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＜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６０８名

新型コロナウイルス感染拡大防止に係る臨時休業期間中、保護者・地域の皆様には様々
な形でご理解・ご協力いただき、誠にありがとうございます。
さて、緊急事態宣言以降、外出自粛等について更なる努力が求められています。稀にみ
る困難な状況下にあって「こういうときだからこそ」といった言葉をよく耳にします。テ
レワークの環境が整ったり、塾や習いごとの通信教育が盛んになったり、家庭で過ごす時
間を工夫したり、それぞれの立場から励ましのメッセージを発信したり、特に日々献身的
に患者と向き合っている医療関係の皆さんへの応援メッセージには心を打たれるところが
あります。先日あるニュース番組では、
「こんなときだからこそ、大切な人の無事と幸せを
思う心の強さが試されている」とコメントされていました。
学校では学校再開時に子どもたちが安心して登校できるよう、感染防止策の充実、スク
ールカウンセラーや他機関と連携した心のケア、授業時数の確保、校外学習や体験活動等
の学校行事の精選、登下校班の安全確保等について準備を進めています。また、与えられ
た条件下で子どもたちの資質・能力を最大限高められるよう教材研究や指導力向上のため
の研修、教室の学習環境の整備等を進めています。
こういうときだからこそ、限られた連絡手段の中ではありますが、子どもたちのために
保護者や地域の皆様とのコミュニケーションを大切にしてまいりたいと思っております。

臨時休業期間中の家庭学習について
は、
「学校だより４月号（4/17 日発行）」
３ページより「臨時休業中の課題につい
て」としてご案内させていただいており
ます。ご家庭でお子様は計画的に学習を
進められていますでしょうか。
今回は２ページに NHK（E テレ）で
放送されている「NHK for School」の
プログラムをご案内いたします。各学年
の教員から番組を視聴する上でのポイ
ントを紹介していますのでご確認くだ
さい。
なお、パソコンやタブレット等でも視
聴できます。ぜひご活用ください。
※学校再開初日の日程や持ち物等については、
学校メールでお知らせします。
富士見市立つるせ台小学校 ℡049-251-2112

臨時休業期間が続き、家庭で過ごす時
間が長くなっております。この時間を有
効に活用するためにも本を読む習慣をつ
けさせたいところです。外出を控えてい
るところですので、ご家庭にある本をも
う一度読み返してみたり、国語の教科書
を読んでみたりしてみてください。

★学校メールのアンケートにご協力ください
ご家庭でのお子様の様子はいかがでしょう
か。現在、担任からご家庭にお電話させてい
ただき、様子をうかがっているところですが、
学校メールにおいても、健康状態や家庭学習
の様子等についてアンケートを実施させてい
ただきます。学校メールのテスト配信も兼ねて
おりますので、ご協力をお願いいたします。

「おうちで学ぼう！
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【こくご（小１ ２ ３）】 9:05～9:15 【生活（小１ ２）】
9:05～9:15
「おはなしのくに」
「おばけの学校たんけんだん」
どんなおはなしだったか、おうち
ホーレイせんせいといっしょに、
【社会（小３）】
9:10～9:20 【社会（小３ ４ ５ ６）】 9:10～9:20 【道徳（小１ ２）】
9:10～9:20
のひとにおしえてあげよう
いっぱいはっけんしてみよう
「コノマチ☆リサーチ」
「しまった！～情報活用スキルアップ～」
「銀河銭湯パンタくん」
家の周りを思い出して、地図記号
「しまった」活動の３つポイント
パンタとパンキチといっしょに
【国語（小３ ４ ５ ６）】 9:15～9:25 【理科（小３）】
9:15～9:25
を使って地図を書いてみよう
を知り、情報をうまく使おう
もんだいをかいけつしよう
「お伝と伝じろう」
「ふしぎエンドレス」
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【生活（小１）】
「すたあと」
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」の番組をみて考えてみよう
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【学活・道徳（小）】
9:00～9:10 【学活（小）】
9:00～9:10 【道徳（小１ ２）】
9:00～9:10
「ｕ＆ｉ」
「ストレッチマン・ゴールド」
「新・ざわざわ森のがんこちゃん」
いろいろなひとのこころのこえに
ストレッチマンといっしょにスト
ざわざわもりのおともだちと、
みみをかたむけてみよう
レッチうんどうをしよう
いっしょにかんがえよう

家族との会話に取り入れて学んだ
ことを生かしてみよう

身の回りのふしぎを見つけてなぜ
【社会（小４）】
9:20～9:30
か考えてみよう
「よろしく！ファンファン」
地域のことやくらしのことを調べ
【こくご（小１ ２）】
9:25～9:35 【理科（小４）】
9:25～9:35
てみよう
「ことばドリル」
「ふしぎエンドレス」
まちがえやすいことばの、ただし
手がかりを見つけて、ふしぎにつ
【社会（小５）】
9:30～9:40
いつかいかたをおしえてくれるよ
いて考えてみよう
「未来広告ジャパン！」
日 本の 環境や くら し に つい て知
【図工（小５ ６）】
9:35～9:45 【理科（小５）】
9:35～9:45
り、調べ学習をしてみよう
「キミなら何つくる？」
「ふしぎエンドレス」
大切なのは完成までの過程！どうすれば
自分の思いを表現できるか考えてみよう

どうすればふしぎを解決できるか
【社会（小６）】
9:40～9:50
考えてみよう
「社会にドキリ 歴史にドキリ」
社会科の目で自分の生活を振り返ってみよう
【さんすう（小１ ２ ３）】9:45～9:55 【理科（小６）】
9:45～9:55
その時代を生きた人々の「思い」に注目！
「さんすう犬ワン」
「ふしぎエンドレス」
ワンといっしょにカズラーのイタ
自分で考えてから教科書や「ふし
【家庭（小５ ６）】
9:50～10:00
ズラをかいけつしてみよう
ぎ情報局」の HP で調べてみよう
「カテイカ」
生活するのに必要なことを知り、
【さんすう（小４ ５ ６）】9:55～10:05 【理科（小）】
9:55～10:05
できることからやってみよう
「さんすう刑事ゼロ」
「考えるカラス～科学の考え方～」

【総合（小３ ４ ５ ６）】 9:20～9:30 【道徳（小３ ４）】
9:20～9:30
「ドスルコスル」
「もやモ屋」
課題を知り、ヒントをもらって、
モヤモヤしたことを思い出して、
自分達の活動を考えてみよう

【総合・道徳（小）】
9:30～9:45 【道徳（小５ ６）】
9:30～9:40
「Ｑ～こどものための哲学」
「オン・マイ・ウェイ！」
みんながおもう「なんで？」
「どう
体験した人の話を聞き、考え、家
して？」についてかんがえてみよ
族と話し合ってみよう
う

【理科（小）】
「ミクロワールド」

9:45～9:50

【特活（小１ ２）】
9:50～9:55
「えいごでがんこちゃん」
【外国語（小３ ４）】
「エイゴビート２」

9:55～10:05

刑事より先に解決できるかな？自
分の言葉で説明してみよう

身の回りのふしぎについて科学的 【体育（小３ ４ ５ ６）】10:00～10:10
リズムにのって、楽しく英語を話
に考えてみよう
そう
「はりきり体育ノ介」
体 の動 きのポ イン トを 知っ て、
【総合（小３ ４ ５ ６）】10:05～10:15 【総合（小５ ６）】
10:05～10:15
【外国語（小５ ６）】
10: 05～10:15
色々な運動に挑戦してみよう
「テキシコー」
「学ぼうＢＯＳＡＩ」
「基礎英語０～世界エイゴミッション～」
どうすればできるかな？一緒に手
自然災害から身を守るためにはど
世 界の 子 ど も たち と英 語を 使っ
順を考えてみよう
んな行動をすれば良いか考えよう
て、エイゴミッションに挑戦しよ
う
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※NHK（E テレ）の番組は２チャンネルでやっています。パソコンやタブレットなどでもみることができます。

自分の考えを家族に話してみよう

マークは学年の先生からのアドバイスです。

【特活・生活（小１）】
9:40～9:50
「で～きた」
デキナイヲデキルマンといっしょ
にできることをふやしていこう！
【特活・道徳（小３ ４ ５ ６）】
「いじめをノックアウト」9:50～10:00
自分の生活や友だちとの関わり方
を振り返りながらみてみよう

