
  

 

 

 

 

 

 

 

★５月１２日（火）～１５日（金）までの課題について★ 

〇既習内容に関する課題 ・学習予定表 

 左ページの「例」を参考にして、「学習予定表」に自分時間割を記入し、登校時

と同じ生活リズムで過ごしましょう。 

・4 年生の課題「振り返りシート」 

 学習をする前にめあてを確認し、学習が終わったら振り返りをします。がんばり

ぐあいに合わせて、当てはまる記号に〇を付けましょう。 

・音読カード 

 音読する詩は、配布する詩集「すいしゃ」に載っています。前回の連絡日に配布

した音読カードの日付を変えて使いましょう。  

・ワークテスト（レディネステスト） 

 配布済みのテストが終わっていない場合は、今週中に取り組みましょう。 

 間違えてしまった問題は必ず解き直しをしましょう。 

・エクササイズ 

 「GUTS!」の動画をホームページに掲載予定です。 

〇新年度学習内容に 

関する課題 

・漢字スキル、スキルノート 「熱」まで 

 スキルノートを一日１ページ進めることを目安に、漢字スキルも併せて進めま

しょう。漢字スキルの注意書きをよく見て書き順や画数に十分気を付けて練習

します。 

・漢字テストプリント「めざせパーフェクト１」 

・算数の力 ９～１１ページ「折れ線グラフ」 

 教科書２１～２７ページの小問題を解きながら、ドリルを進めましょう。 

・算数プリント「折れ線グラフの復習」 

・日記 

 今年度からは、ノートへの記入はせずに原稿用紙に書いたものをファイリング

していきます。配布する原稿用紙１枚を分量の目安とし、これまで同様毎週末

に取り組みましょう。 

１８日に提出するもの 

（丸付けはしないで 

ご提出ください。） 

・漢字プリント「めざせパーフェクト１」 ・算数プリント「折れ線グラフ」  

・日記   ・4 年生の課題「振り返りシート」 

（上記以外のものは、次週以降もご家庭で使用いたしますので、提出はしないで

ください。） 

※おすすめウェブサイトについては、学校ホームページに紹介させていただきます。 

毎週月曜日に、1 週間分の学習課題をお子さんの靴箱に入れておきます。保護者の皆様には、お手数をおかけ

しますが、以下の時間帯にご来校ください。靴箱の中にある新しい課題と前の週の課題を交換してください。尚、

課題は封筒に入れてご持参ください。お子さんが複数学年に在籍している場合は、できるだけ下の学年の時間帯

にご来校ください。ご都合のつかない場合は、学校へご連絡ください。郵送で各ご家庭にお届けします。 

課題②の受け渡し日…１８日（月）   課題③の受け渡し日…２５日（月） 

両日共に１～３年生→９：００～１１：００    ４～６年生→１３：００～１５：００ 

★予定されていた行事について★  

✖中止になるもの→健康診断、水道キャラバン、防災宿泊体験 

  △延期になるもの→1 年生を迎える会、オリパラ授業    

                                       裏面もご覧ください→ 
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★個人面談について★ 

 個人面談につきましては、6 月１０日（水）～25 日（木）に実施する予定です。お一人１５分程度お話しさ

せていただければと思います。日程の調査表を配布いたしますので、ご都合のつかない時間帯に「☓」を書いて

お知らせください。１８日（月）の課題②受け渡し日にご持参ください。 

★学校徴収金の振替について★ 

 前号でお知らせいたしました学校徴収金は、初回振替日が 6 月 5 日（金）となります。振替金額は 5000 円

（教材費）＋２０００円（PTA 会費）＝７０００円となりますのでご確認のほどよろしくお願いいたします。 

給食費の引き落としは、７月からとなります。 ※引き落とし金額以外に、１０円の振替手数料もかかります。 

★マスクについて★ 

文科省から配布されたマスクを同封しております。登校時の着用等ご活用ください。 

                                  

～各担任より～ 
1 組 杉山 抄祐里 

 

５月５日は『こどもの日』でしたね。『端午の節句』（たんごのせっく）とも言い、学校ではこいの

ぼりが元気に泳いでいました。また、柏餅（かしわもち）を食べたり、しょうぶ湯に入ったり、鎧

兜（よろいかぶと）や五月人形をかざったお家もあったと思います。さて、ここでクイズを出しま

すよ。行事食の１つでもある柏餅ですが、関西地方（大阪・京都など）ではちがうものが食べられ

ています。それは何でしょうか？ヒントは３文字の食べ物ですよ。学校の課題が終わったら調べて

みてね！ 

 

 

2 組 吉田 莉来 

 

ゴールデンウィークも、しっかりと家で過ごすことができたでしょうか。先生も外へ出かけたい気

持ちをぐっとがまんして、料理やボードゲームをして楽しみました。今回は、洋菓子のババロア作

りに挑戦しました。糖分を取りすぎないように、豆腐を使った甘さ控えめの黒ゴマババロアです。

きな粉をかけて食べると、いくらでも食べられるようなおいしさでした。たくさん食べたので、や

っぱり豆腐を使ってよかったなあ。 

さて、来週からは 3 年生の復習だけではなく、4 年生の勉強も始まります。少しむずかしいな、

と思うところもきっとあると思います。ゆっくりでいいので、自分のできそうな所から取り組んで

みてください。  

できたかできなかったかではなく、挑戦するかしないかが大事です。学校が始まったらみなさんの

勉強法を教えてくださいね！ 

 

 

３組 宇野 直木 

 

休みが長くなってしまいましたが、皆さん元気ですか。今週の課題から４年生の内容が少しずつ入

ってきました。できるところからでいいので、始めてみましょう。大切なポイントは、「毎日少し

ずつ進めていく」「決められた時間は勉強に集中する」です。家にいても「今から１時間目の授業

の時間だな」「今は、ちょうど中休みだな」と、普段の曜日や時間割を意識しながら規則正しい生

活を続けましょう。私も、皆さんのいない教室で、電子黒板を使ってデジタル教科書や動画を見る

授業の練習をしています。 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

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、１５日（金）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。 

★本日の配布物★ 

・学年だより  ・ご提出いただいた課題（担任が目を通したもの）  ・個人面談希望表（１，２組のみです。

配布クラスが逆になっておりまして申し訳ありませんでした。）    ・双方向型オンライン指導についての

お知らせ ・課題②（学習予定表、振り返りシート、めざせパーフェクト、「整理のしかた」プリント、原稿用紙、

理科発見ビンゴ、社会プリント「東京都の区市町村 4」答案付き、図工プリント「地下世界にようこそ」２枚） 

★５月１８日（月）～22 日（金）までの課題について★ 

〇課題 ・学習予定表 

 左ページの「例」を参考にして、「学習予定表」に自分時間割を記入し、登校時と同じ生

活リズムで過ごしましょう。 

・4 年生の課題「振り返りシート」 

 学習をする前にめあてを確認し、学習が終わったら振り返りをします。がんばりぐあい

に合わせて、当てはまる記号に〇を付けましょう。 

・音読カード 

 音読する詩は、配布済みの詩集「すいしゃ」に載っています。前回同様、音読カードの

日付を変えて使いましょう。  

・エクササイズ 

 「GUTS!」の動画をホームページに掲載しています。 

・音楽 

「エーデルワイス」のリコーダーと、英語の歌のふく習をしましょう。 

ビデオのリズムに合わせて手をたたきましょう。 

（学校のホームページに音源を載せてあります。） 

・漢字スキル、スキルノート 「昨」まで 

 スキルノートを一日１ページ進めることを目安に、漢字スキルもあわせて進めましょ

う。漢字スキルの注意書きをよく見て書き順や画数に十分気を付けて練習します。 

・漢字テストプリント「めざせパーフェクト２」 

・算数の力 １２～１４ページ「整理のしかた」「折れ線グラフと表」 

 教科書２１～３４ページの小問題を解きながら、ドリルを進めましょう。 

・算数プリント「整理のしかた」 

・理科発見ビンゴ 

・社会プリント「東京都の区市町村４」 

・日記 

 今年度からは、ノートへの記入はせずに原稿用紙に書いたものをファイリングしてい

きます。配布する原稿用紙１枚を分量の目安とし、これまで同様毎週末に取り組みま

しょう。 

                           裏面もご覧ください→ 
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・図工 

 「地下世界にようこそ」 

２５日に提出する

もの 

 

・漢字プリント「めざせパーフェクト 2」 ・算数プリント「整理のしかた」 

・理科発見ビンゴ  ・社会プリント  ・個人面談表  

・日記   ・4 年生の課題「振り返りシート」  

（上記以外のものは、次週以降もご家庭で使用いたしますので、提出はしないでくださ

い。） 

※おすすめウェブサイトについては、学校ホームページに紹介させていただきます。 

毎週月曜日に、1 週間分の学習課題をお子さんの靴箱に入れておきます。保護者の皆様には、お手数をおかけ

しますが、以下の時間帯にご来校ください。靴箱の中にある新しい課題と前の週の課題を交換してください。尚、

課題は封筒に入れてご持参ください。お子さんが複数学年に在籍している場合は、できるだけ下の学年の時間帯

にご来校ください。ご都合のつかない場合は、学校へご連絡ください。郵送で各ご家庭にお届けします。 

   課題③の受け渡し日…２５日（月） 

両日共に１～３年生→９：００～１１：００    ４～６年生→１３：００～１５：００ 

 

 

 

～各担任より～ 
1 組 杉山 抄祐里 

 

 

こんにちは！４年１組のみなさん、『笑顔』で過ごしていますか？１８日に新しい課題が出されま

したね。先生のおすすめは『理科』です。身の回りを見つめ直し、取り組んでみてくださいね。新

しい発見に出会えるかもしれませんよ。また、お家の方がてい出してくださった課題を見ていま

す。みんな頑張っていますね！ここで１つ、ふり返ってみてください。文字をていねいに書いてい

ますか？さあ、プリントをやるとき、日記を書くとき、自分の書いた文字を見直してみてください。 

 

 

2 組 吉田 莉来 

 

学習予定表を活用して、計画的に学習を進められていますか？一人で勉強をするのは少しさみし

いかもしれませんが、学校が再開する日を楽しみに、あと少し頑張りましょうね。 

さて、先生の恒例お料理チャレンジですが、先週末はチャーシューを作りました。お肉がかたくな

らないように弱火で 1 時間ほど煮込みます。煮込み終わってもすぐには食べられず、、中に味が染

みるように半日も待たなければならなかったのですが、辛抱強く待ったかいがあって今回もおい

しく作ることができました。 

 

 

3 組 宇野 直木 

 

休みが長くなってきましたが、規則正しい生活を送れていますか？私は、２つチャレンジをしてい

ます。１つは、小日向台町小学校で ZOOM を使ったホームルームができるようにパソコンやスタ

ジオの設定をしました。もう１つは皆さんが家でも勉強を進めやすいように、ワークシートや問題

を作っています。２つとも、わくわくしながら楽しく進めています。皆さんも、あと少しのあいだ

「だらだら」過ごさないように元気にがんばってください。 



  

 

 

 

 

 

 

 

この度の新型コロナウィルス感染症拡大防止のための休校もあと１週間となりました。保護者の皆様には引き

続きご苦労をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。 

先週１８日（月）には、学年便り、休校中の課題②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。

また先週は、zoom を使用したホームルームもスタートしました。環境設定等ご面倒をおかけしましたが、久し

ぶりにお子さんたちの顔を見ることができて、担任としてとてもうれしく思いました。来週からの登校を心待ち

にしております。 

★本日の配布物★ 

・学年だより  ・ご提出いただいた課題（担任が目を通したもの） ・スクールカウンセラーだより 

・健康観察カード  ・課題③（学習予定表、振り返りシート、めざせパーフェクト３、算数プリント「整数の

表し方」１～３、算数プリント「がんばろう！テスト」、原稿用紙、理科プリント「季節と生物１、３」、社会プ

リント「東京都の区市町村３」、図工プリント、音楽プリント） 

★５月２５日（月）～2９日（金）までの課題について★ 

〇課題 ・学習予定表 

・4 年生の課題「振り返りシート」 

・音読カード 

 音読する詩は、配布済みの詩集「すいしゃ」に載っています。前回同様、音読カードの

日付を変えて使いましょう。  

・エクササイズ 

 「GUTS!」の動画をホームページに掲載しています。 

・音楽 

（学校のホームページに音源を載せてあります。） 

・漢字スキル、スキルノート 「案」まで 

 スキルノートを一日１ページ進めることを目安に、漢字スキルもあわせて進めましょ

う。漢字スキルの注意書きをよく見て書き順や画数に十分気を付けて練習します。 

・漢字テストプリント「めざせパーフェクト３」 

・算数プリント「整数の表し方」１～３ 

 「1 億より大きい数を調べよう」の学習の準備をします。3 年生の復習をしておきま

しょう。 

・算数プリント「がんばろう！テスト④」 

・理科プリント「季節と生物１、３」 

 新しい単元に挑戦してみましょう。プリント上部の記録をよく見て、問題に答えまし

ょう。 

・社会プリント「東京都の区市町村３」 

・日記 

・図工 

 「タッチ！さわり心地コレクション」 

・音楽 

 「風のメロディー」 

6 月１日に提出 

するもの 

・全ての課題（ドリル類も含む） 

 

※おすすめウェブサイトについては、学校ホームページに紹介させていただきます。 

                                      裏面もご覧ください→ 

 
第４学年 学年通信 

文京区立小日向台町小学校 

令和２年５月 25 日 

 NO.５ 

杉山抄祐里 
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☆漢字辞典の購入について（希望者のみ）☆ 

漢字辞典の購入申込書を配布しました。漢字辞典は、発行所などの指定はありません。学校購入を希望され

る方は、現金を入れて、お子さんに持たせてください。 

提出日：6 月 4 日（木）5 日（金） 提出日を 2 日のみにさせていただきます。ご都合がつか

ない方は、連絡帳でお知らせください。 

 

☆今週のオンラインホームルーム☆ 

５月２５日（月）、２８日（木） 

１組 Ａグループ（１～１４番）１４：００～  Ｂグループ（１５～２９番）１４：３０～    

２組 Ａグループ（１～１４番）１４：００～  Ｂグループ（１５～２９番）１４：３０～  

３組 Ａグループ（１～１４番）１３：００～  Ｂグループ（１５～２９番）１３：３０～  

                          ＩＤやパスワードは Fair cast にてお伝えします。 

 

☆6 月 1 日の持ち物☆ 

      課題 保健関係資料 筆記用具 連絡帳 上履き 防災ヘルメットカバー 道具箱 

          ※ランドセルを背負い、校帽をかぶって登校してください。 

 

 

 

～各担任より～ 

 
1 組 杉山 抄祐里 

 

５月 18 日（月）に提出された課題の確認をしました。全員提出がありましたよ。みんなが家でも

課題をやっていることや学校まで取りに来てくださったり、課題を提出して下さったりしている

お家の方のおかげもあります。お家の方に「ありがとう」や「お願いします」の言葉を伝えてくだ

さいね。ズームを使ったホームルームも始まりました。久しぶりにみんなの顔を見ることができま

した。声を聞くこともできたのでとても嬉しかったです。早くみんなと顔を合わせて、学校生活を

送りたい気持ちが強くなりました。学校再開を楽しみにしています！！ 

 

 

2 組 吉田 莉来 

 

この前は、電話をしてみなさんの声を聞くことができたり、オンラインホームルームで顔を見るこ

とができたりして、とても嬉しかったです。提出してくれた作文も楽しく読ませてもらっていま

す。 

最近は、気温の高い日が何度かありましたね。汗をかかなくても、水分は体からどんどん失われて

いるので、十分に水分補給をして体調を整えてください。ただし！甘いものの飲みすぎには注意し

てくださいね！ 

 

3 組 宇野 直木 

 

長い休校が続いていますが、皆さん元気ですか？そろそろ学校が始まる日が近づいてきました。コ

ロナも心配ですが、１日も早く皆さんと顔を合わせて、教室で一緒に授業をしたいです。 

ZOOM でのホームルーム、ありがとうございました。タブレットの画面を通してのホームルーム

でしたが、皆さんの元気そうな、そして楽しそうな顔が見られてとっても嬉しかったです。でも、

実は私、ものすごく緊張していて、自己紹介や、しいの木の先生の紹介を忘れてしまいました。 

 

 


