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休校が続いていますが、ご家庭でのお子さんの様子はいかがでしょうか。５月は、週一回の短い時間です

が、子供たち一人一人と話すことができて、担任一同うれしく思います。家で学習を頑張っていることや、

家族と楽しい時間を過ごしたこと、そして、短時間でも学校に来てうれしく思っていることが、子供たちの

言葉や様子から感じられました。ご家庭での温かい支えに感謝いたします。自粛生活がもう少し続きますが、

子供たちが元気に楽しく過ごせるよう、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

～担任よりメッセージ～ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年５月 25日 

家庭学習号 

本宿小学校 １年学年だより  

こんにちは。みなさんは、そだ

てている いきものや だいじ

にしているものは ありますか。 

うちには、 りくがめと かぶ

とむしの ようちゅうと にほ

んとかげが います。いきものを 

そだてるのは むずかしいこと

も ありますが、げんきそうにし

ていると うれしいです。 

みなさんも、だいじにしている

ものがあったら おしえてくだ

さいね。たのしみにしています。

（４くみ たんにん） 

 

みなさん、おうちで げん

きに すごしていますか？  

ぼくは いえで おふろ

あがりに じゅうなんをや

っています。まいにち やっ

ているので  すこしずつ 

やわらかくなってきました。

みなさんも  よかったら 

やってみてくださいね。 

（３くみ たんにん） 

 

おげんきですか？ 

みんなが すきなたべもの  

は、なんですか？  

わたしが すきなたべもの 

は、りんごです。りんごを 

たべると しゃきっと いい 

おとが します。 

みんなが すきなものを  

こんど おしえてくださいね。 

（１くみ たんにん） 

 

みなさん おげんきですか？もう

すこしで がっこうが はじまり

ますね。がっこうでは べんきょ

う だけでなく みんなで きゅ

うしょくを たべたり やすみじ

かんに あそんだり します。た

のしみですね。がっこうが はじ

まったら どんなことを してみ

たいか かんがえながら あとす

こし すごしましょう！ 

（２くみ たんにん） 

       
 

https://1.bp.blogspot.com/-SA-M-iryILw/UZRWo_xDvUI/AAAAAAAASws/cbzVMSOWCHI/s800/randoseru_black.png
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【国語科】 

◎毎日やること  

・ひらがな学習→ひらがなプリントが 28 枚あります。毎日 2 枚を継続して取り組む。 

  丸付け後、プリントをひらがなファイルにファイリングする。 

  順番（つ,く,し,へ,い,こ,り,う,え,け,に,た,な,さ,き,て,そ,ち,ら,ろ,る,は,ほ,わ,れ,ね,お,か） 

配布した「ひらがなめいじんになろう！」プリントを見て、練習してください。 

・音読 →音読カードに沿って、2 回以上繰り返し音読し、カードに記入する。 

 しっかり声が出せるように、良い姿勢で立ち、教科書を持って音読する。 

【配布物】ノートの書き方見本③、ワークシート（かきとかぎ 2 枚、ねことねっこ 1 枚） 

★提出物 ひらがなファイルとプリント、ワークシート、ノート、音読カード 

6 月に学校が再開してから、まとめて提出してください 

学習の 

目安 
単元名 ページ 

家庭学習 

★提出 

5/25 

~29 

としょかんへ 

いこう 
p40-41 

教科書を読んで、図書室の様子を知る。 

かきとかぎ p42-43 

➀ｐ42 の唱え歌をリズムにのって楽しく音読する。 

※朗読音声（光村 HP 参照） 

【大切】濁音の読み方を意識して読みましょう。 

②p43 の単語を一語一語唱えながら、濁音「〝」の有無を確認する。 

③p43 のマス目の中の単語を鉛筆でなぞり書きする。 

④ワークシート「かきとかぎ」➀～④に練習する。 

★ワークシート記入（2 枚） 

ぶんを 

つくろう 
p44-45 

① 「わたしがはなす」「みんながわらう」の文を声に出して読む。 

➁教科書 p44 の文を鉛筆でなぞり書きする。 

➂ノートに p44 の文を写書きする。★ノート見本②（5/12 配布済）参照 

④p45 の挿絵を見て「—が—。」の文を 1 つ作り、教科書に書き込む。 

⑤p45 の挿絵を見て、「—が—。」の文を作り、ノートに書く。 

★ノート見本➁参照 

【大切】主語、述語、句点の位置に注意して文を書きましょう。 

ねことねっこ p46-47 

① p46 の唱え歌をいろいろな言い方で楽しく音読する。 

※朗読音声（光村 HP 参照） 

【大切】促音「っ」の読み方に注意して読みましょう。 

②家の人と一緒に一語一語唱えながら促音「っ」の読み方を確認する。 

③p47 のマス目の文字を鉛筆でなぞり書きする。 

④促音のある言葉をワークシートに練習する。 

★ワークシート「ねことねっこ」（1 枚）記入 

⑤p47 の言葉の中の清音、濁音、半濁音、促音のある言葉「はばぱ」…

「きって」をノートに書く。 ★ノート見本③を参照 

【大切】書き順や濁点、半濁点の位置に注意して書きましょう。 

⑥p47 の助詞「は」を使った文「ばったは、むしです。」をノートに書

く。 ★ノート見本③を参照 
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【算数科】  
 

➀教科書に直接書き込んで、学習を進めましょう。 

②教科書の言葉や問題文は、声に出して読ませてください。 

※教科書、ノート、計算ドリルは家の人が丸付けをし、間違いは正しく直させてください。  

直したら、再度丸を付けてあげてください。※学習の目安を参考に、計画的に学習を進めてください。 

【配布物】計算カード・・・６月から使用します。カード表紙とケースにひらがなで記名してください。 

★提出物 教科書、ノート、計算ドリル（ひらがなで記名） 

★提出について…6 月に学校が再開してから、まとめて提出してください。  
  
目安 単元名 ページ 家庭学習 

5/25

～29 

いくつと 

いくつ 

ｐ24-30 
・数がいくつといくつに分かれるか確かめて、教科書に数字を書き込

む。 

ｐ31 
・ｐ22-23 で使ったカードで、２つの数で１０を作る遊びをする。 

・教科書 p31 の１０になる数を線で囲む（教科書に書き込む）。 

計算ドリル ｐ9～ｐ11（答え合わせ、丸付け、直しまでする。） 
    

【生活科】  
 

【配布物】・朝顔栽培セット【鉢・種・土・ペットジョウロ（水色）】 ・かんさつかあど 3 枚  

★ご家庭で用意していただくもの  500ｍｌのペットボトル（ひらがなで記名）…じょうろにします。 

★提出物 6/15（月）に提出 かんさつかあど 3 枚  朝顔の鉢 

 

目安 単元名 ページ 家庭学習 

5/25 

～

5/29 

 

きれいに  

さいてね 

 

★6/15 提出 

ｐ27-35 

➀これまでの栽培経験を話し，教科書を見て植物の花やたねなどを確認

する。朝顔のたねをまくために必要なことについて話し合う。 

②朝顔のたねをまき，観察記録カードに記録する。 

※朝顔の栽培セット 種の袋裏面を読んで、種まきをする。 

③植物の世話や成長の様子を観察していて気付いたことを話したり，大

きく育てるために必要なことを相談したりして、世話を続ける。 

例）水やりの時間や回数、置き場所（日光に当てる）など（※支柱は、

６月に学校で立てます。） 

③成長の様子を「かんさつかあど」に記録する。 

 かんさつかあど① 種の形や色  （ｐ29 参考） 

 かんさつかあど② 芽が出たとき （双葉の様子、ｐ35 参考） 

 かんさつかあど③ 本葉が出たとき（本葉の様子、ｐ35 参考） 

※6/10（水）～6/15（月）に、保護者の方が学校に鉢を持ってきてくだ

さい。かんさつかあどの記録は、それまでに成長した段階のところまで

でよいです。提出日までは、ご家庭で世話と観察を続けてください。 

適宜 
かつどう 

べんりてちょう 

ｐ115-

122 

安全な暮らし、健康、挨拶、気持ちの伝え方、道具の使い方、後片付

け、観察の仕方などを絵を見て考えたり、話し合ったりする。 
    

くわしいあさがおの栽培ポイントを

下記ＵＲＬにてご覧ください！

http://seibunsya.co.jp/asagao_g/ 

 

 

 

 

 

 

http://seibunsya.co.jp/asagao_g/
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【図工科】  

目安 単元名 ページ 家庭学習 

5/25 

～

5/29 

折り紙あそび なし 

・折り紙を折ったり、切ったりして好きなものを作ろう。 

※折り紙は、ご家庭でご用意ください。 

※学校に提出しなくてよいです。 

 

【音楽科】 
 

 

【配布物】ワークシート①②（両面印刷） 

★提出物 ワークシート 

※教育芸術社 HP の自宅学習支援コンテンツで、歌を聴くことができます。 

 音源（自宅学習支援コンテンツ 教育芸術社）https://textbook.kyogei.co.jp/library 

目安 単元名 ページ 家庭学習 

5/25 

~5/29 

うたっておどって

なかよくなろう 

ｐ6-7 

ｐ76-79 

① ワークシート①絵の中から、歌を見付けて歌いましょう。 

② ワークシート②に〇を付けましょう。 

うみ ｐ28-29 海の様子を思い浮かべながら、気持ちをこめて歌いましょう。 

 

【体育科】 
  

★提出物 「やってみよう」シート 6 月の学校再開時に提出してください。 

★6 月の提出物一覧 
 
  国語・・・ひらがなファイルとプリント、自己紹介カード（3 枚）ワークシート、ノート、音読カード 

  算数・・・教科書、ノート、計算ドリル（ひらがなで記名） 

音楽・・・ワークシート 

  体育・・・「やってみよう」シート 

  自由帳 

 

  生活科の提出物について 

  ・かんさつかあど①②③ 6 月１５日（月）提出（成長したところまで記録し、残りは白紙で提出） 

  ・朝顔の鉢・・・・・・・６月１０日（水）～1５日（月） 

6 月 15 日の週から、学校で朝顔の観察をする予定です。それまでは、家庭で世話や観察を続けてく

ださい。６月１０日（水）～1５日（月）の間に、保護者の方が鉢を持参し、1 年教室前のベランダ（校

庭に面した窓側）に並べて置いてください。持ってくるときに、職員室に声を掛けていただかなくて

大丈夫です。 

 

★名札を家に置いている方は、次回登校するときに持たせてください。 

 

★時間割表を配布しました。ご確認ください。Ⅰ時間の中に、こくご／さんすうと表記してあるところは、

両方の準備をしてきてください。 

 

★6 月からは、子どもたちで登下校します。寄り道をせずに、通学路を守って登下校すること、安全に気を

付けて歩くことを、ご家庭でもよくお話しください。よろしくお願いいたします。 


