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 この度の新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、入学式から長期にわたる臨時休校となっていますが、保護

者の皆様には、ご理解とご協力をいただき、心より感謝申し上げます。 

 新型コロナウイルス感染防止のために、外出を制限され、長い休校期間を経て、子供たちの心も体も少し元気を

失くしている今、学校と家庭と連携を取りながら、一日でも早く、子供たちのいつもの笑顔が戻ってくるように支

援していきたいと思います。今後とも、ご理解とご協力の程よろしくお願い申し上げます。 

 
《本日配布したもの》○のついているものは提出します。 

１ 小日向だより（学校だより） 

２ ワンダフル（学年だより） 

３ 保護者会資料 

４ 個人面談のお知らせ 

５ 相談室だより 

６ かがやく心 

７ 文京区立小学校における特別支援教室「学びの教室」について 

⑧ １ねんせいちゃれんじ！さいごまでできるかな（１枚） 

⑨ あさがおのかんさつカード、かきかた（１枚ずつ） 

⑩ ひらがなプリント（４枚「い」「う」「し」「つ」） 

⑪ すうじのれんしゅうプリント（１枚） 

12 音読カード（6月に提出します。） 

13 音読集（ひばり） 
14 朝顔セット（植木鉢、土、マルチじょうろキャップ、種、肥料） 

15 マスク（文部科学省より配布） 

 
《課題について》 

 本日配布した課題は、５月１２日（火）～１７日（日）に取り組みます。「１ねんせいちゃれんじ！さいごま
でできるかな」を見ながら、計画的に進めてください。 

毎週月曜日に、1週間分の学習課題を配布します。次週の課題配布日は、５月１８日（月）９時～11時です。

本日配布した水色の封筒に、⑧～⑪の課題を入れ、お子さんの靴箱の中にある、新しい課題（茶色の封筒）と交

換してください。（封筒に記名をお願いします。） 

ご兄弟がいる家庭は、できるだけ下の学年の時間帯に課題を受け取ってください。どうしてもこの時間帯にご

都合がつかない場合には、学校へ連絡をお願いします。 

 

１ 朝顔セット 

  植木鉢の広い側面と、じょうろ用ペットボトル、じょうろキャップに大きく記名してください。 

５月１７日くらいまでに、種を５粒まきます。「あさがおのたねのまきかた」を見るか、もしくは学校のホー

ムページの動画を見て参考にしてください。残りの種は、観察したり、ご家庭で育てたりしてください。５００
mlのペットボトルを用意していただき、付属のキャップを付けてじょうろを作り、毎日涼しい時間に水やりをし

ます。（朝顔は、後日学校に持ってきて、学校で子供たちが育てます。） 

 

２ あさがおのかんさつカード（１枚） 

  ●種の様子をよく観察します。 

●種の形や色に気をつけて、虫眼鏡で拡大したように、大きく色鉛筆で種を描く。 

  ●色や形、手ざわりやにおいなど、気付いたこと、発見したことを鉛筆を使って簡単な文章で書く。 

   （文字がまだ書けないときには、おうちの人に書きたいことを話して、下書きしてもらって、それをなぞり
ます。） 

 

３ ひらがなプリント（４枚「い」「つ」「し」「う」） 

  ①鉛筆の持ち方を確認して、良い姿勢で座る。 

  ②名前と取り組んだ日付を書く。 

  ③書き順、とめ、はね、はらいに気を付けて、一番大きなお手本を指で3回、ゆっくりとなぞります。 
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  ④そのひらがなのつく言葉４つをなぞったり書いたりして、書けたら、声に出して読んでみる。 

⑤大きなお手本と、その下の8文字をゆっくり丁寧になぞったり、書いたりする。 

  ⑥裏面は、ゆっくりと丁寧になぞったり、書いたりする。 

  ⑦表と裏に描かれている、色のついていない挿絵に色鉛筆ではみ出さないように色を塗る。 

 

４ すうじのれんしゅう（１枚表「１」） 

  ①鉛筆の持ち方を確認して、良い姿勢で座る。 

  ②名前と取り組んだ日付を書く。 

  ③絵に描かれている動物の数を数えて、その数だけ〇に左上から色を塗る。 

  ④書き順に気を付けて、一番大きなお手本を指で3回、ゆっくりとなぞる。 

  ⑤大きなお手本と、その下の8文字をゆっくり丁寧になぞったり、書いたりする。 

  ⑥家の中で、その数のものを探してみる。 

 

５ 音読（ひばり、音読カード） 

  ①良い姿勢で座るか立つかして、音読集（ひばり）を両手で持つ。 

  ②音読集「ひばり」のその日決められた箇所をゆっくりはっきりと読む。 
   （回数は、自分で決めて無理なく、丁寧に読む。読めないときには、おうちの人と一緒に読む。） 

  ③音読カードに、読んだ回数と、大きな声で読めたか、正しくつかえずに読めたかを、◎・〇・△の印でおう

ちの人に書いてもらう。 

 

６ eライブラリ 

  まだ取り組んでいない人は、ぜひやってみてください。 
  《取り組むところ》 

小学１年→さんすう→なかまづくりとかず→なかまづくり（１）～（３） 
  小学１年→こくご→ひらがな→ひらがなをよむ 

               →ことばをよむ 

《個人面談について》 
   ６月１０日（水）～１９日（金）に、個人面談を行います。ご家庭でのお子さんの様子をお伺いし、学校での

様子をお話ししながら、今後の指導について考えていきたいと思います。面談時間は、１人１５分程度と短いで

すが、有意義な時間にしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 また、面談の日程につきましては、本日配布しましたものに同封されています。ご都合のつかない日程の欄に

×をつけていただき、課題配布日（5 月 18 日、または 25 日（月））に、提出課題と同封してください。 

 

《学年徴収金について》 
  6月5日（金）から、学年徴収金の振替が開始します。6月は、学年教材費12,000円とPTA会費2,000円、合

計14,000円の引き落としです。なお、手数料10円がかかります。ご準備をお願いします。給食費は、7月より

引き落としします。 

 

《５月の行事について》 
  ５月２１日（木）に予定されていました、交通安全教室は、延期になりました。新たな日程が決まりましたら、

お知らせいたします。 

 

《担任より》 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

せんせいは４がつから、

まいにちどうがをみなが

らうんどうしたり、すとれ

っちしたりしています。い

えのなかでも、うんどうや

すとれっちをすると、きぶ

んがよくなりますよ。みな

さんもやってみてくださ

い。 

おうちでのじかんをた

のしくすごしましょう。 

１－３なかざわゆうすけ 

おやすみがのびてしま

い、とてもざんねんです。

がっこうがはじまったら、

すてきなことがたくさんま

っています。それまでは、

いえでしゅくだいや、おう

ちのひとのおてつだいをし

て、じぶんのできることを

がんばってください。えが

おであいましょうね。 

１－２くろさわゆきの 

このあいだ、くろさわせん

せいと、なかざわせんせい

といっしょにあさがおの

たねをまきました。いつめ

がでるかなぁ。どれくらい

おおきくせいちょうした

らみんなとあえるのかな

ぁ。と、かんがえなが

ら･･･。みんなもおうちで

あさがおのたねをまいて

くださいね。 

１－１ うえま あい 

 

がっこうのきゅうこうも

５がつ３１にちまでになり

ました。のびてしまったこ

とはほんとうにざんねんで

すが、あとすこし、あとす

こし。いっしょにがんばり

ましょう！！みなさんのげ

んきなすがたにあえること

をたのしみにしています。 

しいのきがっきゅう  

まつながゆき 
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この度の新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、５月３１日までの対応について、保護者の皆様にはご苦労

をおかけしますが、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。 

先週１２日（火）には、学校便りや学年便り、休校中の課題①等を受け取りにご来校いただきありがとうござい

ました。また、１３日（水）は、電話にて一人一人の児童の声を聞くことができて担任として嬉しかったです。今

週からは、zoomを使用したホームルームもスタートします。環境設定等ご面倒をおかけしますが、ご理解とご協力

をお願いいたします。学校再開まであともう少しです。 

 
《本日配布したもの》 
①【１ねんせいちゃれんじ！さいごまでできるかな？】 １まい 

②【こくご】 

ひらがなプリント「り」「け」「こ」「に」 ４まい 

③【さんすう】 

すうじプリント「４」「５」「６」「７」 １まい 

④【ずこう】 

だれのしっぽかそうぞうしてえをかこう １まい 
⑤【せいかつ】 

あさがおのかんさつカード １まい 

⑥【どうとく】 
ワークシート １まい 

⑦【たいいく】 

たのしく、からだをうごかそう １まい 

⑧【おんがく】 

  こうかプリント １まい 

  リズムにあわせて、てをたたこう １まい 

 

ごうけい １１まい 

 
《課題について》 

 本日配布した課題は、５月１８日（火）～２４日（日）に取り組みます。「１ねんせいちゃれんじ！さいごま

でできるかな」を見ながら、計画的に進めてください。 

毎週月曜日に、1週間分の学習課題を配布します。次週の課題配布日は、５月２５日（月）９時～11時です。

本日配布した茶色の封筒に、１２日に配布した数字プリント１枚と本日配布した１１枚の合計１２枚を入れ、お

子さんの靴箱の中にある、新しい課題（水色の封筒）と交換してください。 

ご兄弟がいる家庭は、できるだけ下の学年の時間帯に課題を受け取ってください。どうしてもこの時間帯にご

都合がつかない場合には、学校へ連絡をお願いします。 

 

《担任より》 
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１２にちにかだいがくばられま

したね。とりくむことができて

いますか？６がつにはじめるた

めのじゅんびだとかんがえて、

すこしでもがんばれるといいな

とおもいます。また、おきるじ

かんやねるじかんもかんがえて

みてください。（１ねんせいのは

９～１３じかんだそうです。）せ

んせいもはやねはやおきがんば

っています。でんわでみなさん

のげんきなようすをきくことが

できてうれしかったです。 

 

しいのき まつながゆき 

こんにちは。このあいだ

は、でんわでみんなのげん

きなこえをきくことができ

て、とてもうれしく、たく

さんげんきがもらえまし

た。せんせいたちがまいた

あさがおのたねから、めが

でました。まいにちすこし

ずつおおきくなるあさがお

をみながら、みんなとみん

なのあさがおはげんきかな

とかんがえています。 

１くみ うえま あい 

でんわで、かだいをがん

ばってやっているときい

て、とてもうれしくなりま

した。ありがとう。 

先生はこのあいだ、こう

ていで「GUTS!」をしまし

た。ぜひ、みなさんもどう

がをみてまねをしてくれる

と、とてもうれしいです。

すとれっちをつづけて、す

こしずつからだがやわらか

くなってきましたよ。 

３くみ なかざわゆうすけ 

13にちに、でんわでみ

なさんのこえをきくことが

できて、とてもうれしかっ

たです。「あさがおをうえた

よ」というひとがおおくて

びっくりしました。 

いっしょうけんめいおせ

わをして、げんきなあさが

おをさかせましょうね。せ

んせいもあさがおのおせわ

をがんばります。 

 

２くみ くろさわ ゆきの 
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新型コロナウィルス感染症拡大防止のための臨時休校が続いていますが、学校再開まであとわずかとなりました。

保護者の皆様にはご苦労をおかけしますが、引き続きご理解とご協力をお願いいたします。 

先週は、課題の提出をありがとうございました。一緒の教室で学習はできませんが、子供たちがご家庭で一生懸

命取り組んでいる様子がうかがえました。ご家庭での支援に心より感謝いたします。また、月曜日には、zoom によ

るホームルームを開始しました。こちらも慣れない作業に少し戸惑いながらの試みでしたが、子供たちの元気な顔

を見て話すことができ、担任一同、学校再開に向けての期待が高まりました。 

 
《本日配布した課題》 
①【１ねんせいちゃれんじ！さいごまでできるかな？】 １まい ☆ 

②【こくご】 

ひらがなプリント「く」「へ」「も」「た」「と」 ５まい ☆ 

 ②【さんすう】 

  「１ねんせいちゃれんじ！なかまづくりとかず」 １まい 

③【ずこう】 

「おうちでずこうのじかん」１まい ☆ 
④【せいかつ】 

あさがおのかんさつカード １まい ☆ 

   あさがおのかんさつにっき １まい 
なつをさがそうカード １まい ☆ 

⑤【どうとく】 

ワークシート １まい ☆ 

⑥【たいいく】 

たのしく、からだをうごかそう １まい 

⑦【おんがく】 

  リズムにあわせて、てをたたこう １まい 

 

ごうけい １４まい 

 

《課題について》 

本日配布した課題は、５月２５日（月）～２９日（金）に取り組みます。「１ねんせいちゃれんじ！さいごま

でできるかな」を見ながら、計画的に進めてください。封筒の中に、前回提出していただいた課題も同封してい

ます。直しが必要なものは、書き直して次回提出してください。 

①あさがおのかんさつカードは、学習の最後に成長の過程を辿った冊子にしてまとめる予定ですので、返却せず

に学校で保管します。 

②返却されたひらがなプリントは、赤字で直された文字を消しゴムで消して、再度丁寧になぞります。表裏とも

に合格の時は、裏面にスタンプを押します。スタンプを押されたら、本日配布したファイルに入れて、ご家庭

で保管してください。 

《担任より》 
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１８にちと２１にちにず

ーむでみなさんのあかるい

えがおをみることができて

とてもうれしかったです。 

はやくみんなにあってべ

んきょうしたり、あそんだ

りしたいです。こんしゅう

もたのしみにしています

ね。おうちでのがくしゅう

もがんばっていてえらいで

すね。あとすこしがんばり

ましょう。 

しいのき まつながゆき 

せんしゅうは、みなさん

とずーむでかおをあわせ

て、こえをきくことができ

でうれしかったです。みな

さんがていしゅつしてくれ

たかだいをみました。おう

ちでとてもいっしょうけん

めいべんきょうしているこ

とがよくわかりました。み

なさんとがっこうであえる

まであとすこし！もうすこ

しのがまんですね。 

１くみ うえま あい 

ずーむでみなさんのかお

をみておはなしできてうれ

しかったです。めあての「み

んなえがおで」がきちんと

できて、なまえとすきなた

べものをはきはきいえてい

てすごいなとおもいまし

た。１ねんせいちゃれんじ

のかだいも、ていねいにで

きていてすばらしかったで

す。はやくがっこうであい

たいです。 

３くみ なかざわゆうすけ 

みなさんと、ずーむであ

さのかいをしましたが、と

てもたのしかったですね。

おおきなこえで、あいさつ

やへんじができて、りっぱ

でした。がっこうがはじま

ったら、たくさんおはなし

しましょうね。またずーむ

でみなさんのげんきなかお

がみられることをたのしみ

にしています。 

 

２くみ くろさわ ゆきの 

 

☆印のついている作品やプリントは、 

封筒に入れて、学校再開時に提出して

ください。 


