
 

 

 

 

 

 

毎日心配になるニュースばかりが流れていますが、若葉がまぶしいさわやかな季節となりました。

子どもたちも不安になっているかと思いますが、保護者のみなさまのご家庭でのサポート、ありがと

うございます。学校で子どもたちに浜小学校生活を楽しんでもらいたい気持ちでいっぱいでしたが、

学校再開の延期となってしまいました。担任も残念でなりません。引き続き、ご家庭でのご協力をい

ただきますよう、どうぞよろしくお願い致します。 

 

休業中の課題 

まいにち つづけて くりかえし とりくみましょう。 

かもく ないよう 

こくご 

おんどく 

・巻頭の詩   ・「うたにあわせて あいうえお」 

・「あさの おひさま」     ・「はなのみち」 

※ＱＲコードがついていますので、ぜひ、ご活用ください。 

しょしゃ 
きょうかしょ１５ぺえじまで なぞったり かいたりしましょう。 

※ＱＲコードがついていますので、ぜひ、ご活用ください。 

さんすう 
きょうかしょ８、９、１０、１２、１３、１６から３４ぺえじまで 

きょうかしょに かきこみましょう。 

せいかつ 

せいかつのきょうかしょ６ぺーじ、７ぺーじ「わたし、できるよ。ぼく

も できるよ。」をみて、れんしゅうをしましょう。 

・あいさつを おおきなこえで できるかな？ 

・かさやかっぱを たためるかな？ 

・なふだを じぶんでつけられるかな？ 

・かたづけは できるかな？ 

・ひとりで きがえられるかな？ 

・ぬいだものを たためるかな？ 

・てあらいやうがいは きちんとできるかな？ 

ずこう 
・ねんどを やわらかくしましょう。 

・ねんどですきなものを つくってみましょう。 

おんがく きょうかしょをみて しっているうたを うたってみましょう。 

たいいく 
・からだのすとれっち 

・まいあさ ねつを はかって たいちょうかんりを しましょう。 

※学校が再開しましたら、授業にて復習をします。 

 

横 浜 市 立 浜 小 学 校 

令 和 ２ 年 ５ 月 ７ 日 

第１学年 学年だより 

第２号 

休業中の過ごし方（よろしければご活用ください） 

○子供の運動あそび応援サイト（スポーツ庁）

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop03/list/detail/jsa_00012.html 

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop03/list/detail/jsa_00012.html


 

 

 

 

 

新学年になり、やる気いっぱいだった子どもたちも、休校が長引き、不安な日々を過ごしている

ことと思います。保護者のみなさまには、休校期間中にご家庭での学習のサポートをしていただき、

ありがとうございます。残念ながら、休校の延長が決まりました。まだまだ見通しがもてず不安な

日々が続きますが、引き続きご家庭でもよろしくお願いいたします。 

  

【休業中の課題】 
 

かもく ないよう 

こくご 

〇おんどく「ふきのとう」 

ならっていないかんじが出てきますが、きょうかしょの下のふりがな

を見てゆっくり読んでみよう。 

〇かん字のひろば①（62 ページ） 

 きょうかしょのれいのようにノートにかきあらわしてみよう。 

※ＱＲコードがついていますので、ぜひ、ご活用ください。 

しょしゃ 

〇かきじゅん 

きょうかしょ ６・７ページをしせい、えんぴつのもちかた、かきじ

ゅんに気をつけてかこう。 

※ＱＲコードがついていますので、ぜひ、ご活用ください。 

さんすう 

〇おぼえているかな？（２年生教科書上） 

きょうかしょ 38 ページ、78 ページ、84 ページにとりくんでみよ

う。きょうかしょのうしろのほうにこたえがあります。こたえあわせ

もしましょう。 

〇１年生のふくしゅう（１年生の教科書下） 

 きょうかしょ（下）70 ページから 72 ページまでとりくんでみよう。 

おんがく きょうかしょを見て しっているうたを うたってみましょう。 

たいいく 
・からだのストレッチ 

・まいあさ ねつを はかって たいちょうかんりを しましょう。 

※学校が再開しましたら、授業にて復習をします。 

令 和 ２ 年 ５ 月 ７ 日 

横 浜 市 立 浜 小 学 校 

第２学年 学年だより 

５月号 
 

休業中の過ごし方（よろしければご活用ください） 

○子供の運動あそび応援サイト（スポーツ庁）

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop03/list/detail/jsa_00012.html 

また、その他の子ども向けの番組など、ご活用ください。 

 

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop03/list/detail/jsa_00012.html


 

 

 

風薫るすがすがしい時期となりました。見通しがもてない状況の中、ご家庭での子どもたちへの学習のサポー

ト、ありがとうございました。子どもたちは、みんなと会えることを楽しみにしていたことと思いますが、学校

の再開が延期となり残念な気持ちでいっぱいです。引き続き、ご家庭でのサポートが必要となりますが、どうぞ

よろしくお願い致します。 

 

★☆臨時休業中の課題について★☆ 

＊国語 ➀よく聞いてじこしょうかい…すきなものを一つ考えておこう。 

    ②音読…習っていない漢字が出てきますが、教科書の下のふりがなを見てゆっくり読んでみよう。 

    ③かん字のひろば２.３…例のようにノートに書き表してみよう。 

    ④春のことばをあつめてノートに書こう。（P３６参照） 

 

＊算数 ➀九九…２年生で学習した九九を忘れないように、暗唱の練習をしよう。 

        ばらばらでも言えるようにしておこう。 

    ②おぼえているかな…ｐ２６ １と３（ノートに答えを書く） 

              数と計算であそぼう（教科書の四角の枠の中に直接、書く） 

    ③２年生の教科書（下）…ｐ１００（教科書に答えを直接、書く） 

 

＊社会 ➀音読…まちのようす（ｐ４～１７） 

       …地図帳（ｐ7～１４）問題にチャレンジしてみよう。 

 

＊理科 ➀音読…生物をさがそう（ｐ６～１３） 

        ＱＲコードが読みとれたら、お家の人と見よう。 

       …たねをまこう（ｐ１４～２１） 

        ひまわり・マリーゴールド・ほうせんかの３つの中から植えたい種を一つ決めておこう。 

 

＊家庭の生活 ➀学校生活のリズムに整えておこう。 ②できるお手伝いをしよう。 

 

★☆絵の具セットについて★☆ 

 すべての物に名前を書いておいてください。また、絵の具専用の雑巾のご用意をお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年 5 月 7 日（木） 

横浜市立浜小学校 

第３学年 5 月号 第３学年 学年便り 

休業中の過ごし方（よろしければご活用ください） 

○子供の運動あそび応援サイト（スポーツ庁）

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop03/list/detail/jsa_00012.html 

また、その他の子ども向けの番組など、ご活用ください。 

 

鉢のご用意をお願い致します。 

鉢や受け皿に名前を書いてください。 

（深さ約２０㎝以上、２年生で使用した物で 

構いません） 

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop03/list/detail/jsa_00012.html


 

 

 

 

休業中はそれぞれのご家庭で学習に取り組んでいただきありがとうございます。休業が明けて子どもたち

と再会することを楽しみにしておりましたが、残念ながら休業が継続されることになりました。まだまだ見

通しのもちにくい状況が続きますが、引き続き家庭での学習に取り組んでいただけるとありがたいです。ご

理解・ご協力のほどよろしくお願いします。 
 

        

 

 

○国語（使うノートは三年生の続きでもよい） 

◎漢字練習をノートにする。（教科書Ｐ．１５２～１５３を参照） 

    一文字一行を目安にして取り組んでください。（右図を参考に） 

    信・達・飛・席・建・菜・例・料・良・照・熱・府・児・関・辞・典 

成・訓・類・順・愛・昨・城 

◎春のうた（教科書Ｐ．12～13） 

①場面の様子を思いうかべたり、想像したりしながら、詩を読む。 

②ノートに視写する。（行や間の開け方を教科書の通りに書く） 

③視写した詩の下に、場面を想像して絵をかく。 

◎白いぼうし（教科書Ｐ．１５～２５） 

①白いぼうしを音読する。 

②くわしく知らない言葉をノートに集める。（できれば辞書で調べて、意味をノートに書く） 

 ③読んだ感想をノート 2 ページくらいで書く。 

◎漢字の組み立て（教科書 P．32～33） 

 ①かんむり、あし、にょう、たれ、かまえのある漢字をそれぞれ７ついじょうノートに書く。 

◎春の楽しみ（教科書 P．３８～３９） 

 ①春に関係のある行事を探して、ノートに書く。 

 ②その行事に関係のある言葉を探して、ノートに書く。 

 ③自分が気になった行事について調べる。 

 

○社会 

◎教科書を読み進める。（教科書 P．３５まで） ※音読するのも良い 

◎教科書を読んで、初めて知ったことやふしぎに思ったことをノートに書く。（1 ページくらい） 

 

○算数 

  ◎かけ算九九の復習（かんぺきにして、4 年生のわり算にそなえよう！） 

   １から９の段までをノートに書いたり、声に出したりして復習する。 

 

○体育…毎日のストレッチ  

◎短縄（リズミカルに、できる限り引っかからずに跳べるように取り組む。） 

前とび・後ろとび・あやとび・こうさとびなど、体育読本が家にあれば参考にしてください。 

学習の予定 
 

 

教科 学 習 内 容 

国語 ○こんなところが同じだね  ○春のうた 図工 ○自分いろがみ 

社会 ○安全なくらしとまちづくり 体育 ○体ほぐしの運動  ○かけっこリレー 

算数 ○大きい数のしくみ 道徳 

○きちんとした生活（いっしょになって、わ

らっちゃだめだ） 

○思いやりの心（なにかお手つだいできるこ

とはありますか？） 

理科 ○ものの重さを調べよう 特活 ○学年・学級開き 

音楽 ○「校歌」「ＴＯＤＡＹ」 総合 ○今までの取組のふり返り 

平成 2９年 4 月５日（水） 

横浜市立浜小学校 

4 月号 

令和２年５月７日（金） 

横浜市立浜小学校 

第 4 学年 ５月号 

休業中の課題 



 

 

 

  

 

 

前例の無い状況の中、それぞれのご家庭で学習に取り組んでいただきありがとうございます。休

業が明けて子どもたちと再会することを楽しみにしておりましたが、残念ながら休業が継続される

ことになりました。まだまだ見通しをもちにくい状況が続きますが、引き続き家庭での学習に取り

組んでいただけるとありがたいです。ご理解・ご協力のほどよろしくお願いします。 

 

 

        

 

○国語…教科書（P２８５〜２８７）を見て、漢字練習帳に練習する。 

    ※一文字一行を目安にして取り組んでください。 

漢字の広場１（P４４）、漢字の広場２（P１２３） 

※ノート１ページ分くらい、１行１文程度を目安に書いてきてください。 

○社会…教科書を読み進める。（P２６まで） 

○体育…毎日のストレッチ  

短縄（リズミカルに、できる限り引っかからずに跳べるように取り組む。） 

※４、５年生の体育読本を参考にしてください。 

 

 

 

○図工…絵の具セット 

○社会科…地図帳 

○体育…短縄 

○4 年生の国語（下）、社会（下）、算数（下）、算数移行用、理科の教科書 

○習字セット（新聞紙） 

○音楽バッグ 

 

 

 

 学 習 内 容 

国語 詩を楽しもう なまえつけてよ 漢字の成り立ち 春の空 

社会 日本の国土とわたしたちのくらし 

算数 整数と小数のしくみをまとめよう  

直方体や立方体のかさを表し方を考えよう 

理科 植物の発芽と成長 

音楽 「夢色シンフォニー」「こいのぼり」 

図工 絵の具スケッチ 

家庭 家族の生活再発見 

体育 体つくり運動  短距離走 

外国語 Hello friends  

道徳 理解し合う心   誰に対しても思いやりの心を 

特活 委員会を決めよう  学級目標を決めよう 

総合 クラス総合について考えよう 

 

令和２年 ５月７日 

横浜市立 浜小学 校 

第５学年 学年だより 

５月号 

休業中の課題 

学習用具の連絡 

今月の学習予定 



 

 

 

 

 

前例のない状況の中、健康に気を配って過ごしていただいたり、ご家庭で学習に取り組んでいただいたりして

ありがとうございます。休業が明けて子どもたちと再会することを楽しみにしておりましたが、残念ながら休業

が継続されることになりました。まだまだ見通しをもちにくい状況が続きますが、引き続き家庭での学習に取り

組んでいただけるとありがたいです。ご理解・ご協力のほどよろしくお願いします。 

 

１ 休業中の課題 

 

国語・・・漢字スキル１・２ 

       教科書「帰り道（P.18～33）」を読んで、ノートに感想を書きましょう。 

        ※教科書 P.31 下段の「３ 感想を書く観点の例」を参考にしましょう。 

社会・・・教科書 P.21までを読み進めて、日本国憲法の三つの原則について調べて分かったことをノート

にまとめましょう。 

算数・・・計算スキル２ 

体育・・・短縄（いろいろな跳び方でリズミカルに跳びましょう） 

 

２  学習の準備 

国語：習字セット（新聞紙）  図工：絵の具セット   音楽：音楽セット 

 

３ 学習の予定

教科 学 習 内 容 

国語 
○創造 ○つないで、つないで、一つのお話 ○詩を楽しもう ○「帰り道」 

○聞いて、考えを深めよう 

社会 ○憲法とわたしたちの暮らし ○わたしたちの暮らしを支える政治 

算数 ○対称な図形 ○文字と式 

理科 ○５年生の学習 ○月と太陽 ○ヒトや動物の体 

音楽 
○全体の響きを聴いて歌おう「校歌」「つばさをください」 

○曲想を生かした表現を工夫して歌おう「おぼろ月夜」 

図工 ○わたしのお気に入りの場所 

家庭 ○生活時間をマネジメント ○クリーン大作戦 

体育 ○体ほぐしの運動  ○体力を高める運動  ○短距離走 

道徳 
○自由と責任について考える  ○相手の立場に立って 

○礼儀は心のあらわれ     ○奉仕する心 

特活 ○新しい委員会や実行委員のメンバーを決めよう 

総合 ○こんな浜小にしたいな 

外国語 ○This is me!  ○How is your school life? 

平成 2９年 4 月５日（水） 

横浜市立浜小学校 

4 月号 

令和２年５月 7 日（木） 

横浜市立浜小学校 

第６学年 ５月号 
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