
Ｒ１ 土堂小学校 臨時休業中の課題 （３/１４～３/２５） ●提出する，○提出しない，☆答え合わせをする 

※提出物は，あゆみを取り来られる際，３／２６（木）の１３：３０～１６：５０までに提出してください。ご都合の悪い方はご連絡ください。 

 
低学年 

1 年 2 年 

国語 

○「おもいでブック」をつくろう p130 
１年間をふりかえって一番心に残っていることを国語のノートに文章に
して書く。 
○「花いっぱいになあれ」「じゃんけん」「花さかじいさん」音読をする。
☆「スイミー」のテストをする。 
●漢字ドリル上・下を繰り返し漢字練習帳に１日１ページ以上練習する。

●「ことばのアルバムを作ろう」１年間の思い出や頑張ったことを作文
に書く。１２日・１３日に配布した原稿用紙に書く。 

●漢字ドリル上・下を繰り返し漢字練習帳に練習する。１日ノート２ペ
ージ以上。（ノートは新しく配布した物か家庭にある物を使う） 

●書写ノートやうつしまるくんの残りをする。（残りがある人のみ） 
○教科書 P.148「ないた赤おに」を音読する。 

算数 

●P138～146 教科書の問題を自主勉ノートに解く。 
 P144,145 の問題（①，○あ，○い）については，５つのパズルの形が印刷
してあるプリントを配布しているので，そのプリントのパズルを切り取
ってノートに貼って提出します。 
☆「かたち」白プリント４枚 
☆「かたち（２）とけい（２）」のテストをする。 
○たしざん（１）（２）・ひきざん（１）（２）の計算カードを一日一回以
上練習する。 

●☆計算ドリル１～３学期を繰り返しノートに練習する。１日ドリル２
ページ以上。（ノートは新しく配布した物か家庭にある物を使う） 

生活 
●１年間で楽しかったことを３つ書き，一番思い出に残っているものの
絵を描く。（いろぬりもしまず。） 

 

図工  
○「ともだち見つけた！」を家で作成。画用紙は、12 日・13 日に配布し
た物を使う。 

体育 
体力作り 

○なわとびをする。いろいろな技に挑戦する。 
○縄跳びをする。特に前跳び・後ろ跳びを５分間引っかからず跳べるよ
うに練習する。 

○毎日カードの体力つくりの宿題から好きなものを選んで行う。 

道徳   

読書貯金 ○読書 ５冊以上 ○読書 ５冊以上 

 

 

 

Ｒ１ 土堂小学校 臨時休業中の課題 （３/１４～３/２５） ●提出する，○提出しない，☆答え合わせをする 

※提出物は，あゆみを取り来られる際，３／２６（木）の１３：３０～１６：５０までに提出してください。ご都合の悪い方はご連絡ください。 



 
中学年 

3 年 4 年１組 ４年２組 

国語 

●☆漢字ドリル２，３，４，５，６，７，８，９，

10，11，12，13，14，15，16，17，18，19，20，

21，22，23，24，25，26，27，28，29，30，31，

32，33，34，35，36, 37, 38,  

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,  

49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 

（ドリルに書き込み。答え合わせやなおしまです

ること。） 

●☆３年まとめテスト（３年２組提出） 

●☆１２日 or１３日に渡したプリント 

○☆プリント７枚 

●作文（十年後の自分に手紙を書こう） 

 教科書ｐ１５０を参考にする。 

配付した作文用紙に，３００～４００字で書

く。 

○☆プリント７枚 

●読書感想文 

 図書は自由に選んでよい。 

 配付した作文用紙に，６００～８００字で書

く。 

 １行目に題，２行目に名前，３行目から本文

を書く。 

算数 

●☆計算ドリル 17，18，19，20，22，23，24，25，

26，27，28，29，30，31，32（ドリルに書き込み。

答え合わせやなおしまですること。） 

●☆EX２けたをかけるかけ算テスト 

（３年２組提出） 

●☆１２日 or１３日に渡したプリント 

●☆教科書ｐ１２６～１２９ 

 式・答えをノートに書く。 

●☆教科書ｐ１３０～１３３ 

 教科書に書きこむ。 

●☆教科書ｐ１２６～１２９ 

 式・答えをノートに書く。 

●☆教科書ｐ１３０～１３３ 

 教科書に書きこむ。 

社会  
  

理科  

●実験「空気中の水じょう気を水にもどせるか」

 教科書ｐ１６５実験２を行う。 

 ビーカーの代わりにコップでも可 

 ノートに，「実験の方法，結果，考察」を書き，

実験したことをまとめる。 

●理科プラス 

 全てのページに書きこむ。 

 

音楽 

○リコーダー（ハイホー，オーラリー，小さな木

の実）1日３回ずつ 

○リコーダー（こきょうの春，まつりうた，世界

に一つだけの花，もののけ姫，ハローサミング）

の中から 1日３曲３回ずつ 

○リコーダー（こきょうの春，まつりうた，世

界に一つだけの花，もののけ姫，ハローサミン

グ）の中から 1日３曲３回ずつ 

図工 ○ゴムの力で 

○ゴーゴードリームカー 

 楽しんで作ってください 

 



体育 
体力作

り 
○マラソン or なわとび 

○なわとび（二重跳び等） ○なわとび（二重跳び等） 

読書 
貯金 

○読書２冊 ○読書２冊 ○読書２冊 

その他 

○日記 1日分（４年生に向けて） 

●自主勉強（毎日する。都道府県，ローマ字，漢

字，計算，モジュールでしたものなど） 

○道徳「れいぎ正しい人」ｐ１５８を読み，「ど

うとくノート」ｐ３６を書く。 

●「土堂っ子ノート」プリント 

（２６日にあゆみを取りに来られたとき持って

きてください。） 

○日記（１日分） 

●自主勉強（毎日２ページ以上する。苦手なとこ

ろの復習，５年生の予習等をノートに書く。）

○日記（１日分） 

●自主勉強（毎日２ページ以上する。苦手なと

ころの復習，５年生の予習等をノートに書

く。） 
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※提出物は，荷物を取り来られる際，３／２６（木）の１３：３０～１６：５０までに提出してください。ご都合の悪い方はご連絡ください。 

高学年 



5 年 6 年 

国語 

●「わたしの文章見本帳をつくろう」プリント P.236～238 

○☆「大造じいさんとがん」プリント 

●☆「大造じいさんとがん」テスト 

 

○☆教科書 P.123，128，150，212 

漢字を書いて自分で答え合わせ（国語ノート）答えは P.289 

○漢ド 5 13 17 

漢字ノートへそれぞれ，２回ずつ行う 

○☆「君たちに伝えたいこと」テスト 

 配られた答えを見て直しと答え合わせも行う 

○テスト直し 

配られた答えを見て行う 

○☆学力調査トレーニング 

   配られた答えを見て直しと答え合わせも行う 

    （テストと一緒に１２日・１３日に配布しています） 

算数 

●➀教科書 P.250 問題➀～➃（自主勉ノート） 

○➁教科書 P.250 問題➄・確かめよう（方眼紙に書いて作る） 

●➂教科書 P.251 問題➀～➂ 赤い点線の中を写す（自主勉ノート） 

○➃教科書 P.251 問題➃・確かめよう（方眼紙に書いて作る） 

●➄教科書 P.252・253（自主勉ノート） 

○☆➅「立体」プリント 

●☆➆「立体」テスト 

○☆➇教科書 P.256～260（計ドノート）答えは P.278 

○☆➈計ド１６・２０・２１・２３～２６（書きこみ）答え合わせもす

ること 

○☆教科書 P.191～205 

ノートにして自分で答え合わせをする 

○☆計ド 17～33（ノートに行い，答え合わせも） 

○☆学力調査トレーニング 

   配られた答えを見て直しと答え合わせも行う 

    （テストと一緒に１２日・１３日に配布しています） 

社会 

●➀教科書 P.128～135 を読んでノートにまとめる（自主勉ノート） 

  ３ページ以上 

※文だけでなく，写真などの資料から分かったことも取り入れる。 

※大切なことばをおさえる。 

○☆➁「環境をまもるわたしたち」プリント 

●☆➂「環境をまもるわたしたち」テスト 

○☆テスト「世界の未来と日本の役割」（１組のみ） 

   配られた答えを見て直しと答え合わせも行う 

○テスト直し 

配られた答えを見て行う 

○☆学力調査トレーニング 

   配られた答えを見て直しと答え合わせも行う 

    （テストと一緒に１２日・１３日に配布しています） 

○教科書上 P.23,29,33,50,56,59,68,79,102,114,120,125,129,131, 

135,140,142,149,152 

      このページにある年表をノート写して，歴史の出来事を整



理する。 

理科 

全て自主勉ノートに書きましょう。 

〇➀フットサルロボの説明書「実験１」をやって，前回ノートにまとめ

たことを確かめる。 

●➁教科書 P.159 の「問題」「方法」をノートに写す。 

●☆➂電流計の使い方（プリント）教科書 P.162・163 

〇➃フットサルロボの説明書「実験２－１」「実験２－２」をして，く

っついたくぎの数を確かめる。 

●➄教科書 P.164 の結果の表と考察をノートに写す。 

●➅学習のふり返りを書く。 

●➆理科プラス P.39～41 

●☆➇理科プラス P.42～47 

○☆➈「電磁石のはたらき」プリント 

●☆➉「電磁石のはたらき」テスト 

○☆「自然とともに生きる」ミニプリント 

○☆「自然とともに生きる」テスト 

   配られた答えを見て直しと答え合わせも行う 

○☆学力調査トレーニング 

   配られた答えを見て直しと答え合わせも行う 

    （テストと一緒に１２日・１３日に配布しています） 

○教科書 P.82～96 の実験の方法や実験結果をノートにまとめる。 

○次の質問に対する答えをノートに書く 

 ①なぜ月は光っているのか。 

 ②月はどのように動くのか。 

 ③肝臓，腎臓，胃，小腸，大腸，心臓はそれぞれどのような働きをし

ているのか。 

音楽 ○リコーダー「風とケーナのロマンス」１日３回  

家庭科  ●小物作りが途中の人は完成させる（卒業式に持って来る） 

図工 
○物語から広がる世界 教科書 P.40,41 
画用紙に，今まで読んだ本の中で心に残っている場面を絵に表す。（色
付けの方法は自由） 

 

読書貯金 ○読書２冊 ○読書３冊 

その他 

○太鼓ムービーが見れる人は１日 1回手を動かしながら見る 
龍…「龍神」 雷…「嵐」「絆」1日ごとに交互に。 
※どの曲も次に叩くときには，最後まで通せるようにしておくこと。 
○道徳「かぜのでんわ」を読んで，道徳ノートを書く。 

○道徳「最後のおくり物」「のぼさんの夢―正岡子規―」を読んで，道

徳ノートを書く。 

○作文（１つテーマにつき，２P以上書く） 

 ①「１年間を振り返って」②「中学生に向けて」 

 


