令和２年５月１１日（月）
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６０６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、過日、学校メールのアンケート機能を活用し、臨時休業期間中のお子さまのご家庭での様子
についてアンケートを実施させていただきました。アンケート結果は以下のとおりです。

※メールビルダーのアンケート機能を利用
・回答数
４５８件
・家庭数
４９２家庭
・回答数
９３．０％

今回のアンケート結果については、臨時休業
期間中の対応及び学校再開後の教育活動の資料
として活用させていただきます。アンケートへ
のご協力ありがとうございました。

【健康の様子】
ほぼ全ての子どもたちが毎日元気に過ごしています。とても安心しました。学校再開に向けて、引き
続きご家庭ではお子さまに正しい手洗いの仕方を教え、習慣づけていただくこと、毎朝の検温を忘れず
に行っていただくこと、また登校時のマスクをご準備いただくことについてご協力をお願いいたします。
【生活の様子】
多くの子どもたちが一日のリズムを守って生活をしています。また約８割の子どもたちが家のお手伝
いをしています。家庭で役割をもつことで責任感や自己有用感等が育まれます。ほめたり感謝したりす
ることで親子のコミュニケーションが活発になるとともに、より工夫して取り組もうとする意欲につな
がります。登校時の起床時刻に少しずつ戻し慣れておくと、落ち着いて登校できるようになります。
【学習の様子（取り組んでいること）】
多くの子どもたちが、学校で用意した課題（プリント類）や一般のワーク類を中心に家庭学習を進め
ているようです。臨時休業延長に伴い、新しい課題を用意しました。お子さまが取り組みやすく、保護
者の方の見届けもしやすいように、より具体的に取り組み方を示しました。ネット上にも本校で作成し
た学習ドリルを入手できる場所（※学校メールでお伝えします）を用意しましたので、ご活用ください。

＜職員一覧＞ 保護者・地域の皆さんと共に頑張ります。よろしくお願いいたします。
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★新たな学習課題を用意しました
※学年だよりに課題を掲載しました。本校ホームページ
では、この「学校だより５月号」の３ページ以降に添
付してありますので、ご確認ください。
※今回は前学年の復習とあわせ今学年の予習につい
ても、家庭でできる範囲で課題を用意しました。
※５月２５日・２６日に学習課題の回収を予定していま
す。詳細は学校メールにてお知らせします。

※６・７月の主な予定をお知らせします。市教育委員会より指示があったり、学校再開
の見通しが確実になったりしたところで、あらためて学校メールでお知らせします。
実施予定の行事等
●発育計測…学校再開後、感染防止に配

中止となった行事等
▲体育朝会・かけ足タイム・音楽朝会

慮して実施
●学校朝会・児童朝会…放送で実施
●避難訓練…教室内で基礎知識と初期避
難行動について指導
●交通安全教室…教室内で基礎知識と危
険の予測について指導
●県学力学習状況調査…6/26 実施予定

読み聞かせ
▲音楽会
▲校外学習
▲個人面談
▲親善ミニバスケットボール大会
▲水泳授業
▲授業参観・懇談会
▲林間学校
▲つるせ台ひろば

※３密に配慮し、工夫して実施します。

富士見市立つるせ台小学校

℡049-251-2112

富士見市立つるせ台小学校
ひまわり学級便り
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令和２年５月１１日（月）
第２号

ひ さ

ひまわり学 級 のみなさん、お久しぶりです。
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今、日本中のみんな、世界中のみんなが、コロナウィルスにできるだけ
き

せいかつ

かからないように、気をつけながらすごしています。みんなも、生活の
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中でいろいろな工夫をしていることでしょう。お家ですごす時間が長く
すこ
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なり、少し退屈をしているかもしれませんが、こんなにゆっくりと家で
いえ

新緑の青葉が美しく、爽やかな季節になりましたが、学校メー
ルでお知らせした通り、休校の延長が決定しました。保護者の皆
様には、先月から新型コロナウィルス感染防止のための措置に
つきまして、ご理解とご協力をいただきありがとうございます。
みんなで学校生活ができず、お子さんたちもさびしい想いを
しているでしょうが、学校が始まったら、たくさん勉強したり運動
したり、たくさん楽しいことをやりたいと思います。それまで健康に気をつけて、元気に過ご
してください。規則正しい生活を心がけるよう、引き続きご支援をお願いします。
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また、みなさんに会える日を楽しみにしています。
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みなさん、元気にしていますか。
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お休み中の課題について
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みんなと会えないのはさびしいですが、学校が始まる日まで、健康に気
せいかつ

をつけて生活してくださいね。

○裏面に、ひまわり学級の課題一覧を載せました。無理のない範囲内で、毎日継続させてみ

みなみせんせい

いま

てください。先に、プリントで今までの復習をして、終わったら、ドリルやスキルに取り組ま

南 先生は、今２つはまっていることがあります。

せてください。（記名もお願いします。）

１つ目は、今年の頑張りたいことの一つでもある「整理整頓」です。
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時間があるので断捨離もしています。

＊ 提出日は、5 月 25 日（月）・26 日（火）です。詳細は、決まり次第メールにて連絡いたし
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２つ目は、本校の辻 教 頭 先生が毎日していらっしゃるオシャレな

ますのでご確認ください。提出日には、終わったプリントを持ってきてください。（ドリ
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手作りマスクに感化され、ハンカチや手ぬぐいをリメイクして、手作り

ル・スキルは、持ってこなくていいです。引き続き取り組ませてください。）
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マスクを作っています。家族みんなの分を、1人3枚ずつくらい製 作 中 で

やり終わったら丸つけをして、まちがいがあったら、その日のうちに直しをさせてくだ

す。
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みんなと学校生活ができる日々を心待ちにして、私 もがんばります。
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○計画表（タイムスケジュール）を一緒に作ってあげてください。
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各学年の課題は、印がついているものにチャレンジしてください。
○ＮＨＫのストレッチマンゴールド（毎週木曜

朝 9 時から 10 分間）は、ぜひお家の方も

可能であれば、ご一緒にご覧ください。体を動かすよい機会になると思います。他の

お願い

曜日も、9 時台に楽しい番組があるようなので、毎日朝 9 時はテレビで学ぼう！の
時間にして、規則正しい生活を過ごせるようにしましょう。
○テレビのおすすめ番組は、インターネットで検索すると、過去のものも全部見ること
ができるそうです。
○健康チェック（6 月 1 日まで）

アンケートについて
お子さんの理解のためのアンケートにご記入をお願いします。ご多用中申し
訳ありませんが、課題提出日（5 月 25 日、26 日）に、宿題プリントと併せてご提
出ください。

つるせ台小学校
１年学年だより
No.２
２０２０年５月１１日（月）
新型コロナウィルス感染拡大防止のための措置につきまして、ご理解とご協力をいただきありが
とうございます。先日各担任から電話連絡をさせていただきましたが、元気に過ごされているご家
庭が多く、安心いたしました。中にはお子さんとお話ができたご家庭もあり、声が聞けて嬉しく思
います。
さて、学校メールでお知らせしたとおり、休業の延長が決定いたしました。特に１年生は学校生
活を経験しないまま休業になってしまい、ご心配なことと思います。学校が再開した時にスムーズ
に学校生活が始められるよう、生活のリズムを整え、計画的に学習課題に取り組んでください。お
休みが続きますが、体調に気を付けてお過ごしください。
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１ねんせいは、
「あさがお」
をそだてていきます。あさ
がおのつるでくりすますり

2 くみ

いすをつくるよていです！
たいせつにそだてよう！

たんにんのせんせいたちより

ますか。たなばたしゅうかい
できるといいね。

3 くみ

こころも からだも
げんきに すごしてください。

お休み中の宿題について
①ひらがなプリント…「す」まで２４枚
②数字プリント…「１」～「０」３枚
①～④
③けいさんドリル２～５
提出（25 日または 26 日）
④生活かんさつカード「たねを まいたよ」
⑤１ねんせいちゃれんじ・体力づくりカード
⑤・⑥
⑥生活かんさつカード「めが でたよ」
提出（次に登校する日）
⑦国語教科書 P.25「あいうえお」を書く。
→ 再開したらチェックします。
⑧音読（国語教科書 P.26～P.27、P.32～P.39）
⑨国語ワークシート１枚 ※丸つけをお願いします。→ 提出なし
⑩算数教科書 P.10～P.19
→ 再開したらチェックします。
⑪算数ワークシート１枚 ※丸つけをお願いします。→ 提出なし
⑫あさがおのたねまき、水やり
※この内容を計画的に行えるよう、週間計画表を作成しました。終わったらチェックをつけられる
ようになっています。ぜひ、ご活用ください。この他にも、Ｅテレ番組、e ライブラリがおすす
めです。

宿題のやり方を詳しく説明します。お子さんと一緒にご確認ください。
☆おべんきょうするまえの おやくそく☆
こくごのきょうかしょ 14・15 ぺえじの「えんぴつとなかよし」のぶんを いいながら、し
せいや えんぴつのもちかたを ただしくしてから はじめましょう。
【こくご】
【こくご】
(1)ひらがなのれんしゅう（ひらがなぷりんと）
☆だすもの
「たのしい ひらがな あいうえお」…「なぞり」のれんしゅうから「す」まで 2４まいぶん
※１にち３まいぐらいずつ はぎとって、すすめましょう。
①なまえのらんに じぶんのなまえをかきます。
②あおいしかくのなかのひらがなを、かきじゅんにきをつけて、ゆびで３かいなぞります。
③きみどりのしかくのなかのことばを ３かいこえにだしてよみます。
④ひらがなを えんぴつで かきます。
ただしいかきじゅんをおぼえよう！とめるとこ
⑤そのひらがなをつかったことばを かきます。
ろ、はねるところ、はらうところもおぼえようね！
⑥うらも れんしゅうします。
⑦えの いろぬりをします。（いろぬりは できたらでいいです。）
保護者の方へ
「たのしいひらがなあいうえお」の冊子の裏表紙は、保護者の方が黒ペンでひらがなで名前を書いてく
ださい。「み」～「なまえのれんしゅう」のページは外さないでとっておいてください。「とめ・はね・は
らい」や書き順はとても大切です。正しく書けるよう、見届けてください。

(２)きょうかしょ 25 ぺえじ「あいうえお」
おんどくをするときは、てん「、
」や
かきじゅんに きをつけて、「あいうえお」を かきましょう。
まる「。
」で くぎってよんでみてね。
(３)きょうかしょ 26・27 ぺえじ「あさの おひさま」
きょうかしょを たててもち、こえにだして よみましょう。（おんどく）
(４)きょうかしょ 32～39 ぺえじ「はなの みち」
きょうかしょを たててもち、ことばのまとまりに きをつけて おんどくをしましょう。
(５)こくごワークシート（わあくしいと）「いい てんき」
じをよんでから かいてみましょう。かきじゅんに きをつけましょう。
→おうちのひとに まるをつけてもらいましょう。
【さんすう】
【さんすう】
(１)すうじのれんしゅう（すうじぷりんと）
☆だすもの
「たのしい ひらがな あいうえお」…すうじのれんしゅう「１」～「０」まで ３まい
※いちばんうしろにあります。
①なまえを かきます。
②あおいしかくの なかのすうじを、かきじゅんにきをつけて、ゆびで３かい なぞります。
③○に そのかずだけ いろを ぬります。
④すうじを えんぴつで かきます。
(２) さんすうきょうかしょ１
・「10 ぺえじ」…「かぞえよう」
えのかずを かぞえて、そのかずを しかくのなかに かきましょう。
・「11 ぺえじ」…「かぞえよう」
①１から５のすうじのなかで おうちにあるものを さがしてみましょう。
れい）えんぴつ…５ほん ぱん…２こ など
②さんすうぶろっくを ５こつかって、いろいろなかたちを つくってみましょう。

・「12 ぺえじ」…「５は いくつと いくつ」
①しゃしんの ４にんが とりだした おはじきは、それぞれ あおがなんこで あかがなんこか
かぞえましょう。
②５この おはじきは いくつといくつか、しかくに すうじを かきましょう。
・「13 ぺえじ」…「５は いくつと いくつ」
①５は いくつといくつに わけられるか かんがえましょう。
②○のかずを かぞえながら、□に すうじを かきましょう。
③さいごの ２もんは、わかっているほうの かずのぶんだけ ○にいろをぬって、もうひとつ
のかずを □に かきましょう。
・「14・15 ぺえじ」…「おなじ かずの なかまを さがそう」
おなじかずの ものを さがしましょう。
れい）ねこさんといちりんしゃ など
・「16・17 ぺえじ」…「かずを かこう」
①どうぶつの かずだけ ○にいろを ぬりましょう。
②６から１０までの すうじを えんぴつで かいてみましょう。
かきじゅんに きをつけて、れんしゅうしましょう。
・「18 ぺえじ」…「かぞえよう」
えのかずを かぞえて そのかずを しかくのなかに かきましょう。
・「19 ぺえじ」…「かぞえよう」「せんで むすぼう」
①おうちのひとが てをたたいた かいすうの（ゆびであらわした）かずをいってみよう。
②おなじかずを あらわしているものを せんで むすんでみましょう。
(３)さんすうドリル（どりる）２～５
☆だすもの
保護者の方へ
ひにちと なまえを かいてから やりましょう。
けいさんドリルの裏表紙も、保護者
の方が黒ペンでひらがなで名前を書
(４) ワークシート（わあくしいと）「１ねんせいの じゅんび」
いてください。
せんをなぞったり、せんでむすんだりしましょう。
→おうちのひとに まるをつけてもらいましょう。
【せいかつ】
【せいかつ】
(１)あさがおの たねの かんさつ
☆だすもの
①かんさつかあどに、ひにちと なまえを かきましょう。
②たねを よくみて、たねの えを かきましょう。いろも ぬります。
(２)あさがおのたねまき
①うえきばちに つちを いれます。「①つちにまぜるひりょう」も まぜましょう。
※ちゅうい！ひりょうは ２しゅるいあります。②のひりょうは とっておきましょう。
②ひとにぎりのつちを のこして、つちに みずをかけます。
③たねのかずだけ あいだをあけて あなをつくります。※あなのふかさは２せんちくらい
あなのなかに １こずつ、たねを いれましょう。
※たねは ぜんぶ つかいます。
④のこしておいたつちを やさしくかぶせます。
保護者の方へ
「朝顔の家庭栽培のポイント」に種まきの仕方が詳しく載っていますので、そちらを参考にしてくださ
い。水やり用にペットボトル 500mL を用意し、黄緑色のキャップをつけて利用してください。支柱は学
校に保管しておきます。

(3)あさがおのみずやり
①ぺっとぼとるを よういして、あさがおせっとに はいっていた きゃっぷを つけます。
②まいあさ、やさしく みずを あげましょう。（どにちも やりましょう。）

(４)あさがおの めの かんさつ ※めがでたら やりましょう。 ☆あとからだすもの
①かんさつかあどに、ひにちと なまえを かきましょう。
②めを よくみて、えを かきましょう。いろも ぬります。
③はっぱのいろと さわったかんじを かいてみましょう。（これはできたらでいいです。）
【がっこうせいかつ】
【がっこうせいかつ】
・１ねんせいちゃれんじ
☆あとからだすもの
がっこうで たくさんのともだちと せいかつするために、ひつような ちからです。
できるだけ たくさん ちゃれんじししましょう。

配付物

☆…提出するもの

・つるせ台だより３枚
（４月号・臨時号・５月号）
・学年だより
☆健康チェックカード（６月１日まで）
・市立学校の今後の対応について
・１学期学校行事の中止について
・新型コロナウイルス感染予防のために
・働き方改革のリーフレット
・スマホトラブルリーフレット
・ネットトラブル注意報
・いじめ啓発
・就学援助申請のお願い
・資源回収のお知らせ
・教職員の紹介
PTA より
・互助会のお知らせ

課題関係
・週間計画表
☆１ねんせいちゃれんじ・体力カード
☆「たのしい ひらがな あいうえお」の冊子
☆けいさんドリル
・国語ワークシート１枚
肥料付きで
・算数ワークシート１枚
す。茶封筒に
☆生活かんさつカード２枚「たねを まいたよ」 入ってます。
「めが でたよ」
・あさがおセット（植木鉢・ペットボトルキャップ・土・たね）
・朝顔の家庭栽培のポイント
・追加自由課題一覧
（ポスター絵画作品の募集と応募票を含む） 時間があったら
・歯・口の標語
やってみてください。
・うちで踊ろう楽譜

お知らせとお願い
・５月 25 日（月）または 26 日（火）は、課題の提出日になっています。
課題が入っていた封筒に入れて、次のものを提出してください。※封筒に名前記入
①ひらがなプリント 24 枚(冊子はとっておいてください） ②生活かんさつカード（たねを まいたよ）
③けいさんドリル
④すうじプリント３枚
⑤４月の宿題（１ねんせいちゃれんじ、国語・算数プリント２枚、１にちのすごしかた）
・次のものは、次回登校日に提出してください。
①１ねんせいちゃれんじ

②生活かんさつカード（めが でたよ）③健康チェックカード

・名札の裏に、緊急連絡先等の記入をお願いいたします。
・「緊急連絡カード」、「保健調査票」、「児童調査票」、「引き取りカード」未提出の方は次回登校日
に、書類が入っていた封筒に入れ、封をせずに提出してください。

次回登校日までに用意してください
□ 音楽バッグ用の手さげ（教科書、歌集、筆箱が入るもの）
音楽は教室移動があるので使用します。
□ 雑巾２枚（1 枚は記名、もう 1 枚は無記名）
（薄手の使いやすい物でお願いします）
□ ひもつき洗濯バサミ３個（記名）
洗濯バサミ（小さいもの）は、右のようにひもを通し
てください。結び目から金具までを、１５㎝くらいに
すると、使いやすいです。よろしくお願いします。

〈音楽バッグ〉
教科書
歌集
筆箱
40～45cm 位

25
～
30
cm
位

富士見市立つるせ台小学校
第２学年

学年通信

令和２年５月１１日（月）
NO.２

学習課題をがんばりましょう！
新型コロナウィルス感染拡大防止のための措置につきまして、ご理解とご協力をいただきありが
とうございます。お子さんの健康を守るため、休業期間が延長されました。早くクラスの友だちと
一緒に勉強したいと気持ちが強くなってきていると思いますが、健康を第一に考え、もう少しご家
庭での学習を頑張っていただきたいと思います。復習に加え、新しい学習にも取り組んでみましょ
う。

みなさん、おうちで元気にすごしてい
ますか。先生は、きょうしつのじゅんびを
したり、じゅぎょうがすぐはじめられる
ようにべんきょうをしています。みんな
がいないと学校がこんなにもたのしくな
いんだ…とさびしくおもっています。な
がいおやすみがつづきますが、ぜんいん
そろってえがおであえる日がくるのをた
のしみにしています。
１くみの先生

ながいお休みがつづきますが、げん
きですか。先生たちは、みなさんに会
うのをたのしみに、いろいろじゅんび
をしています。おうちではりょうりを
したり、きんにくをきたえたり、きょ
うみがあることのべんきょうをした
りしています。みなさんもじぶんのす
きなことをしらべてみるとよいかも
しれませんね。
２くみの先生より

２2 年生の先生からのメッセージ

みなさん、げん気に すごしています
か。先生は、みなさんが 学校に こられ
るようになったとき、どうやって べん
きょうを すすめていこうか、 かんがえ
ています。おうちでは、子どもといっし
ょにチュロスをつくってみました。いろ
いろなかたちをつくりました。みなさん
もおうちでの時かんをたのしんでくだ
さい。
３くみの先生より

☆

みなさん、おうちにいることは大へんだ
けど、がんばっていますね。先生は、べん
きょうのほかに、本がすきなので今まで読
んだ本をもう一ど読んだり、お話のつづき
をかんがえたりしています。みなさんが学
校へきたときに、しょうかいしたいなと今
からワクワクしています。みなさんも友だ
ちや先生におしらせしたいことをかいてみ
てはいかがですか。あえる日をたのしみに
しています。
４くみの先生より

授業でノートを書く際に、まっすぐな線を引きます。その際、１５センチ程度の定規を使用した
いと思います。筆箱に入れて毎日持たせてください。壊れやすいので、折りたたみのものは
避けてください。次回登校までに準備しておいてください。
☆ 本年度もひも付き洗濯バサミ３こ（帽子・雑巾用・全て記名）を使用します。こちらも次回登校
までに準備しておいてください。
※（準備できなかった場合は、次回登校時に、連絡帳でお知らせください。）
☆ 始業式の日に名簿の配付ができず、申し訳ございませんでした。裏面に名簿がございます。
お取り扱いにご注意ください。

＜

学

習

課

題

＞

○５月２５・２６日に提出する課題→本日配付した封筒に入れてご提出ください。
漢字で書く場合はふりがな

・「かんじドリル」
「かんじドリルノート」 ※名前を書きましょう。 をふってください。
① ４［たしかめ］をドリルに直接書く。
② 読・雪・言・行・南・書・絵・図・分・方・春 を進める。
③ ８【読む・ふきのとう①～⑭】をノートに書き写す。
「
【くりかえしかんじドリル】と【かんじドリルノート】のやりかた」のプリントを見ながら進め
ましょう。学習計画に沿って取り組んでみてください。
・「春がいっぱい」ワークシート
・「１年生を むかえよう」ワークシート
・「ずをつかって かんがえよう」プリント
・「漢字の宝島」プリント

→裏を見て確認しましょう。１年生で習った漢字の復習プリントに
なります。休業中に繰り返し練習してみてください。

・「自己紹介カード」 (始業式の日にわたしたもの)

○学校が再開したら持ってくるもの
・音読・計算カード
→毎日音読をしましょう。「計算カード」という欄があります。計算カードの「たしざん（２）」と
「ひきざん（２）
」から１つを選んで、全部答えてみましょう。カードを混ぜたり、タイムを計
ったりしてみてもよいですね。
・「なにに 見えるかな」プリント

２まい

・健康チェックカード

○提出の必要がないもの
・週間計画表
→今週の目標や毎日のスケジュールなど記入しましょう。
→学習計画に沿って、学習を進めましょう。
・算数・国語形成プリント ※６以降は今後の課題になる可能性もあるので、そのままお持ちください。
→学習計画に沿って、進めましょう。復習なので、１年生のものになります。
→丸付けのご協力をお願いします。間違えた問題は、もう１度解いたり、正しい答えを書いたりし
ましょう。

＜
お知らせ

PTA より

課題関係

2 年課題

本日の配付物

＞

学年だより
つるせ台だより ３枚 （４月号・臨時号・５月号）
新型コロナウイルス感染症に係る市立学校の今後の対応について
新型コロナウイルス感染症に係る１学期学校行事の中止について
新型コロナウイルス感染予防のために
働き方改革のリーフレット
スマホトラブルリーフレット
ネットトラブル注意報
いじめ啓発
就学援助申請のお願い
資源回収のお知らせ
教職員の紹介
互助会のお知らせ
自由課題一覧（ポスター絵画作品の募集と応募票を含む）計４枚
うちで踊ろう楽譜
読書記録カード
ひとりでよめたよ！（ブックリスト）
健康チェックカード（６月１日まで）
歯の標語
週間計画表
「くりかえしかんじドリル」と「かんじドリルノート」のすすめかた
春がいっぱい
１年生をむかえよう
ずをつかってかんがえよう
漢字の宝島
なにに見えるかな ２枚
形成プリント 国語・算数１～５
形成プリント 国語６～３２
形成プリント 算数６～３２
形成プリント 国語 シールと台紙
形成プリント 算数 シールと台紙
形成プリント 国語 答え
形成プリント 算数 答え
音読カード
かんじドリル
かんじドリルノート

青空

つるせ台小学校
３年学年だより

NO.２

～青空のように明るく
心も体ものびのび育つ～

令和２年５月１１日（月）

保護者のみなさまのご協力に感謝します。
若葉の緑が目にしみる季節となりました。先日は、各家庭や児童クラブに連絡し、子ど
もたちの体調やご家庭での過ごし方について伺いました。お忙しい中、ご協力ありがとう
ございます。みなさんの元気な様子に安心しました。
始業式から１ヶ月。例年は楽しいゴールデン・ウィークも、ガマン・ウィークになって
しまいましたね。先の見えない毎日の中、子どもたちも、いろいろなことを我慢し、よく
頑張っていると思います。
臨時休校延長に伴い、課題の一覧を掲載しました。５月も毎日机に向かう計画を立て、
無理のない範囲で進められたらと思います。保護者の皆様には、引き続き、ご理解とご協
力をお願いします。不明な点や不安などありましたら、学校へお問い合わせください。
５月も、生活リズムを整え、健康に留意して過ごしましょう。
～

担任よりメッセージ

こんにちは。元気にしてい
ますか。みなさん３年生の新し
い教科書はひらいてみました
か。先生は、れん休中、なわと
びをしました。みんなは、二じ
ゅうとびはとべるかな？？
先生も、みなさんといっしょ
に うんどうやべん強ができ
る日を楽しみに、じゅぎょうの
じゅんびや 体ちょうかんりを
がんばります。みなさんも、元
気にすごしてくださいね。
３年１組 担任

あつい日がつづきますね。
お家では どのようにすごし
ていますか？わたしは、さん
歩をしたり、絵をかいたりして
います。学校では、みなさんと
すごす日を楽しみにしなが
ら、教室にいろいろなけいじ
ぶつをつくってはったり、ぴか
ぴかにそうじをしたりしてい
ます。明るく え顔いっぱいの
学校生活を、いつかいっしょに
おくりましょうね。
３年２組 担任

～
みなさん こんにちは。今、
何をして 過ごしているのか
な？この前、電話で 皆さんの
元気そうな声が聞けて とて
も安心しました。こんな時だか
らこそ おうちの人とたくさん
お話したり、お手伝いをしたり
と 大切に時間をすごしてほし
いです。先生は、みなさんに会
えるのを とても楽しみにして
います。手あらい、うがいでよ
ぼうをしましょうね。
３年３組 担任

＼３年生のみなさんと元気に会えることを／
＼担任一同楽しみに待ってます！／
☆２年生の宿題について☆
休校が長くなり、今回、新たな課題が追加されます。２年生及び４月の復習課題は、今回の課題
プリントで確かめとし、提出をしないこととします。５月の提出物に関しては、裏面をご確認ください。

５月休校中の課題
内

容

けんこう

健康チェックカード

週間計画ひょう

形成プリント

音読（国語の教科書）

かん字れんしゅう

チャレンジプリント
☆きつつきの商売
☆チャレンジプリント
２年生でならった
かん字

九九８１マス計算

☆チャレンジプリント
かけ算プリント

とりくみのポイント ★保護者の方へ
○ 毎日のけんこうをかくにんしましょう。
★ 毎日の健康チェックを習慣化しましょう。
○ 1 日のめやすです。毎日、計画てきにとりくみましょう。
★ Ｅテレは、３年生におすすめの番組の紹介です。インターネットでは、
いつでも見ることができます。必須課題ではありません。
★ 1日のめやすとして提示してあります。課題がたりないときは、ｅライ
ブラリや市教委で紹介されているものも活用してください。
○ ２年生の きそ・きほんの ふうしゅうです。1 日、国語 １まい、算数 １ま
いずつ とりくみましょう。
★ 基礎基本の問題です。１～５の綴りは、算数の後ろに国語が入って
います。１３以降を２５・２６日提出後も継続して取り組みます。毎日、１
枚ずつ取り組ませてください。
① しせいよく 声に出して読みましょう。
② 読めなかった文字やことばをかくにんしましょう。
★ 音読は脳を活性化！語い力、読解力はもちろん、コミュニケーション
や記憶力、思考力を高めると言われています。さらに、ストレス軽減
にもなるとか。是非、楽しく取り組めるとよいです。
① かん字ドリルのなぞりと れんしゅうを「とめ、はね、はらい」に気を
つけて、ていねいに書きましょう。２２日の６～８はドリルだけ。
② 新しいかん字を ノートにれんしゅうしましょう。
★ 練習方法を、漢字ドリルの表紙裏に貼りました。参考に取り組んでく
ださい。学校が再開しましたら、復習として確認します。新出漢字を
どんどん覚えるように取り組みましょう。先に進めても構いません。
① プリントワーク教科書をよく読んで、場めんのようすを考えながら
とりくみましょう。
② テスト音読、ワークがおわったら、とりくみましょう。
★ 3 年生の単元の予習となります。丸付けと直しをし、確認してあげて
ください。学校が再開しましたら、全体で読みの確認をします。
○ ていねいに書き、まちがいを直しましょう。
★ ２年生のときの課題の確かめとします。（２年生のドリルノートは提出し
なくてよいです。）
① １～９がじゅんばんのものが４つ、ばらばらが４つあります。
② 計れる人は、時間を計りましょう。まずは、３分。レベルを上げて２分。
さいしゅうてきに １分３０びょういないと、はやく、正かくにできるよ
うにれんしゅうをしましょう。
★ 苦手な子は、取り組む前にコピーをしたり、２年生のときのノートにマ
スを書いて取り組んだりしてみてください。
★ 苦手九九を取り出して、練習することも大切です。
① 問だいをよく読んで 考えましょう。
② わからないところは、教科書を見て、かくにんしましょう。
★ ３年生の単元ですが、２年生の復習でもあります。２年生の教科書や３
年生の教科書で確認してください。学校が再開しましたら、かけ算の

☆チャレンジプリント
３年のじゅんび（算数）
☆チャレンジプリント
地図記ごう
自由かだい

学習からスタートします。
※ かけ算の次単元は時計です。プリントはありませんが、アナログの
時計で時刻がわかるようにしておきましょう。
○ ２年生の学しゅうのたしかめです。まちがえた問だいは、直しをし、２
年生の教科書やＥライブラリでかくにんをしましょう。
★ ２年生の課題の確かめとします。２年生の教科書は提出しません。
○ 地図ちょうや教科書（３４・３５ページ）を見てしらべます。
★ 興味がもてたら、他の物を調べて覚えるのもよいでしょう。
※別紙
ていしゅつ か だ い

２５日（月）
・２６日（火）提出課題
はいふ

ふくろ

ていしゅつ

配布されたときの 袋 に入れて 提 出 してください。
□ 学きゅうもくひょうのプリント（４月かだい）
□ じこしょうかいのプリント（４月かだい）
□ ３年生チャレンジカード
□ 漢字ドリル（８までおわらせたもの）
□ 漢字ノートれんしゅう（６の「号」までれんしゅうしたもの）
□ チャレンジプリントつづり（☆５まい）
じゆうかだい

□ 自由課題でとりくんだもの

つるせ台小学校
第４学年

学年便り

R.2.５.１１
NO.２

４年生の先生からみなさんへ
みなさん、お久しぶりです。元気に過ごしていますか。休校期間が延びてしまいましたが、
引き続き生活リズムを守りながら、勉強に取り組んだり本を読んだりなどして、お家で過ご
す時間を大切にしてほしいと思います。普段取り組めないことに挑戦するのもいいですね。
みなさんと１日でも早く教室で会えることを楽しみにしています。 １組 担任
みなさん、元気にしていますか。先週、みなさんの元気な声を聞かせてもらいました。あ
りがとうございました。よいスタートが切れるよう、先生達もみなさんに負けないように毎
日。授業について生活についてたくさん話し合って、たくさん勉強して準備を行っています。
早く学校がはじまることを楽しみにしています。

２組 担任

みなさん、元気にしていますか。休業が長く続き、だんだんと疲れを感じているころだと
思います。早くいつもどおりの生活にもどってほしいですね。先生はいつでも４年３組での
生活が始められるように、掃除当番表や生活当番表を作りました。臨時休業が終わって、皆
さんと楽しく勉強や運動ができることを楽しみにしています。

３組 担任

～５月の課題、配付物について～
①

形成プリント（国語、算数）
３年生で学習した内容の復習プリントです。計画的に取り組みましょう。どちらの教
科も１日１枚ずつ目標に取り組みましょう。
（６月１日までに１０番までは確実に行っ
ておきましょう。）終わったら、お家の人に丸つけをしてもらい、間違えたところは赤
で直しましょう。学校再開後も使用しますので、なくさずに持っておきましょう。

②

漢字の学習（１４ページまで）
☆回収日までに終わらせます。
４年生で習う予定の漢字を先に覚えてしまいましょう。表紙の裏の行い方を参考にし
て行ってください。一字、一字しっかり覚えられるよう、ていねいに書きましょう。読
み方は教科書を見て調べて書きましょう。計画的に終わるように取り組みましょう。丸
つけは先生が行います。

③

計算の力スキル（２のみ） ☆回収日までに終わらせます。
ふく

３年生の復習です。問題をよく読んで取り組みましょう。丸つけは、
先生が行います。

④

３年生ふり返りテスト（国語、算数） ☆回収日までに終わらせます。
３年生で学習した内容のふり返りテストです。計画的に取り組みましょう。終わった
ら、お家の人に丸つけをしてもらい、間違えたところは赤で直しましょう。

⑤

健康チェックカード
毎日の健康観察と６つの項目のチェックを行いましょう。毎朝体温をはかり、記録し
ましょう。

⑥

音読カード ☆回収日までに２回ずつ読みます。回収日に１度提出してもらいます。
音読をして、音読カードに記入しましょう。読めない漢字はお家の人に聞きましょう。
２５日までに「白いぼうし」と「一つの花」を最後まで２回ずつ音読をしましょう。ペ
ージごとに分けて計画的に読み進めてもよいです。内容を想像しながら読みましょう。
２回ずつだけでなく、たくさん読んでもらっても構いません。音読カードを両面印刷し
ましたので読んだ分は、全て記入してください。

⑦

都道府県練習プリント（２枚）とチャレンジプリント（１枚）
地図帳を見ながら都道府県を書いて覚えましょう。自分で取り組める確認テストプリ
ントを２枚、また参考プリントも１枚つけました。活用してみてください。

⑧

週間計画表
規則正しい生活が送れるよう、お家の人と相談して３週間の週間予定を自分なり立て
てみましょう。先生方で考えた計画表例もつけました。参考にして予定を立てて学習習
慣が身につけられるよう計画的に取り組みましょう。

その他にも
NHK 番組や、e ライブラリー、図工など自由課題、２０日のホームページ「学校だ
より」にのせた課題や新しい「学校だより」にのっている課題など自分が取り組めそう
なものにチャレンジしてみましょう。

～課題の回収について～
５月２５日（月）
、２６日（火）に学校から出した課題を回収します。出し忘れがない
ように確認しましょう。
○４月８日に出した課題で回収するもの

□計画的に毎日すごそうプリント

□体力カード

□自己紹介カード

□国語、算数プリント（丸つけ、直しを行ったもの１枚ずつ）
□健康チェックカード（４月１２日までのもの）
○５月１１日～１３日に出した課題で回収するもの
□漢字の学習 □音読カード □計算の力スキル
□３年生国語、算数ふり返りテスト（丸つけ、直しを行ったもの１枚ずつ）
本日課題を入れていた封筒に上記のものを入れて、提出していただきます。詳しくは、
後日、学校メールにて連絡します。

富士見市立
つるせ台小学校
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担任の先生達から
始業式から１ヶ月がたちました。先行きの不透明な中での新学年のスタートとなりましたが、学校
が再開した際に改めていいスタートが切れるように、体と心の準備をしておきたいですね。先生た
ちは、みなさんと会うことができず、とても寂しいです。「当たり前に」みなさんが登校し、授業に参
加し、友達と遊ぶことができる時間は、きっと「当たり前ではないんだろうな」ということを身に染
みて感じています。不要不急の外出を避け、健康第一に考え、家庭で過ごしてくださいね。

課題について
休校期間が延長し、５月末までとなりました。学校再開した際に、よいスタートがきれるよう、計
画的に課題を進めましょう。生活リズムは崩れていませんか？課題にはありませんが･･･早寝・早
起きは特に意識をして取り組みましょう。
※新しく配付したドリルやノートには、丁寧な字で名前を書きましょう。

見本を参考に週間計画表を作成して取り組もう（見本をそのまま使ってもいいよ！）
① 形成プリント（国語・算数）１～５：提出なし
国語・算数合わせて、１０枚あります。おうちの人や自分で丸付けをしましょう。
分からなかった問題、間違えてしまった問題は、自主学習ノートにまとめたり、もう一度解き直し
たりしてみましょう。
※１～３２までの冊子が配付されます。6～32 は、学校再開が延期になった時の課題や再開後の
宿題として使用します。
② 健康チェック：６月１日に提出
毎日、検温して体調の確認をしましょう。
③ 漢字ドリル ①～⑨まで・漢字の広場プリント：提出あり
・ドリル（音読み・訓読み・漢字の使い方・書き順・空書きなど、声に出しながら丁寧に４文字練習
しよう。マスの中におさまるように書こう。）
・ドリルノートｐ．９まで（やり方については、表紙の裏のページを参考にしてね！）書き順を声に
出しながら、練習するといいよ！１ページ１５分かけて練習しよう。読みがなを忘れないようにし
よう。
・漢字の広場プリント（教科書ｐ.44 を参考にして、4 年生で学習した漢字を使って文章を書いて
みよう。）ポイントは一文を短く書くこと！分からない単語は国語辞典で調べてみよう！
④ 計算ドリル：提出あり
２・３を計算ドリルの問題を見ながら、計算ドリルノートにやりましょう。○付けは先生がします。
５年生の学習の小数のかけ算・わり算につながります。しっかり復習しておきましょう。
⑤ ４年生でならったまとめプリント（国語・算数）：提出なし
国語５枚・算数１枚に取り組みましょう。おうちの人に丸付けをしてもらいましょう。
⑥ ４年までのたしかめ:提出なし
国語１枚・算数１枚に取り組みましょう。おうちの人に丸付けをしてもらいましょう。

⑦ 家庭科プリント：提出あり
家庭の仕事調べをしよう。おうちの人は、家庭の中でどのような仕事をしているだろう？おうち
の人の行動をよくみて、家庭科ワークシートにまとめましょう。提出しましょう。
(自分でできそうな仕事やお手伝いできそうな仕事は、積極的に取り組んでみてくださいね！
家庭科の学習につながります！)
⑧ 自主学習ノート：提出あり
１日１ページずつ取り組もう！配付したやり方のプリントを参考にしてみてね！
（⑨健康アンケート）
富士見市から５年生１学級のみ調査依頼を受けましたので実施します。
５年３組のみ封筒に入っている健康アンケートを配付いたしました。ご回答の上、提出をお願いし
ます。
自由課題
・E テレ視聴
番組を見て、内容を自主学習ノートにまとめてみよう。E テレの視聴は自由課題です。また、放送
時間や内容は変更になることもあると思われますので、NHK の番組表等でもご確認ください。
週間計画表も参考にしてね！
曜日 時間
教科
番組名
火 9:35～9：45
理科
ふしぎｴﾝﾄﾞﾚｽ
水 9:30～9：40
社会
未来広告ｼﾞｬﾊﾟﾝ！
水 9:50～10：00
家庭科(小 5.6 年向け)
ｶﾃｲｶ
木 10:05～10：15
外国語(小 5.6 年向け)
基礎英語 0～世界ｴｲｺﾞﾐｯｼｮﾝ
・音読
声の大きさ、スピード、よくようをつける等、意識して取り組めるといいですね。
・読書記録カード
・歯の標語
・うちで踊ろう
詳細は別紙をご覧ください。
・人権作文
・図工作品
課題

丸付け

提出(２５・２６日)

①

形成プリント（国語・算数）

お家の方・自分（解答冊子有り）

×

②

健康チェック

なし

×（提出は６月１日）

③

漢字ドリル・漢字の広場プリント

なし

○

④

計算ドリル

なし

○

⑤

４年生でならったまとめプリント（国語・算数） お家の方（裏面に答え）

×

⑥

４年までのたしかめ

お家の方（別紙あり）

×

⑦

家庭科プリント

なし

○

⑧

自主学習ノート

なし

○

なし

○（５－３のみ）

（⑨健康アンケート）

提出物一覧（２５・２６日に提出）
・漢字ドリル

（・健康アンケート：５－３のみ）

・漢字ドリルノート
・漢字広場プリント

・登校日に提出予定だった物

・計算ドリルノート

自己紹介・めあてカード

・家庭科プリント

体力づくりカード

・自主学習ノート

今週の生活の様子

保護者の皆様の関わり方のポイント
会話やアドバイス、そして称賛や励ましの言葉が子ども達の意欲につながることが多く
あります。また、アウトプット（子どもが大人に教えたり、説明したりするような機会な
ど）が理解の深まりには大切です。家庭学習への関わり方のポイントをまとめましたの
で、参考にしていただければと思います。
（国語）
・教科書やプリントの中には日常会話ではあまり使い慣れていない熟語も出てくると思い
ます。分からない熟語や漢字があったときにはぜひ、国語辞典や漢字辞典を使って調べ
たり、意味を一緒に考えたりしてあげてください。言葉の意味を知ることで理解が深ま
ります。辞典の調べたページに付箋などを貼っていくと、調べた数が視覚化され「どん
どん調べよう」という意欲につながります。
・新出漢字の学習では書き順だけでなく、漢字の意味や成り立ちも確認するよう促してく
ださい。成り立ちには「なるほど」と感じる字も多く、会話に取り上げていただくこと
でその字の認識が高まります。
（算数）
・答え合わせをした後には、間違えた問題は解き直しをするよう促してください。お子さ
ん自身がなぜ間違えたのかが分かることで理解が深まります。
・公式や作図の仕方、計算の仕方を忘れてしまっている場合には、４年時の教科書を使っ
て調べながら取り組むよう声かけをお願いします。忘れてしまっている場合、悩んでも
思い出せない場合が多いです。５年生の教科書の P150～「ふりかえりコーナー」も参考
になります。
・答えの単位まで確かめるよう声かけをしていただくと、テストでのケアレスミスを減ら
すことにつながります。
（自主学習）
お子さんが苦手としている学習や興味をもっていることについて自由に調べたり、表
現したりする学習です。好きなことや苦手なことがよく分かる学習になりますので、何
を学習したのかぜひ確認をしていただき、称賛してあげてください。お子さんにとっ
て、大きな自信になります。子どもたちなりの学習が見え、おもしろいです。

みなさん、お久しぶりです！
４月８日に会ってから早くも１ヶ月経ちました。
先生の顔覚えているかな？
電話で元気な声を聞くことができて安心し、とても
嬉しかったです。しかし、みなさんに会うことがで
きず、とても寂しいです。早くみんなが登校して一
緒に勉強して、遊べる日を楽しみにしています。
６月１日元気な姿で会えますように！健康第一！
問題：３週間、毎日、腕立て・腹筋をするとどう
なるでしょう？
答えは、自分の体でたしかめよう！

５年生のみなさん、元気に過ごしていますか？
みなさんに会うことができず、とても寂しいで
す･･･。学校が始まったら、早くみなさんのこと
を知りたいです！たくさん質問させてください
ね！！
そして、臨時休業中は、お手伝いを率先して取
り組めるといいですね。例えば、料理のお手伝
い、食器を洗う、ゴミ出しをする、掃除をする、
お金の使い方を考える、穴の空いた靴下を直すな
ど、おうちの人がしている家庭の仕事を探して、
自分で取り組めそうな仕事を取り組んでみてくだ
さいね！「こんなお手伝いをしたよ！」とぜひ、
聞かせてください！

みなさん元気ですか？e ライブラリにも５年生の先生から
のメッセージを時々載せています。学校が再開したら、お話
をたくさん聞かせてくださいね。みなさんに会える日を楽し
みにしています。
突然ですが、ここでクイズです。次の中で埼玉県が全国１
位のものを選んでください。
①過去１０年間の快晴日数
②サイクリングロードの長さ
③炭酸飲料の出荷額
④アイスクリームの出荷額
⑤さといもの産出額
正解は①～⑤の全てです。このほかにも、埼玉県が全国１
位のものはたくさんあります。ぜひ地図帳やインターネット
等も使って、いろいろな調べ学習をしてください。

富士見市立つるせ台小学校
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休校から 2 ヶ月あまりが経過しました。先の見えない生活、子ども達も保護者の皆さんも不安
な毎日を過ごしていることと思います。そんな中でも日々、子ども達の学習が止まってしまわな
いよう支えていただき、心より感謝申し上げます。担任一同、子ども達と学校で楽しく学習でき
る日を心待ちにしています。
本日、新たな課題を子ども達に配付しました。子ども達にとっても 1 人で学習をする日々が続
き、学習に対する「飽き」も出てくる頃かと思います。子ども達に対する学習アドバイスのポイ
ントをまとめましたので、ぜひ参考にしていただければと思います。
もうしばらく休校が続いてしまいますが、くれぐれも体調管理にご留意いただき、子ども達へ
のサポートをお願いいたします。

保護者の皆様の関わり方のポイント
会話やアドバイス、そして称賛や励ましの言葉が子ども達の意欲につながることが多くあります。また、ア
ウトプット（子どもが大人に教えたり、説明したりするような機会など）が理解の深まりには大切です。家庭
学習への関わり方のポイントをまとめましたので、参考にしていただければと思います。
（国語）
・教科書やプリントの中には日常会話ではあまり使い慣れていない熟語も出てくると思います。分からない熟語
や漢字があったときにはぜひ、国語辞典や漢字辞典を使って調べたり、意味を一緒に考えたりしてあげてくだ
さい。言葉の意味を知ることで理解が深まります。辞典の調べたページに付箋などを貼っていくと、調べた数
が視覚化され「どんどん調べよう」という意欲につながります。
・新出漢字の学習では書き順だけでなく、漢字の意味や成り立ちも確認するよう促してください。成り立ちには
「なるほど」と感じる字も多く、会話に取り上げていただくことでその字の認識が高まります。
（算数）
・答え合わせをした後には、間違えた問題は解き直しをするよう促してください。お子さん自身がなぜ間違えた
のかが分かることで理解が深まります。
・公式や作図の仕方、計算の仕方を忘れてしまっている場合には、５年時の教科書を使って調べながら取り組む
よう声かけをお願いします。忘れてしまっている場合、悩んでも思い出せない場合が多いです。6 年生の教科
書の P272～「ふりかえりコーナー」も参考になります。
・答えの単位まで確かめるよう声かけをしていただくと、テストでのケアレスミスを減らすことにつながりま
す。
（作文）
卒業文集に向けた題材集めと長文を書く練習になります。文章構成の例のプリントを用意していますので参
考にしてください。書き上がった文章は、ぜひ読んであげてください。できるだけお子さんの表現はそのまま
に文章の構成や誤字脱字についてアドバイスしてあげてください。なかなか書き出せない場合は、具体的な場
面や気持ちを話しながら整理していくと書く材料が見つかっていきます。
「」を使い、会話の内容や心に残っ
ている言葉などを明確にしていくと、その子にしか書けない作文になっていきます。
（自主学習）
お子さんが苦手としている学習や興味をもっていることについて自由に調べたり、表現したりする学習で
す。好きなことや苦手なことがよく分かる学習になりますので、何を学習したのかぜひ確認をしていただき、
称賛してあげてください。お子さんにとって、大きな自信になります。子どもたちなりの学習が見え、おもし
ろいです。

○週間予定表を３週間分配りました。目標や 1 日の生活スケジュールを立てましょう。その通りに進めれば
課題提出に間に合います。自分で予定を立てたい人は、週間予定表（白紙）に学習の予定を立てましょう。
課題には提出する物としない物があるので、提出する物を先に進めるといいですね。

国語
①漢字ドリル①～⑪ 提出
ていねいな字で取り組みます。なぞるところは、はみ出さないようゆっくりなぞりましょう。新しく習う漢字の
ページが終わったら、１文字につき 2 行、ノートに練習します。

②ノートに新出漢字練習（
「視」～「我」） 提出
毎回５文字ずつ取り組みます。ノート練習の仕方の見本は漢字ノートに貼りましょう。
③プリント「漢字の広場」 提出
「漢字の広場」の学習では、熟語の読みや意味を最初に確認します。熟語の意味を踏まえ、ワークシートの
場面の漢字を全部使って文章に表しましょう。
④プリント「春のいぶき」
提出
春に関する語句を組み合わせて、俳句（五・七・五）短歌（五・七・五・七・七）を作ります。教科書の語
句を参考に、自分が感じたことや考えたことを表現してみましょう。
⑤習字 「歩む」
「湖」
「思いやり」
清書は学校再開後、授業にて行います。教科書でポイントを確認し、お手本とめあてを意識しながらゆっく
り丁寧に行いましょう。１文字につき、３枚練習します。
⑥プリント「知恵の泉読書カード」2 枚
読んだ本についてカードに記録をしていきます。１冊につき１枚作成しましょう。たくさん本を読もう。
⑦プリント「５年生で習った漢字」
まずは何も見ないで自分の力を試して見ましょう。お家の人に丸付けをしてもらい、間違えたところや分か
らなかったところは漢字ノートに１行練習をしましょう。
⑧作文 3 枚 提出
卒業文集に向けた練習です。３つのテーマについて、作文を書いてみましょう。最後の行まで書きます。
「作
文を書くときのポイント」を参考にしてもいいです。できあがった作文は、お家の人に読んでもらいましょう。
（１）林間学校で学んだこと （２）今まで一番思い出に残っていること （３）休校期間中に感じたこと
⑨音読 「帰り道」2 回 「笑うから楽しい」1 回 「時計の時間と心の時間」1 回
お家の人に聞いてもらったら「週間計画表」に印をつけます。姿勢・声の大きさ・読むスピードを意識して
取り組みましょう。

算数
①計算スキル③④ 提出
５年生までの復習です。丸付けは、先生がやります。
②教科書 ｐ ３３、５３、１９９、２０５、２０７、２０９
５年時のノートや裏紙を利用して問題に取り組み、答えは教科書に書き込みましょう。
P266～に答えがのっています。お家の人に丸付けをしてもらいましょう。
自主学習 合計で見開き 2 ページ以上
苦手としている学習や興味をもっていることについて自由に学習します。「自主学習の仕方」のプリントを
見本として、一回につき見開き１ページを目安に取り組みましょう。

復習課題
形成プリント（国・算）１～５
それぞれ１～３２まで配付しますが、５／２９までは、それぞれ１～５に取り組んでください。お家の人に丸
付けをしてもらいましょう。

健康観察カード
アルファベット練習プリント
※そのほかにも「臨時休業中 追加自由課題一覧」を見て、積極的に取り組んでみましょう。

前のページの「休業中かならず行う課題」をまとめた物です。終わったらチェックしましょう。課
題の詳しい内容については前のページを見て確認してください。
課題

丸付け

提出(２５・２６日)

① 形成プリント（国語・算数）１～５

お家の方・自分（解答冊子有り）

×

② 健康チェック

なし

×

③ 漢字ドリル①～⑪

なし

○

④ 漢字練習（視～我）

なし

○

⑤ 計算スキル③④

なし

○

⑥ ５年生で習った漢字プリント1枚

お家の方（答えあり）

×

⑦

お家の方（答えなし）

×

アルファベット練習プリント1枚

⑧ 作文3枚

なし（一度目を通してもらいましょう） ○

⑨ 自主学習ノート（見開き2ページ以上）

なし

×

⑩ 「漢字の広場」2枚「春の息吹」1枚

なし

○

⑪ 習字

なし

×

⑫ 音読

なし

×

⑬ 読書2冊以上・知恵の泉読書カード

なし

×

⑭ 算数教科書p33.53.199.205.207.209

お家の方

×

☑チェック

～課題の提出について～
５月２５日（月）
、２６日（火）に学校から出した課題を提出します。
○４月８日に出した課題で提出するもの

□自己紹介カード
○５月１１・１２・１３日に出した課題で提出するもの
□プリント「漢字の広場」 □プリント「春のいぶき」 □漢字ドリル
□作文（３枚）
□計算スキル
□漢字練習帳
本日課題を入れていた封筒に、上記ものを入れて提出していただきます。詳しくは、後日、学校メール
にて連絡します。

「みなさん元気ですか。元気があれ
ば何でも出来る。
」です。今まで経験
したことがないことにめぐり会っ
た時こそ、チャンスです。新しい事
に挑戦して充電しておいてね。元気
な姿の登校を楽しみにしています。

朝、７時までに起きている？お菓
子食べすぎてない？ゲームやりす
ぎてない？・・・勉強もしている？
気になることがたくさんあります。
学校が再開したら最初から全力だ
よ！しっかり準備しておいてね！

みんなの笑顔が見たい。楽しく授
業をしたい。
「できた！」
「やった！」
と一緒に感動したい。そのためには
健康第一。今すべきことをしっかり
とやっていこう。しばらくお休みは
続きますが、応援しています。

