020 年４月 27 日 
 

 



５／１ 

（きん） 

ひらがな ぷりんと 「 り 」を しま

しょう。 いろぬりも しましょう。 

きょうかしょ 10 ぺーじを みて、 いくつか 

かぞえ、 すうじを しかくに かきましょう。 

※さんすうの きょうかしょ １１ぺーじは、 がっこうに きたときに、いっしょに します。 

 

 こくご さんすう 

５／４ 

（げつ） 

ひらがな ぷりんと 「 こ 」を しま

しょう。 いろぬりも しましょう。 

５は いくつと いくつ（きょうかしょ １２

ぺーじ）５は いくつと いくつ でしょう。 

あおい しかくに、 すうじを かきましょう。 

５／５ 

（か） 

ひらがな ぷりんと 「 に 」を しま

しょう。 いろぬりも しましょう。 

５は いくつと いくつ（きょうかしょ １３

ぺーじ）５は いくつと いくつで できます

か。 しかくには、 すうじを かいて、 まる

には、 あかで いろを ぬりましょう。 

５／６ 

（すい） 

ひらがな ぷりんと 「 の 」を しま

しょう。 いろぬりも しましょう。 

さんすう ぷりんと（５までのかず(1)）に、 

なまえを かいて、 やってみましょう。 

※さんすう ぷりんとには、 すべて こたえ 

ぷりんとを つけています。 

５／７ 

（もく） 

ひらがな ぷりんと 「 て 」を しま

しょう。 いろぬりも しましょう。 

さんすう ぷりんと（５までのかず(2)(3)）

に、 なまえを かいて、 やってみましょう。 

５／８ 

（きん） 

ひらがな ぷりんと 「 う 」を しま

しょう。 いろぬりも しましょう。 

さんすう ぷりんと（５までのかず(4)(5)）

に、 なまえを かいて、 やってみましょう。 

 

 

 うらへ つづく 



【まいにち すること】 

□はははしらべを、 おうちの ひとと しましょう。 

□おんどく・・・こくごの きょうかしょを ようい しましょう。 

おんどく かーどに かいてある ところを よみましょう。 

よみ おわったら、 しるしを つけて、 おうちの ひとに さいんを 

して もらいましょう。 

 

 

【やってみよう】 

□NHK for school で、 えいごに ふれて みましょう。 

・しょうがく １ねん、２ねん れべる・・・えいごで がんこちゃん 

・しょうがく ３ねん、４ねん れべる・・・えいご びーと 

□えほんを よみましょう。 

□おうちの ひとの おてつだいを しましょう。 

□おうちの ひとと いっしょに、 からだを うごかしましょう。 

 

 

 

 

～おうちのかたへのおねがい～ 

・こくご ぷりんとと、 さんすう ぷりんとは、 まるつけを おねがいします。 

・かだい として だした ぷりんとるいは、 かならず ほかんを おねがいします。 


