
 

 

 

 

５／26（か）から５／29（きん）までに、 おうちで する がくしゅう 

【ひによって かわる がくしゅう】  ※○き…きょうかしょの ことです。 

はじめに えんぴつの もちかたと、 かくときのしせいを かくにん しましょう。 

 こくご さんすう 

５／２６ 

（か） 

ひらがな ぷりんと 「 よ 」を しまし

ょう。 いろぬりも しましょう。 

また、 みほん ぷりんとの ①を みな

がら、 こくごのーとに ひらがなを 

れんしゅう しましょう。 

おはじきを つかって、 ○き P.28・29 の 「10

は いくつと いくつ」を しましょう。 また、

○き P.30 の 「10 を つくろう」と、 ○き P.31

の 「かぞえよう」を、 しましょう。 

５／２７ 

（すい） 

ひらがな ぷりんと 「 な 」を しまし

ょう。 いろぬりも しましょう。 

また、 みほん ぷりんとの ②を みな

がら、 こくごのーとに ひらがなを 

れんしゅう しましょう。 

ぷりんと（10 までの かず(4)・いくつといく

つ（６～10））と、 ○き P.32・33 の 「おおき

さをくらべよう」を、 かずのかーどをつかっ

てしましょう。  ※ぷりんとには、 すべて 

こたえを、 つけています。 

５／２８ 

（もく） 

ひらがな ぷりんと 「 は 」を しまし

ょう。 いろぬりも しましょう。 

また、 みほん ぷりんとの ③を みな

がら、 こくごのーとに ひらがなを 

れんしゅう しましょう。 

○き P.34 の 「０というかず」 を しましょう。

※ ○き P.35 は がっこうで します。 

また、ぷりんと（すうじのれんしゅう・10 ま

でのかず(5)）をしましょう。 

福住小学校１年生 

学年通信 No.９ 

2020 年５月 25 日 
 

 



５／２９ 

（きん） 

ひらがな ぷりんと 「 ほ 」を しまし

ょう。 いろぬりも しましょう。 

また、 みほん ぷりんとの ④を みな

がら、 こくごのーとに ひらがなを 

れんしゅう しましょう。 

ぷりんと（ふりかえり・10 までの かずと、

かずと すうじ(4)・どちらが おおい(1)の 

２まい）を、 しましょう。 

 

【まいにち すること】 

□はははしらべを、 おうちの ひとと しましょう。 

□おんどく・・・おんどく かーどに かいてある ところを よんで、 おわったら、 

ふりかえりをしましょう。 

 

【やってみよう】 

□せいかつかの きょうかしょの 「がっこう だいすき あいうえお」を よみましょ

う。（ P.１～１６と、 すたあと ぶっく P.１ まで） 

□おうちの ひとと いっしょに てれびや NHK for school で、 えいごに ふれまし

ょう。 みたら、 「ふくすみっこ えいご かてい がくしゅう」 の かみに、○を 

つけましょう。 かける ひとは、 ふりかえりも してみましょう。 

□どうがを みて、 ふくすみ しょうがっこうの こうかを おぼえましょう。 

□えほんを よみましょう。 

□おうちの ひとの おてつだいを しましょう。 

□おうちの ひとと いっしょに、 からだを うごかしましょう。 

 

うらへつづく  



【６／１（げつ）の よていと もちもの】※かくにん したら □に ✔しましょう。 

じかん きょうか がくしゅう よてい もちもの 

１じかんめ 

8:45～9:25 

がっかつ ・しゅくだいの かくにん 

・「かざぐるま」の せつめい 

□けんこうかんさつひょう 

（けんおん） 

□ますく（つける） 

□ひっきようぐ 

□したじき 

□れんらくちょう 

□れんらくぶくろ 

□てぃっしゅ・はんかち 

□すいとう 

□5/26（か）～ 5/29（きん）の がく

しゅうかだい 

（できて いないものも ふくむ） 

□はははしらべ 

□としょの ほん 

□せいかつの きょうかしょ 

□こくごの きょうかしょと のーと 

□さんすうの きょうかしょ 

※こすもす ぶんだんで、 13:12 の 

ばすで かえる ひとは、 おべんとう 

２じかんめ 

9:30～10:10 

せいかつ ・じこしょうかい 

・くらすの やくそく 

・がっこうについて 

３じかんめ 

10:20～11:00 

こくご ・はなしを きくときの しせい 

・かくときの しせい 

・えんぴつの もちかた 

・ほんを よむときの しせい 

・おんどく 

・ほんを かえす 

４じかんめ 

11:05～11:25 

さんすう ・かずと すうじ 

かえりのかい 

11:25～11:40 

・かえりの かい 

ぶんだんかい 

11:45～12:00 

・ぶんだん ごとに とうげこうに ついて 

かくにん 

げこう 

12:05 

・やまだ ほうめんの ばす 12:15 

・こくどう ふくすみの ばす 13:12 



 

 

【保護者の方へ】 

日頃の学校教育や、臨時休業中の家庭学習のサポートなど、ご協力いただきありがとうございます。 

４月の入学式以来、子どもたちに会えないことに、担任としても寂しく感じています。ただ、臨時休業

中の zoom での朝の会の参加や、学校の図書室開放で来てくれた際に、元気そうな姿を見ることができ、

少し安心しました。 

引き続き体調には、十分気をつけていただきたいと思います。学校に登校してくれることを心待ちにし

ています。６月１日に向けて、何かご心配されていることがありましたら、いつでもご連絡ください。 

 

＜これまでの家庭学習の課題について＞ 

保護者の方には、お忙しい中、家庭学習のプリントの丸つけや音読の聞き取りなど、ご協力いただきあ

りがとうございました。６月１日に学校が再開すると、１年生にとって、まずは学校生活に慣れ、学習習

慣を定着することが大切になります。学習を進める際には、臨時休業中に出した家庭学習の課題について

も、しっかりふりかえりをしながら、取り組んでいきたいと思います。今週出した家庭学習の課題につき

ましても、１日に持たせていただけたらと思います。 

 

＜６月１日～12 日について＞ 

〇通常の分団登校になります。 

〇短縮４限授業（給食なし）になります。 

〇下校時刻 12:05 山田方面バス 12:15 天理方面バス 13:12（こすもすでバス乗車の人は弁当持参） 

〇６月２日以降の予定（学校行事予定や一週間分の時間割、学習内容、宿題、持ち物など）については、

６月１日に配布する学年通信「かざぐるま」にてお知らせします。 

 

＜配布したお手紙について＞ 

〇本日、PTA 総会の委任状（家庭数）と個人情報承諾書、警報時登下校についてのお知らせをお配りし

ました。６月１日（月）に提出をお願いします。 


