
☆４年生 長期休業中の課題☆  

【3日間の時間割】                    

   ４／８（水） ４／９（木） ４／１０（金） 

１ 社会 体育 道徳 

〈見てみよう〉 

「よろしく！ファンファン」 

●Eテレ 9：20～9：30 

〈見てみよう〉 

「ストレッチマンゴールド」 

●Eテレ 9：00～9：10 

〈見てみよう〉 

「もやモ屋」 

●Eテレ 9：20～9：30 

２ 国語 外国語活動 国語 

・音読 

・漢字練習（信・達・飛） 

〈見てみよう〉 

「エイゴビート２」 

●Eテレ 9：55～10：05 

・音読 

・漢字練習（例・料・良） 

３ 体育・音楽・理科から選択して

学習 

国語 社会 

・音読 

・漢字練習（席・建・菜） 

・教科書の音読 

・東京２３区調べ 

・地図帳の使い方 

４ 算数 算数 算数 

3年生の復習 3年生の復習 3年生の復習 

※この時間割を参考に、１５分～３０分の学習を１コマとして、一日４コマ程度を組み合わせて学習できると

よいですね！！ 

❑ 国語 ❑ 
●進出漢字の練習 

…教科書の P１５２「信」～P１５４「岐」までの  

  漢字練習（１日３文字を目安に）１文字につき５

回以上練習、言葉集め、文づくり 

●教科書の音読 

① 教科書 P１２、１３「春のうた」 

② 教科書 P１５～２９「白いぼうし」 

③ 教科書 P３０～４６ 

※４月１０日まで…①②の音読をする。 

※４月１３日～５月６日…①～③の音読をする。 

●その他 

 …国語辞典や漢字辞典がお家にある人は言葉や漢

字を調べてみる。 

●NHK Eテレ「お伝と伝じろう」の視聴 

 

❑ 社会 ❑  
●教科書の音読・まとめ 

 …わたしたちの練馬区・東京都４年生 P１～３２

を読み、わかったことをノートにまとめる。 

●東京２３区調べ 

 …Ｐ３・４の日本地図の番号に当てはまる都道府

県を地図帳などで調べ、ノートに書く。 

●地図帳 

① P７～P１８を読み、地図帳の使い方を知る。 

② P６３～６５から練馬区を探す。 

③ P１１６から東京都を探す。 

④ 自分や家族の名前などの地名を探す。 

●NHK Eテレ「よろしく！ファンファン」の視聴 

❑ 算数 ❑  
●３年生の復習 

…３年生の計算ドリルや３年生の教科書を使って、

練習問題に取り組む。終わったら答え合わせをし

て、間違えたところを直す。 

●その他 

 …４年生の教科書を読み、学習する内容を知る。 

❑ 理科 ❑ 
●教科書の音読・まとめ 

…P６～P２７「季節と生物（１）春の始まり」「天

気と気温」「季節と生物（２）春」を読み、わか

ったことをノートにまとめる。 

●星や月の観察 

 …決まった時間に星や月を観察し、星の位置や月

の形を観察する。 

●NHK Eテレ「ふしぎエンドレス」の視聴 



☆４年生 長期休業中の課題その２☆ 
この時間割を参考に、１５分～３０分の学習を１コマとして、一日４コマ程度を組み合わせて学習できる

とよいですね！！ 

 13・20・27 日（月） 14・21・28 日（火）  １５・２２・（２９）日（水） 16・23・30 日（木）  17・24・５/1 日（金）  

１ 国語〈見てみよう〉 

「お伝と伝じろう」 

●E テレ 9：15～9：25  

理科〈見てみよう〉 

「ふしぎエンドレス」  

●E テレ 9：25～9：35 

社会〈見てみよう〉 

「よろしくファンファン」 

●E テレ 9：20～9：30 

体育〈見てみよう〉 

「ストレッチマンゴールド」  

●E テレ 9：00～9：10 

道徳〈見てみよう〉  

「もやモ屋」 

●E テレ 9：20～9：30 

２ 総合 

「テキシコー」 

●Ｅ テレ 10： 05～ 10： 15 

国語 

・音読 

・漢字練習 

（1 日 3 文字） 

国語 

・音読 

・漢字練習 

（1 日 3 文字） 

外国語〈見てみよう〉  

「エイゴビート２」 

●E テレ 9：55～10：05  

国語 

・音読 

・漢字練習 

（1 日 3 文字） 

３ 国語 

・音読 

・漢字練習 

（1 日 3 文字） 

 体育・音楽・理科

から選択して学習 

(リコーダーの練習

でもいいですね) 

国語 

・音読 

・漢字練習 

（1 日 3 文字） 

社会 

・教科書の音読 

・東京２３区調べ 

・地図帳の使い方 

４ 算数 

3 年生の復習 

算数 

3 年生の復習 

算数 

3 年生の復習 

算数 

3 年生の復習 

算数 

3 年生の復習 

５  音楽〈見てみよう〉 

「おんがくブラボー」 

●E テレ 3：30～3：40  

   

NHK 「E テレ」 ４年生へおすすめの番組（予定表以外） 

教科 番組名 曜日・ 時間 

理科 考えるカラス～科学の考え方～ 火 午前 9：55～10：05 

理科 大科学実験（実験映像） 火 午前 10：05～10：15 

理科 ミクロワールド（高画質の顕微鏡映像） 木 午前 9：45～9：50 

国語 おはなしのくにクラシック 月 午前 9：15～9：25 

算数 さんすう刑事ゼロ（事件の謎を算数で解

く） 

月 午前 9：55～10：05 

体育 はりきり体育ノ介（体育の苦手克服） 水 午前 10：00～10：10 

総合 ドスルコスル（社会の諸課題と、向き合う） 木 午前 9：20～9：30 

総合 他 Q～こどものための哲学（思考力と対話力） 木 午前 9：30～9：45 

道徳 他 いじめをノックアウト 金 午前 9：50～10：00 

道徳 他 u＆i（多様性の尊重） 水 午前 9：00～9：10 

総合 他 しまった！～情報活用スキルアップ～ 木 午前 9：10～9：20 

理科 香川照之の昆虫すごいぜ！ 不定期 不定期 

NHK 「WEB」 ４年生へおすすめの番組 ＊必ず大人と一緒に 

教科 番組名 教科 番組名 

道徳 時々迷々 国語 おはなしのくにの１００冊 

算数 マティマティカ 総合 他 スマホ・リアル・ストーリー 

学級活動 スマイル！   

 

 


