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 ばんぐみ まなびかた 

がっこう

の 

くらし 
 

【すたあと】 

 ①すたあとのうたではじめよう 

 ②じこしょうかいげえむ 

 ③みぎひだりであそぼう 

 ④がっこうのいちにちをうたおう 

１ ばんぐみを みる。 

２ ばんぐみと おなじことを してみる。  

（みながら してみる。いえのひとと してみる。） 

３ つぎに がっこうに いくときに、たのしみなことを まとめる。 

 （ノートにかくか、いえのひとにはなす。） 

こくご 

 

【ことばドリル】 

 ①にているかな 

 ②かなづかいのルール 

 ③カタカナのことば 

１ ばんぐみを みる。 

２ ホームページのドリルゲームをする。 

３ わかったことを のーとに まとめる。 

４ きょうかしょをみて、ひらがなれんしゅうを してみる。 

 

【おはなしのくに】 

 ①ももたろう 

 ②きんたろう 

 ③うらしまたろう 

 ④いっすんぼうし 

１ ばんぐみで よみきかせを きく。 

２ でてきたひと、できごと、おもったこと を ノートにかく。 

３ おうちの ひとに みた おはなしを しょうかい する。 

  （だれがでてきて、どんなことがおきた おはなしだったか） 

小学校１年生 
 

 

●学年
がくねん

別
べつ

に、学習
がくしゅう

におすすめの動画
ど う が

を紹
しょう

介
かい

します。 

●動画
ど う が

を使
つか

った学
まな

び方をみて、学習
がくしゅう

にいかしましょう。 

●スマホやタブレット、パソコンを使
つか

ってみるときは、おうちの人と相談
そうだん

して、ルールを決
き

めましょう。勝手
か っ て

に使
つか

ってはいけません。 

休 校 中
きゅうこうちゅう

 お家
うち

で学
まな

んでいる みなさんへ 
 

4・5 月の「お家での学び」に役立つ NHK for School 学び方ガイド 
 

https://www.nhk.or.jp/seikatsu/start/?das_id=D0005280031_00000
https://www.nhk.or.jp/seikatsu/start/?das_id=D0005280032_00000
https://www.nhk.or.jp/seikatsu/start/?das_id=D0005280033_00000
https://www.nhk.or.jp/seikatsu/start/?das_id=D0005280034_00000
https://www.nhk.or.jp/kokugo/drill/?das_id=D0005150191_00000
https://www.nhk.or.jp/kokugo/drill/?das_id=D0005150192_00000
https://www.nhk.or.jp/kokugo/drill/?das_id=D0005150193_00000
https://www.nhk.or.jp/kokugo/drill/origin/drills.html
https://www.nhk.or.jp/kokugo/ohanashi/?das_id=D0005150127_00000
https://www.nhk.or.jp/kokugo/ohanashi/?das_id=D0005150152_00000
https://www.nhk.or.jp/kokugo/ohanashi/?das_id=D0005150130_00000
https://www.nhk.or.jp/kokugo/ohanashi/?das_id=D0005150153_00000
https://www.nhk.or.jp/seikatsu/start/
https://www.nhk.or.jp/kokugo/drill/
https://www.nhk.or.jp/kokugo/ohanashi/


さんすう 

 

【さんすう犬ワン】 

 ①なんばんめ？～順番～ 

 ②かぞえられるかな？ 

～１０より大きい数～ 

１ ばんぐみを みる。 

２ わかったことを ノートに かく。 

３ きょうかしょの「なんばんめのもんだい」をとく。 

         （「１０より大きい数のもんだい」をとく。） 

せいかつ 

 

【おばけの学校 たんけんだん】 

 ①わくわく学校たんけん 

 ②はるのすてき み～つけた 

１ ばんぐみを みる。 

２ わかったことを のーとにかく。 

３ がっこうがはじまって してみたくなったことを おうちのひと

に はなす。 

  （いえのひとが いそがしいときは、のーとに かいてね。） 

どうとく 

 

【新 ざわざわ森のがんこちゃん】 

 ①あいさつはだれのため 

 ②えんぴつの家出 

 ③バンバンのにがてなこと 

１ ばんぐみを みる。 

２ でてきたひとの いいところみつけ（すてきさがし）をする。 

３ じぶんが まねしたい やさしいきもちを おうちのひとに  

はなす。 

がっかつ 

 

【でーきた】 

 ①あいさつ 

 ②てあらい 

 ③しっかりたべよう 

 ④たべるマナー 

１ ばんぐみを みる。 

２ だいじなことを のーとに まとめる。 

３ じぶんで やってみる。 

４ おうちの ひとに できているか、きいてみる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nhk.or.jp/sansuu/wan/?das_id=D0005160052_00000
http://www.nhk.or.jp/sansuu/wan/?das_id=D0005160055_00000
http://www.nhk.or.jp/sansuu/wan/?das_id=D0005160055_00000
https://www.nhk.or.jp/seikatsu/obake/?das_id=D0005280011_00000
https://www.nhk.or.jp/seikatsu/obake/?das_id=D0005280012_00000
https://www.nhk.or.jp/doutoku/ganko/?das_id=D0005130181_00000
https://www.nhk.or.jp/doutoku/ganko/?das_id=D0005130187_00000
http://www.nhk.or.jp/doutoku/ganko/?das_id=D0005130182_00000
http://www.nhk.or.jp/tokkatsu/dekita/?das_id=D0005170171_00000
http://www.nhk.or.jp/tokkatsu/dekita/?das_id=D0005170186_00000
http://www.nhk.or.jp/tokkatsu/dekita/?das_id=D0005170187_00000
http://www.nhk.or.jp/tokkatsu/dekita/?das_id=D0005170188_00000
https://www.nhk.or.jp/sansuu/wan/
https://www.nhk.or.jp/seikatsu/obake/
https://www.nhk.or.jp/doutoku/ganko/
http://www.nhk.or.jp/tokkatsu/dekita/


 

 ばんぐみ まなびかた 

こくご  

【ことばドリル】 

 ①はんたいのことば 

 ②にてるけど ちがうことば 

１ ばんぐみを みる。 

２ ホームページのドリルゲームをする。 

３ わかったことを ノートに まとめる。 

４ はんたいのことばを もっとみつけて ノートにかく。 

  （にてるけど ちがうことばを もっとみつけて ノートにかく。） 

 

【おはなしのくに】 

①きたかぜをたいよう 

②おむすびころりん 

③ブレーメンのおんがくたい 

１ ばんぐみで よみきかせを きく。 

２ でてきた人、できごと、おもったこと を ノートにかく。 

３ おうちの人に みた おはなしを しょうかい する。 

（だれがでてきて、どんなことがおきた おはなしだったか） 

さんすう 

 

【さんすう犬ワン】 

 ①ものさし つくれる？～長さの単位～ 

 ②なんじなんぷん？ ～時こくのよみ方 ～ 

１ ばんぐみを みる。 

２ わかったことを ノートに かく。 

３ きょうかしょの「ながさのもんだい」をとく。 

（おうちの人と時計をよむ れんしゅうをする。） 

せいかつ 

 

【おばけの学校 たんけんだん】 

 ①かぞく にっこり大さくせん 

 ②うごくおもちゃ大しゅう合！ 

１ ばんぐみを みる。 

２ わかったことを ノートにかく。 

３ じぶんも やってみよう！ 

どうとく 

 

【銀河銭湯 パンタくん】 

 ①あたらしいともだち 

 ②もったいない！ゴミほどお宝！？ 

 ③朝も昼も夜もあそびたい！ 

１ ばんぐみを みる。 

２ でてきた人の いいところみつけ（すてきさがし）をする。 

３ じぶんが まねしたい やさしいきもちを おうちのひとに 

はなす。 

がっかつ 

 

【でーきた】 

①たいちょうかんり 

②かたづけ 

③たべるマナー 

１ ばんぐみを みる。 

２ だいじなことを ノートに まとめる。 

３ じぶんで やってみる。 

４ おうちの 人に できているか、きいてみる。 

 

小学校２年生 
 

https://www.nhk.or.jp/kokugo/drill/?das_id=D0005150195_00000
https://www.nhk.or.jp/kokugo/drill/?das_id=D0005150196_00000
https://www.nhk.or.jp/kokugo/drill/origin/drills.html
https://www.nhk.or.jp/kokugo/ohanashi/?das_id=D0005150133_00000
https://www.nhk.or.jp/kokugo/ohanashi/?das_id=D0005150139_00000
https://www.nhk.or.jp/kokugo/ohanashi/?das_id=D0005150299_00000
http://www.nhk.or.jp/sansuu/wan/?das_id=D0005160054_00000
https://www.nhk.or.jp/sansuu/wan/?das_id=D0005160069_00000
https://www.nhk.or.jp/seikatsu/obake/?das_id=D0005280016_00000
https://www.nhk.or.jp/seikatsu/obake/?das_id=D0005280022_00000
https://www.nhk.or.jp/doutoku/panta/?das_id=D0005130221_00000
http://www.nhk.or.jp/doutoku/panta/?das_id=D0005130223_00000
http://www.nhk.or.jp/doutoku/panta/?das_id=D0005130247_00000
http://www.nhk.or.jp/tokkatsu/dekita/?das_id=D0005170180_00000
http://www.nhk.or.jp/tokkatsu/dekita/?das_id=D0005170175_00000
https://www.nhk.or.jp/tokkatsu/dekita/?das_id=D0005170188_00000
https://www.nhk.or.jp/kokugo/drill/
https://www.nhk.or.jp/kokugo/ohanashi/
https://www.nhk.or.jp/sansuu/wan/
https://www.nhk.or.jp/seikatsu/obake/
http://www.nhk.or.jp/doutoku/panta/
https://www.nhk.or.jp/tokkatsu/dekita/

