令和２年４月１７日（金）
令和２年度

＜学校教育目標＞

思いやりのある子 よく考える子 がんばる子

―子どもたちの笑顔があふれ、保護者・地域と共に学びあう活力のある学校―

児童数６０７名

やわらかな春の香りを受けながら、１０３名の新入生を迎え、６０７名の児童と４５名
の教職員で新年度をスタートしました。今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止に十分
配慮した上での入学式・始業式となりました。入学式では、パイプ椅子にちょこんと座り、
校長の言葉に耳を傾けうなずく姿に、あどけなさの中にも小学校生活への意欲と期待が強
く伝わってきました。１つ上の学年に進級した子どもたちも、お兄さん・お姉さんとして、
また少し頼もしい感じになり、落ち着いて放送での始業式や学級開きに向かっていました。
子どもたちのよりよい成長のためには、学校・家庭・地域がそれぞれの役割を果たし、
互いを尊重し、共に育てていく関係が大切です。学校・家庭・地域が一体となり、
「チーム
つるせ台小」で子どもたち一人ひとりの夢の実現を支援していきたいと考えております。
【めざす学校像】
「子どもたちの笑顔があふれ、保護者・地域と共に学びあう活力のある学校」
【学校教育目標】「思いやりのある子・よく考える子・がんばる子」
令和２年度「チームつるせ台小」の全体構想は下のグランドデザインのとおりとなって
います。つるせ台小学校のホームページにもアップされますのでぜひご覧ください。
今年度もどうぞよろしくお願いいたします。
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学級担任等は「つるせ台だより
５月号」で紹介いたします。

５／１０までの臨時休業期間中に、市
教育委員会の方針に従い、４／８配付
「臨時休業中の登校日について」のとお
り、登校日及び登校時間を設定させてい
ただいておりました。
しかし、県の緊急事態措置（第２弾）
の追加実施及び市内の新型コロナウイ
ルス感染者が新たに発生したことを踏
まえ、感染予防・拡大防止を第一に臨時
休業中の登校日を中止する旨、市教育委
員会より指示がありました。
なお、新たな対応や５／１１以降にお
ける再開等については、あらためて指示
が入り次第、学校メールにてお知らせし
ます。

臨時休業期間中は、学校と家庭とを結ぶ主
たる連絡手段が「学校メール」となります。
保護者の皆様は受信できているかご確認をお
願いいたします。「見守り隊」等、学校応援団
の皆様も可能な限りご登録をお願いいたしま
す。ご不明な方は、学校にお問い合わせくだ
さい。

＜家庭学習の内容＞
●健康観察
●３ページ以降、学年ごとに示された課題
●学校メール等で、追加で提示された課題
（※必要に応じて連絡します）
＜感染防止策＞
●ご家庭で検温を行うとともに「健康チェッ
クカード」に記入してください。
●手洗い・うがいを行ってください。
●早寝・早起き・朝ご飯・朝排便。
●不要不急の外出を控えてください。
●密閉・密集・密接に当てはまる場所には行
かないようにしてください。

★今年度の教育活動・年間行事計画について
今後、新型コロナウイルス感染拡大防止に
係る臨時休業期間が明けてもなお、集会や学
校行事等への大きな変更や教育活動への制
限等が必要になるかもしれません。市教育委
員会と連携し、対応してまいりますのでご理解
を賜りますようお願いいたします。
富士見市立つるせ台小学校

℡049-251-2112
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国語と算数の教科書を使った課題です。一人では難しいので、ぜひ、保護者の方と一緒に取
り組んでください。
① 【国語】国語の教科書（上）
「１ページから８ページ」の絵を見て、何があるか見つけましょう。
８ページの文を声に出して読みましょう。
「12・13 ページ」の絵を見て、お家の人に、自分の好きな動物について、理由をつけて伝え
ましょう。
「14・15 ページ」の文を読みながら、正しい姿勢と正しい鉛筆の持ち方を練習しましょう。
線をえんぴつでなぞりましょう。
※QR コードを読み取ると、動画で見ることができます。
「18・19 ページ」の絵を見て、それぞれの場面は何て言ったらよいか考えて、お家の人に言
ってみましょう。
「22～24 ページ」の文を声に出して読んでみましょう。
② 【算数】算数の教科書１
「２ページ」の２つの写真をそれぞれ見比べて、多い方にえんぴつで○をつけましょう。
「３ページ」…例のように線で結び、数が足りるか確かめましょう。
「４・５ページ」…例のように、算数ブロックを並べてみましょう。
「６・７ページ」…同じ数の仲間をさがしましょう。下の図以外にも探してみましょう。
「８ページ」…動物の数だけ○をぬって、１から５までの数を覚えましょう。
「９ページ」…１から５までの数字をえんぴつで書いてみましょう。
書きじゅんに気をつけて、練習しましょう。
【算数】
「かたちづくり」算数（１年生・下）の教科書６４～６８ページを参考に。
① 同じ大きさの三角形をつかって、いろいろな形を作りましょう。
・１５×１５の折り紙から８つの二等辺三角形ができると思います。それを１６枚ほど
作って、形をつくりましょう。
② 同じ長さの棒をつかって、いろいろな形を作りましょう。
・少し危ないですが、爪楊枝が便利かなと思います。ストローでもできそうですね。
③・と・を線でつないで、いろいろな形を書きましょう。
・教科書６７ページに書いてみましょう。
☆①～③は、できる範囲で構いません。
【国語】２年生の教科書の音読
④「ふきのとう」と「春がいっぱい」を音読しましょう。
・新しい漢字は２７ページに読み方が載っています。
・すらすら読めるようになると、いいですね。
【その他】
⑤自己紹介カードを完成させましょう。学校が再開したら提出しましょう。
⑥「２年生チャレンジ７」を続けましょう。
【国語】
・２年生の漢字ドリルノートは終わりましたか。２年生の漢字を読んだり、書いたりできる
ように復習をしましょう。学校が再開したら、提出しましょう。
・新しい教科書の「どきん」
「きつつきの商売」の音読をしましょう。漢字の読み方がわから
ない時は、それぞれのページの下の方を見たり、最後のページで調べたりしてみましょう。
【算数】
・２年生の教科書９６ページ～１００ページ「２年のふくしゅう」は終わりましたか。１０
２ページ～１０５ページ「ほじゅうのもんだい」にも取り組み、３年生の準備をしましょ
う。学校が再開したら、取り組んだ課題を提出しましょう。
・算数ノートに九九表を作り、九九の練習をしましょう。時間を計れる人は計り、速く正確
にできるようにしましょう。慣れてきたら、数字をランダムにしてチャレンジしてみまし
ょう。九九の計算問題を作り、練習をしましょう。
・３年の教科書「①九九を見なおそう」２～１３ページで、かけ算の復習をしましょう。
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【理科】
・NHK FOR SCHOOL の「ふしぎがいっぱい」を見られるなら見てください。E テレ毎週火曜
日 9:10～20 が放送時間です。インターネットでも見られます。NHK FOR SCHOOL は、アプ
リでスマホ・タブレットにダウンロードをすることもできます。
【その他】
・自己紹介カード、クラスの目標を完成させましょう。学校が再開したら、提出しましょう。
・３年生チャレンジにたくさん取り組みましょう。
【算数】
・３年生の教科書の下 P94～P105 の「見やすく整理してあらわそう」をよく読んでみましょ
う。できそうな問題に挑戦しましょう。
・新しい算数の教科書の「おぼえているかな？」のページを行いましょう。自分で丸付けも
しましょう。
【国語】
・新しい教科書の「白いぼうし」
「一つの花」を音読しましょう。
（知らない言葉は国語辞典で調べましょう。新しい漢字は、１５２ページに読み方が載って
います。
）
・ローマ字の練習をしましょう。できたらパソコンで入力する練習もしておきましょう。
【社会】
・４７都道府県を、地図帳を見ながら覚えましょう。場所が分かることと漢字で書けるよう
にしましょう。何度も練習して覚えましょう。
【理科】
・NHK FOR SCHOOL の「ふしぎがいっぱい」を見られるなら見てください。E テレ毎週火曜
日 9:20～30 が放送時間です。インターネットでも見られます。NHK FOR SCHOOL は、アプ
リでスマホ・タブレットにダウンロードをすることもできます。
【理科】
・４年生の時の教科書「理科」の「１６０ページから１６７ページ」をよく読んで学習し
ておきましょう。
・NHK FOR SCHOOL の「ふしぎがいっぱい」を見てみましょう。インターネットでも見ら
れます。NHK FOR SCHOOL は、アプリでスマホ・タブレットにダウンロードをすること
もできます。
【国語】
・★４年生の時の国語のノートに日記を３回分書きましょう。
（１回あたり１ページ分は書いてみましょう。）
・４年生の時の国語の教科書１３２～１３５ページから、好きな百人一首を見つけて、一
首だけでも覚えてみましょう。
・５年生の教科書で「かんがえるのって おもしろい」を読んでみましょう。
「なまえつけ
てよ」を読んでみましょう。意味のわからない言葉があったら、国語辞典で調べてみま
しょう。
【算数】
・★４年生の時の算数のノートに算数の文章問題を３問以上作ってみましょう。自分で作
った問題をお家の人に解いてもらうのもいいですね。
・４年生の時の算数の教科書（下）の１１５ページから１３５ページまでを確認して、問
題に取り組んだり、決まり事の復習をしたりしておきましょう。
【社会】
・地図帳で、都道府県の名前や位置、特徴を確認しておきましょう。漢字で書けるように
もしておきましょう。
・時々ニュースや新聞を見て、自分の興味のあるニュースについて調べてみてもいいです
ね。
【その他】
・★自己紹介カードを完成させておきましょう。
※★マークの課題（３つ）は学校が再開したら担任の先生に提出できるといいですね。
【算数】
・５年生の教科書の各単元の「しあげ」や「おぼえているかな？」をもう一度やってみまし
ょう。自分で丸付けもしてみましょう。
・５年生の教科書の１２１ページの「算数自習コーナー」に取り組んでみましょう。自分で
丸付けをしてみましょう。
【国語】
・６年生の教科書の「帰り道」と「時計の時間と心の時間」を読んでみましょう。
・分からない言葉の意味は、国語辞典で調べましょう。

ひまわり

全学年
共通

・５年生の教科書の「これまでに習った漢字」を見て、苦手だと思う漢字は、ノートに１行
ずつ練習しましょう。
【社会】
・６年生の社会の歴史分野の教科書を読んでみましょう。NHK FOR SCHOOL の「歴史にドキ
リ」を見られるなら見てください。E テレ毎週水曜日 9:40～50 が放送時間です。インター
ネットでも見られます。
・ニュース番組を見て「政治」について疑問をもちましょう。
【理科】
・NHK FOR SCHOOL の「ふしぎがいっぱい」を見られるなら見てください。E テレ毎週火曜
日 9:40～50 が放送時間です。インターネットでも見られます。
【その他】
・自己紹介カードを完成（なぞり・色ぬり）させておきましょう。学校が再開したら提出し
ます。
・NHK FOR SCHOOL は、アプリでスマホ・タブレットにダウンロードをすることもできます。
○自己紹介カードを完成させましょう。
（ひまわり学級、交流学級）
○【2～6 年生対象】日記を書きましょう。
（がんばったこと、楽しかったこと、夢中になったこと、などについて）
用紙は 2 月 27 日に配付してあります。
○かけ算の学習が終わっている人は、忘れないように毎日 1～9 の段の暗唱をお家の人に聞い
てもらいましょう。
○読書をしましょう。お家の人と一緒に、たくさん本に親しみましょう。
○前の学年の教科書を読んで復習しておきましょう。
○新しい学年の教科書を読んでおきましょう。
○漢字や計算の復習をしておきましょう。
○たくさん本を読みましょう。毎日の読む冊数やページ数を決めて取り組みましょう。
○４月８日に配られた自由課題一覧から、やりたいことをみつけ、取り組んでみましょう。
いろいろな学習サイトも紹介しているので、参考にしてみましょう。
○「e ライブラリ」を活用して学習しておきましょう。
○埼玉県立総合教育センターの「おうちでしっかり学ぼう！！！学習プリント集」から楽し
い学習プリントが印刷できます。
https://ecsweb.center.spec.ed.jp/C007/

