令和２年度

３年生学習予定表

唐櫃小学校

２７日（月）

２８日（火）

家庭学習日

時間を決めて取り組んでいこう！45 分間は続けて…
２９日（水）

家庭学習日

３０日（木）

家庭学習日

（45 分は続けて）

（45 分は続けて）

（45 分は続けて）

時間をいしきしてやっていこう

時間をいしきしてやっていこう

時間をいしきしてやっていこう

計画的に
計画的に
➀「ぜったいにすること」でま ➀ かだいの見直し
だ終わっていないもの
・かだいを見直して、
「ていね
・プリントの問題などでまち
いではない…」と自分で思
がえたものがあれば、もう
うものやぬけているところ
一度チャレンジしよう。
をやり直そう。
②「ぜったいにすること」でま ②音読カード第 2 弾＋国語タイ
ム（どきん）
だ終わっていないもの
終わっていたら本を読もう★ 【唐櫃小 HP3 年生を見て】
・読書カードにきろく
れんしゅう

➂音読カード第 2 弾＋国語タ ➂ローマ字の練 習
イム（わかば）
・P.２３→小文字、大文字
【唐櫃小 HP3 年生を見て】
「A～Z」まで書こう
「おうちでトレーニング」 「おうちでトレーニング」
④算数タイム
④算数タイム

HP：唐櫃小学校ホームページ
５月１日（金）

家庭学習日

家庭学習日

（45 分は続けて）

（45 分は続けて）

時間をいしきしてやっていこう

時間をいしきしてやっていこう

登校日から 2 週間
です。
そろそろプリントに

計画的に
計画的に
計画的に
書いてあった「ぜった
いすること」は終わっ
➀音楽にチャレンジ
➀音楽にチャレンジ
➀音楽にチャレンジ
・「春の小川」を歌おう。
・
「春の小川」の音かいで ・「春の小川」の音かいで ているかな…
「めん
その後、音かいを教科書
歌おう。
（ミ、ソ、ラ、ソ…）
歌おう。
（ミ、ソ、ラ、ソ…） 「少ししんどいな」
どくさいな」
その後、けんばんハーモ
その後、けんばんハーモ
に書きこもう。
ニカでえんそうしよう。

（ミ、ソ、ラ、ソ…）

②漢字ドリル１３、１４
地図帳 P,１世界発見

②漢字ドリル１５、１６
地図帳 P,１１～１４

・日本に赤えんぴつで「〇」
パンダ,コーヒー豆,バナナ
・P,９～１０ 読んで問題に答えよう

P,４５から「有馬」
P,４７から「ありまぐち」をさ
がして赤えんぴつで「〇」

ニカでえんそうしよう。

と思うことをがんば
ることで力はついて
いきます。

②音読カード第 2 弾＋国語
タイム（図書館たいていだん）
まずは三日間、
【唐櫃小 HP3 年生を見て】

まだ続けて一週間
（7 日）、
さらに一カ月、そし
て三カ月…

➂音読カード第 2 弾＋国語タ ➂音読カード第 2 弾＋国語 ➂ローマ字の練習
イム（きつつきの商売➀）
タイム（きつつきの商売②） ・P.２３→小文字、大文字
ここまでたどりつ
【唐櫃小 HP3 年生を見て】 【唐櫃小 HP3 年生を見て】 「A～Z」まで書こう
けば、
「本物」です！

「おうちでトレーニング」
④算数タイム

「おうちでトレーニング」 「おうちでトレーニング」

④算数タイム

④算数タイム

しゅうかん

うご

人は、 習 慣 で動 き
やすいものなので、
その習慣をつける

・「３年生だ！めざせ九九名人」 ・「３年生だ！めざせ九九名人」
・「３年生だ！めざせ九九名人」 ・「３年生だ！めざせ九九名人」 ・「３年生だ！めざせ九九名人」
・３年生 算数教科書 P,２ ・３年生 算数教科書 P,8～10 ・３年生 算数教科書 P,11 ・３年生 算数教科書 P,12 ・３年生 算数教科書 P,13
たいへん
まで、大変であり、
「学びのとびら」
「九九を見なおそう」
「九九を見なそう（問題）
」 「九九を見なおそう②」
「九九を見なおそう➂」
【唐櫃小ＨＰ3 年生を見て】 【唐櫃小ＨＰ3 年生を見て】 【唐櫃小ＨＰ3 年生を見て】 【唐櫃小ＨＰ3 年生を見て】 【唐櫃小ＨＰ3 年生を見て】 習 慣 づ け る こ と が
⑤理科教科書(Ｐ,7～)【唐櫃小Ｈ ⑤理科教科書(Ｐ,14～)【唐櫃 ⑤理科教科書(Ｐ,18～)【唐櫃小 ⑤理科教科書(Ｐ,22～)【唐櫃 ⑤理科教科書(Ｐ,29～)【唐櫃小 大切です。
き そ が く りょく

Ｐ】＋基礎学 力 アップタイム

き そ が く りょく

き そ が く りょく

ＨＰ】＋基礎学 力 アップタイム

小ＨＰ】＋基礎学 力 アップタイム

き そ が く りょく

き そ が く りょく

小ＨＰ】＋基礎学 力 アップタイム

ＨＰ】＋基礎学 力 アップタイム

・からとベーシック
・読書→カードにきろく

・からとベーシック
・からとベーシック
・からとベーシック
・読書→カードにきろく
・読書→カードにきろく
・読書→カードにきろく
・「できればやってみよう！」のものやじ分で考えたもの、お家にあるものにどんどんチャレンジしていこう☆
もん ぶ か がくしょう

「文部科学 省

おうえん

子どもの学び応援サイト」に ➀「ちびむすドリル＆ドリルの王様」 ②NHK
ふくしゅう

よ しゅう

じ ぶん

にが て

for school
よ しゅう

きょういくしゅっぱん

③教育出版

・からとベーシック
・読書→カードにきろく

３ステップドリル
しょうかい

といったものがあり、そこで復 習 や予 習 ができます。自 分 が苦 手なものは学年をもどってやってみよう！予 習 として見てほしいものは下に 紹 介 します。

【NHK

for school】
ちょうせん

算数…「ワンからのもんだい」（シリーズ）
社会…このまち☆リサーチ 第１回・第２回
音楽…おんがくブラボー「リコーダーに挑 戦しよう」
理科…ふしぎエンドレス「ふしぎを見つけるには？」
英語…エイゴビート「ぼくはランディ」
総合…こどものための哲学
か がわ て る ゆ き

こ ん ちゅう

香川照之の昆 虫 すごいぜ２時間目「モンシロチョウ」

「なんで勉強しなきゃいけないの？」

しんどい、めんどう
だと感じていたこ
とを当たり前にで
きるようになった
あなたは力が伸び
ているしょうこで
すよ！

