
臨時休業期間における各学年各教科等の家庭学習例（小学校） 
【新２年】  【新３年】  【新４年】  【新５年】  【新６年】 

 

【新２年】 

※前学年の教育課程をもとに、前学年の教科書のページ数を示していますので、ご留意ください。 

教科 内容 

国語 領域及び事項別に示しています。【共通】は、全領域及び事項に関する内容です。 

【共通】 

・学校で配付されたワークやプリント等に取り組む。 

・読書をする。 

【書くこと】 

・「じぶんのたからもの」や「すきなどうぶつ」等、書きたいことを見つけ、作

文を書く。書いた作文を、読み返し、修正する。（参考：下 p20） 

・これまでに学習した漢字を用いて、文や手紙、日記等を書く。 

（参考：下 p137～139、上 p96、下 p74～75） 

【読むこと】 

・学習した教材（物語や説明文等）を、「はっきりとした発音で読むこと」や「す

らすら読むこと」を意識して音読する。 

【国語の特質に関する事項】 

・身の回りから「かたかな」を用いた言葉を探し、ノートに片仮名で書く。 

（参考：上 p112～113、下 p36～37、p72～73、p134～136） 

・漢字スキルや漢字ドリルを用いて、漢字の練習をする。 

算数 【ペーパー教材】教科書下 P70,71「１年のふくしゅう」 

【デジタル教材】 

・大日本図書「デジタルデータバンク」 

 『ウェブでたのしい算数』の１年生のコンテンツ 

https://www.dainippon-tosho.co.jp/digital_databank/ 

生活 ・家庭での自分の役割を積極的に果たしたり、規則正しく健康に気を付けて生

活したりする。 

・家の中にある身近な物を使って遊びや遊びに使う物を工夫してつくる。 

・自分自身の生活や成長を振り返り、自分ができるようになったことや役割が

増えたことを探す。 

・１年間を振り返って、楽しかったことベスト３を「わくわくせいかつ

（上）」Ｐ．１０７に書き込む。 

・「もうすぐ２年生」2 年生になってやりたいことやできるようになりたいこと

を「わくわくせいかつ（上）」Ｐ．１１４に書き込む。 

・「わくわくせいかつ（上）」Ｐ．１２４の「しぜんずかん」を見て、見つけた

ことのある植物や生き物に丸をつける。 

https://www.dainippon-tosho.co.jp/digital_databank/


音楽 【表現】教科書に載っている教材曲について、どのように歌ったり演奏したり

するかを考え、家庭でできる範囲において実際に歌ったり、鍵盤ハーモニカな

どの楽器で演奏したりする。 

【鑑賞】授業で鑑賞した音楽について、その音楽を聴くことができる環境があ

る場合は、鑑賞する。その際、その音楽のよさを見いだし、自分なりに感じた

ことや理解したことをノートにまとめてみる。 

図画工作 【表現】これまでに学習した題材や教科書に載っている題材を家庭でできる範

囲において表現してみる。また、家庭にある材料を使って表現してみる。 

【鑑賞】これまでにつくった自分の作品や教科書に載っている作品などを鑑賞

し、造形的なよさや美しさ、表したいこと、表し方などを感じ取り、自分の見

方や感じ方を広げてみる。 

体育 別紙「体育の課題例（１・２年生）」参照 

※共有キャビネット内に格納しています。 

 教育委員会のキャビネット／１５教育センター／各教科等／体育 

特別の教科 道徳 これまで学習した教科書の内容やワークシート、ノートを読み返し、１年間の

学習や学校生活を振り返るとともに、これからの生活や新しい学年で大切にし

ていきたいことについて考えたことを、教科書の１１２ページに書く。 

特別活動 ・保護者と相談しながら家庭での役割や生活の目標を決め、取り組む。 

・この 1 年でできるようになったこと等に目を向け、来年度の目標や取り組み 

たいことを書き表す。 

 

【新３年】  

※前学年の教育課程をもとに、前学年の教科書のページ数を示していますので、ご留意ください。 

教科 内容 

国語 領域及び事項別に示しています。【共通】は、全領域及び事項に関する内容です。 

【共通】 

・教科書の「『たいせつ』のまとめ」（上 p116、下 p126～127）を読み、ノート

等に書き写す。 

・学校で配付されたワークやプリント等に取り組む。 

・読書をし、一言感想を書く。 

【書くこと】 

・教科書の「ことばのたからばこ」（上 p122～123）に載っている言葉を用いて

文や物語等を書く。 

・「主語と述語」（下 p21～22）を参考にして、主語と述語のある文をノートに書

く。 

・これまでに学習した漢字を用いて、文や詩、物語等を書く。 

（参考：上 124～125、下 p145～146） 



【読むこと】 

・教科書の   マークの内容を参考にして、学習した教材（物語や説明文等）

を音読する。 

【国語の特質に関する事項】 

・身の回りから「かたかな」を用いた言葉を探し、ノートに片仮名で書く。 

（参考：下 p34～35） 

・漢字スキルや漢字ドリルを用いて、漢字の練習をする。 

算数 【ペーパー教材】 

・教科書上 P112,113「ほじゅうのもんだい」 

・教科書下 P96,97「２年のふくしゅう」 

【デジタル教材】 

・大日本図書「デジタルデータバンク」 

 『ウェブでたのしい算数』の２年生のコンテンツ 

https://www.dainippon-tosho.co.jp/digital_databank/ 

生活 ・家庭での自分の役割を積極的に果たしたり、規則正しく健康に気を付けて生

活したりする。 

・家の中にある身近な物を使って遊びや遊びに使う物を工夫してつくる。「い

きいきせいかつ（下）」Ｐ．１２０～Ｐ．１２３も参考になります。 

・自分自身の生活や成長を振り返り、自分ができるようになったことや役割が

増えたことを探す。 

・自分の夢や希望をもとに、大人になったらどんな人になりたいか、「いきい

きせいかつ（下）」Ｐ．１００に書き込む。 

音楽 【表現】教科書に載っている教材曲について、どのように歌ったり演奏したり

するかを考え、家庭でできる範囲において実際に歌ったり、鍵盤ハーモニカな

どの楽器で演奏したりする。 

【鑑賞】授業で鑑賞した音楽について、その音楽を聴くことができる環境があ

る場合は、鑑賞する。その際、その音楽のよさを見いだし、自分なりに感じた

ことや理解したことをノートにまとめてみる。 

図画工作 【表現】これまでに学習した題材や教科書に載っている題材を家庭でできる範

囲において表現してみる。また、家庭にある材料を使って表現してみる。 

【鑑賞】これまでにつくった自分の作品や教科書に載っている作品などを鑑賞

し、造形的なよさや美しさ、表したいこと、表し方などを感じ取り、自分の見

方や感じ方を広げてみる。 

体育 別紙「体育の課題例（１・２年生）」参照 

※共有キャビネット内に格納しています。 

 教育委員会のキャビネット／１５教育センター／各教科等／体育 

特別の教科 道徳 これまで学習した教科書の内容やワークシート、ノートを読み返し、１年間の

学習や学校生活を振り返るとともに、これからの生活や新しい学年で大切にし

ていきたいことについて考えたことを、教科書の１３２ページに書く。 

https://www.dainippon-tosho.co.jp/digital_databank/


特別活動 ・保護者と相談しながら家庭での役割や生活の目標を決め、取り組む。 

・この 1 年でできるようになったこと等に目を向け、来年度の目標や取り組み 

たいことを書き表す。 

 

【新４年】  

※前学年の教育課程をもとに、前学年の教科書のページ数を示していますので、ご留意ください。 

教科 内容 

国語 領域及び事項別に示しています。【共通】は、全領域及び事項に関する内容です。 

【共通】 

・教科書の「『たいせつ』のまとめ」（上 p124～125、下 p122～125）を読み、

ノート等に書き写す。 

・学校で配付されたワークやプリント等に取り組む。 

・読書をし、本の題名や作者、一言感想等をノートに書く。 

【書くこと】 

・教科書の「言葉
こ と ば

のたから箱
ばこ

」（上 p128～129）に載っている言葉を用いて文や

物語等を書く。 

・これまでに学習した漢字を用いて、文や詩、物語等を書く。 

（参考：上 p135～138、下 p140～144） 

【読むこと】 

・教科書の   マークの内容を参考にして、学習した教材（物語や説明文等）

を音読する。 

【国語の特質に関する事項】 

・国語辞典を使って、本や新聞等で分からなかった言葉や興味のある言葉の意

味を調べ、ノートにまとめる。また、その言葉を用いて文を作る。 

（参考：上 p25～27） 

・身の回りのものを、ノートにローマ字で書く。（参考：上 p118～p122） 

・漢字スキルや漢字ドリルを用いて、漢字の練習をしたり、自分で問題を作っ

てテスト形式で解いたりする。 

社会 副読本「さがみはら」を家庭に持ち帰っている場合、今まで学習した内容をよ

く読んで復習し、学習ノートにまとめる。 

算数 【ペーパー教材】 

・教科書上 P118～124「ほじゅうのもんだい」 

・教科書下 P112～116「３年のふくしゅう」 

・教科書下 P118～124「ほじゅうのもんだい」 

【デジタル教材】 

・大日本図書「デジタルデータバンク」 

 『ウェブでたのしい算数』の３年生のコンテンツ 

https://www.dainippon-tosho.co.jp/digital_databank/ 

https://www.dainippon-tosho.co.jp/digital_databank/


理科 □学習した内容を教科書やノート等で振り返り、理解を深める。 

・教科書の「まとめよう」を読んで、これまでに学習した大切なことを振り返

る。 

・授業の中で自然の事物・現象に着目して、主に差異点や共通点を基に、問題

を見いだしたことを中心にノート等にまとめる。 

・疑問に思ったことや新たに興味をもったことが出てきたら、ノート等に書き

出すとともに、インターネット等で調べる。 

音楽 【表現】教科書に載っている教材曲について、どのように歌ったり演奏したり

するかを考え、家庭でできる範囲において実際に歌ったり、鍵盤ハーモニカや

リコーダーなどの楽器で演奏したりする。 

・特にリコーダーにおいては、授業で学習した曲を中心に、曲想を考えながら

演奏するとよいでしょう。 

【鑑賞】授業で鑑賞した音楽について、その音楽を聴くことができる環境があ

る場合は、鑑賞する。その際、その音楽のよさを見いだし、自分なりに感じた

ことや理解したことをノートにまとめてみる。 

図画工作 【表現】これまでに学習した題材や教科書に載っている題材を家庭でできる範

囲において表現してみる。また、家庭にある材料を使って、形や色などを生か

しながら表現してみる。 

【鑑賞】これまでにつくった自分の作品や教科書に載っている作品などを鑑賞

し、造形的なよさや美しさ、表したいこと、表し方などを感じ取り、自分の見

方や感じ方を広げてみる。 

体育 別紙「体育の課題例（３・４年生）」「保健の課題例（３・４年生）」参照 

※共有キャビネット内に格納しています。 

 教育委員会のキャビネット／１５教育センター／各教科等／体育 

総合的な学習の 

時間 

・学校で取り組んでいる課題を踏まえながら、調べ学習をしたりこれまで取り

組んできたことを振り返り、新聞やレポート等にまとめたりする。 

・以下の映像教材などを活用して探究的な学習について知り、今後の学習にい

かす。 

【ＮＨＫ for School 】    https://www.nhk.or.jp/school/ 

「しまった！～情報活用スキルアップ～」 

「ドスルコスル」 「げんばるマン」 

特別の教科 道徳 これまで学習した教科書の内容やワークシート、ノートを読み返し、１年間の

学習や学校生活を振り返るとともに、これからの生活や新しい学年で大切にし

ていきたいことについて考えたことを、教科書の１５４ページに書く。 

特別活動 ・自分にできる家庭での役割や規則正しい生活を送るための目標を決め、取り

組む。 

・保護者の願いを知ったり 1 年間を振り返ったりしながら、自分自身の成長を

感じ、来年度の目標や取り組みたいことを書き表す。 



【新５年】  

※前学年の教育課程をもとに、前学年の教科書のページ数を示していますので、ご留意ください。 

教科 内容 

国語 領域及び事項別に示しています。【共通】は、全領域及び事項に関する内容です。 

【共通】 

・教科書の「『たいせつ』のまとめ」（上 p122～123、下 p126～129）を読み、

ノート等にまとめる。 

・学校で配付されたワークやプリント等に取り組む。 

・読書をし、本の題名や作者、感想をノートに書く。 

【書くこと】 

・教科書の「言葉のたから箱」（上 p126～127）に載っている言葉を用いて文や

物語等を書く。 

・教科書の「つなぎ言葉」（下 p67）に載っているつなぎ言葉を用いて、文や物

語等を書く。 

・これまでに学習した漢字を用いて、文や詩、物語等を書く。 

（参考：上 p140～145、下 p137～143） 

【読むこと】 

・教科書の   マークの内容を参考にして、学習した教材（物語や説明文等）

を音読する。 

【国語の特質に関する事項】 

・漢字辞典を使って、本や新聞等で分からなかった字や興味のある字の部首や

読み方を調べ、ノートにまとめる。また、その字を用いて文を作る。 

（参考：上 p28～31） 

・漢字スキルや漢字ドリルを用いて、漢字の練習をしたり、自分で問題を作って

テスト形式で解いたりする。 

社会 □副読本「さがみはら」を家庭に持ち帰っている場合、今まで学習した内容を

よく読んで復習し、学習ノートにまとめたり、新聞やレポートを作成してみ

る。 

□教科書P１０８「わたしたちの県のまちづくり」にある福岡県の事例地につ

いて、既習の神奈川県と比較しながら、読み深める。 

□地図帳を活用し、４７都道府県の位置と名称を調べる。 

算数 【ペーパー教材】 

・教科書上 P132～140「ほじゅうのもんだい」 

・教科書下 P106～110「４年のふくしゅう」 

・教科書下 P116～125「ほじゅうのもんだい」 

【デジタル教材】 

・大日本図書「デジタルデータバンク」 

 『ウェブでたのしい算数』の４年生のコンテンツ 

https://www.dainippon-tosho.co.jp/digital_databank/ 

https://www.dainippon-tosho.co.jp/digital_databank/


理科 □学習した内容を教科書やノート等で振り返り、理解を深める。 

・教科書の「まとめよう」を読んで、これまでに学習した大切なことを振り返

る。 

・授業の中で自然の事物・現象に着目して、主に既習の内容や生活経験を基

に、根拠のある予想や仮説を発想したことを中心にノート等にまとめる。 

・疑問に思ったことや新たに興味をもったことが出てきたら、ノート等に書き

出すとともに、インターネット等で調べる。 

音楽 【表現】教科書に載っている教材曲について、どのように歌ったり演奏したり

するかを考え、家庭でできる範囲において実際に歌ったり、鍵盤ハーモニカや

リコーダーなどの楽器で演奏したりする。 

・特にリコーダーにおいては、授業で学習した曲を中心に、曲想を考えながら

演奏するとよいでしょう。 

【鑑賞】授業で鑑賞した音楽について、その音楽を聴くことができる環境があ

る場合は、鑑賞する。その際、その音楽のよさを見いだし、自分なりに感じた

ことや理解したことをノートにまとめてみる。 

図画工作 【表現】これまでに学習した題材や教科書に載っている題材を家庭でできる範

囲において表現してみる。また、家庭にある材料を使って、形や色などを生か

しながら表現してみる。 

【鑑賞】これまでにつくった自分の作品や教科書に載っている作品などを鑑賞

し、造形的なよさや美しさ、表したいこと、表し方などを感じ取り、自分の見

方や感じ方を広げてみる。 

体育 別紙「体育の課題例（３・４年生）」「保健の課題例（３・４年生）」参照 

※共有キャビネット内に格納しています。 

 教育委員会のキャビネット／１５教育センター／各教科等／体育 

総合的な学習の 

      時間 

・学校で取り組んでいる課題を踏まえながら、調べ学習をしたりこれまで取り

組んできたことを振り返り、新聞やレポート等にまとめたりする。 

・以下の映像教材などを活用して探究的な学習について知り、今後の学習にい

かす。 

【ＮＨＫ for School 】    https://www.nhk.or.jp/school/ 

「しまった！～情報活用スキルアップ～」 

「ドスルコスル」 「げんばるマン」 

特別の教科 道徳 これまで学習した教科書の内容やワークシート、ノートを読み返し、１年間の

学習や学校生活を振り返るとともに、これからの生活や新しい学年で大切にし

ていきたいことについて考えたことを、教科書の１５８ページに書く。 

特別活動 ・自分にできる家庭での役割や規則正しい生活を送るための目標を決め、取り

組む。 

・保護者の願いを知ったり 1 年間を振り返ったりしながら、自分自身の成長を

感じ、来年度の目標や取り組みたいことを書き表す。 

https://www.nhk.or.jp/school/


【新６年】  

※前学年の教育課程をもとに、前学年の教科書のページ数を示していますので、ご留意ください。 

教科 内容 

国語 領域及び事項別に示しています。【共通】は、全領域及び事項に関する内容です。 

【共通】 

・教科書の「『たいせつ』のまとめ」（p232～235）を読み、ノート等にまとめる。 

・教科書の「学習に用いる言葉」（p266～267）を読み、ノート等にまとめる。 

・学校で配付されたワークやプリント等に取り組む。 

・読書をし、本の題名や作者、感想をノートに書く。 

【書くこと】 

・教科書の「言葉のたから箱」（p240～241）に載っている言葉を用いて文や物

語等を書く。 

・教科書の「季節の言葉」（p34～35、86～87、136～137、198～199）等を用い

て、俳句を書く。ただし、難しい言葉は、国語辞典で意味を調べる。 

・これまでに学習した漢字を用いて、文や詩、物語等を書く。（参考：p268～276） 

【読むこと】 

・教科書の   マークの内容を参考にして、学習した教材（物語や説明文等）

を音読する。 

【国語の特質に関する事項】 

・同じ読み方の漢字を、国語辞典や漢字辞典を使って調べ、ノートにまとめる。

また、その字を用いて文を作る。（参考：p154～155） 

・漢字スキルや漢字ドリルを用いて、漢字の練習をしたり、自分で問題を作って

テスト形式で解いたりする。 

社会 □地図帳を活用し、４７都道府県の位置と名称、県庁所在地等を調べる。 

□地図帳巻末の資料・統計ページP７１～7４等から、日本と世界の結びつきや

各都道府県の特徴をつかむ。 

□教科書をよく読み、農業や工業などについて復習し、我が国の産業の特徴に

ついて学習ノートにまとめたり、新聞やレポートを作成してみる。 

算数 【ペーパー教材】 

・教科書上 P122～133「ほじゅうのもんだい」 

・教科書下 P114～116「５年のふくしゅう」 

・教科書下 P122～128「ほじゅうのもんだい」 

【デジタル教材】 

・大日本図書「デジタルデータバンク」 

 『ウェブでたのしい算数』の５年生のコンテンツ 

https://www.dainippon-tosho.co.jp/digital_databank/ 

理科 □学習した内容を教科書やノート等で振り返り、理解を深める。 

・教科書の「まとめよう」を読んで、これまでに学習した大切なことを振り返

る。 

https://www.dainippon-tosho.co.jp/digital_databank/


・授業の中で自然の事物・現象に着目して、主に予想や仮説を基に、解決の方

法を発想したことを中心にノート等にまとめる。 

・疑問に思ったことや新たに興味をもったことが出てきたら、ノート等に書き

出すとともに、インターネット等で調べる。 

音楽 【表現】教科書に載っている教材曲について、どのように歌ったり演奏したり

するかを考え、家庭でできる範囲において実際に歌ったり、鍵盤ハーモニカや

リコーダーなどの楽器で演奏したりする。 

・特にリコーダーにおいては、授業で学習した曲を中心に、曲想を考えながら

演奏するとよいでしょう。 

【鑑賞】授業で鑑賞した音楽について、その音楽を聴くことができる環境があ

る場合は、鑑賞する。その際、その音楽のよさを見いだし、自分なりに感じた

ことや理解したことをノートにまとめてみる。 

図画工作 【表現】これまでに学習した題材や教科書に載っている題材を家庭でできる範

囲において表現してみる。また、家庭にある材料を使って、形や色、構成の美

しさなどの感じ、用途などを考えながら表現してみる。 

【鑑賞】これまでにつくった自分の作品や教科書に載っている作品などを鑑賞

し、造形的なよさや美しさ、表したいこと、表し方などを感じ取り、自分の見

方や感じ方を深めてみる。 

体育 別紙「体育の課題例（５・６年生）」「保健の課題例（５・６年生）」参照 

※共有キャビネット内に格納しています。 

 教育委員会のキャビネット／１５教育センター／各教科等／体育 

家庭 家庭科で学習したこと（調理、生活に役立つ物の製作、掃除、整理・整頓、洗

濯など）をもとに生活をよりよくする家庭実践を考え実践したり、レポートと

してまとめたりする。 

外国語活動 〇We Can!テキストを参考に、下記のURLに格納されているワークシートに文 

 字を書いたり、語句を書き写したり、例文を参考に自分の考えや気持ちを書 

 いたりする。 

▷新学習指導要領に対応した小学校外国語教育新教材について（文部科学省）

（サンプルとの表示あり。誰でも利用可能。） 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/123/houkoku/ 

1382162.htm 

○えいごネット（英語教材等を掲載するポータルサイト）から、小・中・高等 

学校段階の、聞く・読む・話す・書くの各教材をダウンロードして活用を図 

る。 

▷えいごネット（（一財）英語教育協議会） 

http://www.eigo-net.jp/ 

総合的な学習の 

      時間 

・学校で取り組んでいる課題を踏まえながら、調べ学習をしたりこれまで取り

組んできたことを振り返り、新聞やレポート等にまとめたりする。 

http://www.eigo-net.jp/


・以下の映像教材などを活用して探究的な学習について知り、今後の学習にい

かす。 

【ＮＨＫ for School 】    https://www.nhk.or.jp/school/ 

「しまった！～情報活用スキルアップ～」 

「ドスルコスル」 「げんばるマン」 

特別の教科 道徳 これまで学習した教科書の内容やワークシート、ノートを読み返し、１年間の

学習や学校生活を振り返るとともに、これからの生活や新しい学年で大切にし

ていきたいことについて考えたことを、教科書の１７０ページに書く。 

特別活動 ・家庭での役割や規則正しい生活を送るための目標等、自分に合った実現可能

な解決方法を決め、粘り強く取り組む。 

・保護者の願いを知ったり 1 年間を振り返ったりしながら、自分自身の成長を

感じ、来年度の目標や取り組みたいことを書き表す。 

 

https://www.nhk.or.jp/school/

