
３年 家庭学習 時間割

月 火 水 木 金 土 日

６：００ 起きる・顔あらい・ 起きる・顔あらい・ 起きる・顔あらい・ 起きる・顔あらい・ 起きる・顔あらい・
お かお お かお お かお お かお お かお

トイレ・朝ごはん・ トイレ・朝ごはん・ トイレ・朝ごはん・ トイレ・朝ごはん・ トイレ・朝ごはん・
あさ あさ あさ あさ あさ

８：００ 歯みがき・学 習 じゅ 歯みがき・学 習 じゅ 歯みがき・学 習 じゅ 歯みがき・学 習 じゅ 歯みがき・学 習 じゅ
は がくしゆう は がくしゆう は がくしゆう は がくしゆう は がくしゆう

んびなど んびなど んびなど んびなど んびなど

８：００ 読書 読書 読書 読書 読書
どくしよ どくしよ どくしよ どくしよ どくしよ

８：１５

８：１５ 算数 算数 算数 算数 算数

９：００ 計算練習（ドリル） 計算練習（ドリル） 計算練習（ドリル） 計算練習（ドリル） 計算練習（ドリル）

９：１５ 理科 教科書で予習 社会 地図記号学習 道徳 国語 書写（毛筆） 国語 音読

１０：００

１０：００ 休けい 休けい 休けい 休けい 休けい
きゆう きゆう きゆう きゆう きゆう

かるい運動 かるい運動 かるい運動 かるい運動 かるい運動
うんどう うんどう うんどう うんどう うんどう

１０：３０

１０：３０ 国語 国語 国語 国語 国語

１１：１５ 漢字練習（ドリル） 漢字練習（ドリル） 漢字練習（ドリル） 漢字練習（ドリル） 漢字練習（ドリル）

１１：３０ 社会 教科書で予習 国語 国語の学習 理科 教科書で予習 社会 教科書で予習 理科 教科書で予習

１２：１５

１２：１５ 手あらい・うがい・ 手あらい・うがい・ 手あらい・うがい・ 手あらい・うがい・ 手あらい・うがい・

昼ごはん・歯みがき 昼ごはん・歯みがき 昼ごはん・歯みがき 昼ごはん・歯みがき 昼ごはん・歯みがき
ひる は ひる は ひる は ひる は ひる は

休けい・お手つだい・ 休けい・お手つだい・ 休けい・お手つだい・ 休けい・お手つだい・ 休けい・お手つだい・
きゆう きゆう きゆう きゆう きゆう

２：００ かるい運動 かるい運動 かるい運動 かるい運動 かるい運動
うんどう うんどう うんどう うんどう うんどう

２：００ 音楽 音楽 図工 お絵かき 図工 お絵かき 音楽

２：４５ リコーダー練習 リコーダー練習 リコーダー練習

３：００ ひとり勉強 ひとり勉強 ひとり勉強 ひとり勉強 ひとり勉強

３：４５ 読書 読書 読書 読書 読書

３：４５ ひとり勉強 ひとり勉強 ひとり勉強 ひとり勉強 ひとり勉強

４：００ 読書 読書 読書 読書 読書

４：００ 自分できめましょう 自分できめましょう 自分できめましょう 自分できめましょう 自分できめましょう
じ ぶん じ ぶん じ ぶん じ ぶん じ ぶん

～

・夕 食の前には， ・夕 食の前には， ・夕 食の前には， ・夕 食の前には， ・夕 食の前には，
ゆうしよく まえ ゆうしよく まえ ゆうしよく まえ ゆうしよく まえ ゆうしよく まえ

手あらい・うがいを 手あらい・うがいを 手あらい・うがいを 手あらい・うがいを 手あらい・うがいを

しましょう しましょう しましょう しましょう しましょう

・家のお手つだいを ・家のお手つだいを ・家のお手つだいを ・家のお手つだいを ・家のお手つだいを
いえ いえ いえ いえ いえ

しましょう しましょう しましょう しましょう しましょう

・歯みがきをわすれ ・歯みがきをわすれ ・歯みがきをわすれ ・歯みがきをわすれ ・歯みがきをわすれ
は は は は は

ずにしましょう ずにしましょう ずにしましょう ずにしましょう ずにしましょう

９：００ ねる ねる ねる ねる ねる ねる

Ｅテレで学年の番組が放送されていたら見てもいいです。


