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  新学期が始まって１カ月が経ちました。 
 

 入学式から 1 カ月が経ちましたが、お子さんの様子はいかがでしょうか。家から出られず、元気が有

り余っているという声をお聞きしています。保護者の皆様におかれましては、臨時休校へのご理解とご協

力をいただき、本当に感謝しております。どうもありがとうございます。 

連休明けからの家庭学習をお知らせいたしますので、ご確認ください。ご家庭での学習を進めることは

容易ではないと想像できます。無理せず、お子さんのペースに合わせてあげてください。学校に来れば、

どの子も立派な一年生に変身します！焦らずにゆっくりと学習を見守ってあげてください。 

 

 

【いちねんせいの みなさんへ】 
 

 

 こんにちは。おやすみの あいだは げんきに すごしていますか。せんせいたちは、みなさんに  

あうことが できず、とても ざんねんな きもちで いっぱいです。はやく みなさんと  

いっしょに おべんきょうが したいなと おもっています。でも、 いまは たいせつな いのちを 

まもることが いちばんです。それぞれの おうちで びょうきが おさまるのを まちましょう。 

 さて、みなさんには おうちに いる あいだの おやくそくを ３つ おしらせします。 

 

① 「はやね はやおき あさごはん」を こころがけましょう。おやすみだと どうしても  

だらだら してしまいますね。でも、いつ がっこうが はじまっても いいように 

まいにち おなじ じこくに おき、しっかりと あさごはんを たべましょう。そして、 

おなじ じこくに ねましょう。げんきな からだが つくれますよ。おねつを はかるのも 

わすれずにね！ 

② おうちの ひとの おてつだいを しましょう。みなさんは ぴかぴかの いちねんせいです！ 

じぶんの ことは じぶんで する だけでなく、なにか おてつだいを みつけて やって 

みましょう。（おふろそうじ、くつならべ、おはしならべ など） 

③ いちにち いっかいは おべんきょうを しましょう。まだ がっこうで おべんきょうを 

していないので、どのように すれば いいのか わからないですよね。おうちの ひとの 

いうことを しっかり きいて、いっしょに おべんきょう してみましょう。じぶんが 

できる ところまでで だいじょうぶです。 

 

これが できれば、みなさんは ぱーふぇくと いちねんせい！がっこうが いつ はじまっても 

きっと だいじょうぶ です。がんばって くださいね。おうえん しています。 

 

☆おまけのくいず☆ 

 

（１） みなさんが かよう しょうがっこうの なまえは なんですか？ 

（２） こうちょう せんせいの おなまえは なんですか？ 

（３） いちねんせいは なんくみ まで ありますか？ 

（４） たんにんの せんせいの おなまえは なんですか？ 

 



【家庭学習内容】  
 ５月１１日からの1週間分と考えています。１８日からの分に関しては１５日のＨＰに掲載いたします。 

 

教科 内容 その他 
こくご ＜ひらがなプリント＞  

 え と ち ら ゆ わ  

 

※一日一枚など、計画的に取り組んでくださ

い。 

<やり方>       

① 練習した日と名前を書く。 

② 指でなぞって練習する。 

③ 「あいうえおのうた」を大きな声で読む。 

④ 手本をよく見て書く。 

⑤ 点から矢印の方向に書く。 

⑥ 絵の名前を書く。 

⑦ 絵に色をぬる。 

⑧ 裏で字の練習をし、その字のつく言葉を書く。 
さんすう ＜プリント＞ 

・せんむすび ４枚（両面２枚） 

 

・なかまあつめ ４枚（両面２枚） 

 

 

<やり方> 

・１～１０、２０まで順番に線でつなぐ。 

 色塗りもしましょう。 

・左のページを色塗りする。右のページは 

 左の絵を見て答える。 

・線を引いたり、指で数えたりして、数を比べる。

色塗りもしましょう。 

・ていねいになぞったり、色塗りをしたりする。 
せいかつ ＜じこしょうかいカード＞ 

お友達との自己紹介で使います。実際に交換

し合えるのは当分先になるかもしれません。

もしくは、年度末に「こんなこと書いたね！」

と思い出すのも楽しいですね。 

 

 

 

 

＜アサガオの栽培＞ 

1年生は生活科の学習でアサガオの栽培を行

います。種まきの時期がずれてしまいますの

で、申し訳ありませんが、ご家庭で栽培して

いただきますようお願いいたします。観察カ

ードは難しいので課題には出しませんが、毎

日水やりや様子を見るよう、声をかけてあげ

てください。 

<やり方> 

・右側に自分の名前を書く。 

・左側に好きなものを書く。（色鉛筆・クーピーで色塗り） 

→動物、食べ物、乗り物…なんでも良いです。全種類

違うものでも構いません。 

・カードを切って半分に折る。 

・封筒に入れる。 

お友達全員分書きます。（３３枚）一日1枚以上を 

目標にしましょう。 

<やり方> 

・教科書２４、２５ページや、種の袋についている説

明書を読み、種をまく。 

・毎日水やりをする。 

・前日と違うところ、どんなところが成長したのかを

おうちの人に知らせる。 

※黄色いキャップをペットボトル（５００ＭＬ程度）

につけて、じょうろ代わりにしてください。学校でも

使います。 

☆お願い☆ 

・丸付けはご家庭でお願いいたします。 

・良い姿勢、正しい鉛筆の持ち方、丁寧に取り組むことを意識させてください。ひらがな練習は、別

紙「1 年生の保護者の皆様へ」もご参考に取り組んでください。自分流の持ち方が身についてしま

った後、正しい鉛筆の持ち方に直すのは、非常に難しいことです。ぜひ、家庭学習に取り組む際に、

良い姿勢や鉛筆の持ち方に気をつけていただければと思います。 

国語・算数・自己紹介カードの課題は、学校へ提出します。 

アサガオは、学校再開後に保護者の方に持ってきていただきます。 

 



☆次の課題もぜひやってみましょう☆ 

 
＜からだづくり運動＞ 

「いえのなかでもできるうんどう」を参考にして、体を動かしましょう。その際に、体育着に着替える練習もし

てみてください。着替え、体育着袋に洋服をたたんでしまうまでを、5分以内でできるようにしてください。 

 

＜給食の配膳・食べ方の練習＞ 

 給食のように、テーブルを拭く、ご飯やお味噌汁をよそう、食卓に運ぶなどのお手伝いをさせてください。また、

お皿や茶わんをもって食べる、お箸を正しく持つなどのマナーも大切にさせていきたいと思っています。食べる時

間は２０～３０分を目標にしてください。 

 

＜ぞうきんしぼりの練習＞ 

 ご家庭でぞうきんを使う機会があまりないので、毎年ぞうきんを絞れないお子さんがいます。しっかりとひねっ

て絞れるように練習してください。 
 

 

 

【家庭学習受け渡しについて】 

 
 アサガオセットを各ご家庭にお届けすることが難しいため、１年生は保護者の方にご来校いただくこ

とになりました。大変申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。 

 
日にち ５月１１日（月）～１３日（水） 

 

時 刻  ９：００～１０：００ → 出席番号１～１１ 

    １０：００～１１：００ → 出席番号１２～２２ 

    １１：００～１２：００ → 出席番号２３～３３ 

 

☆３密を避けるために、このように時間設定をさせていただきました。ご理解いただければ幸いです。 

☆家庭学習が入った封筒と、朝顔セットを配布します。少しかさばるので、植木鉢が入るような大きめの袋を 

 お持ちください。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



☆一日の流れのご提案☆ 
  

お電話口で「４５分集中して勉強できない。」「親の言うことは全く聞いてくれない。」「丁寧にやってくれず、適

当にやっている。」など、様々なお悩みをお聞きしました。学校で勉強をしたことがない子供たちにとっては、「勉

強って何？」と戸惑っているのかもしれません。また、「先生の言うことは聞くから。」「学校ではちゃんとやってい

るから。」というのは、どの学年にも当てはまります。 

家庭学習は、学年×１０分を目安としています。ですので、一教科１０分を目安に頑張らせてみてください。ま

た、私たちも４５分の授業で様々な活動を入れています。（一人で考える時間、話し合う時間、作業をする時間…）

プリントだけで４５分もたせるのは難しいので、ときどきお家の人との会話も入れてみてください。 

また、「先生の言うことしか聞かない…。」というのであれば、表面の【いちねんせいの みなさんへ】を音読さ

せて、担任からのメッセージを心に届かせてください。少しは変わるかもしれません。下記の時程も参考にして進

めると、学校気分を味わえると思います。 

「他の子と差が出てしまうのではないか…。」とご心配されている方もいましたが、登校できるようになりました

ら、一からきちんと学習し直しますのでご安心ください。他のお子さんと比べず、その子の個性として受け止めて

あげてください。 

 

 

 おうちがっこう じかんわり 

～７：３０ 
７：３０までには おきましょう。おねつを はかるのも わすれずに

ね！ 

８：３０ 

   ～９：００ 

９ちゃんねる 「とうきょう おはよう すくうる」を みてみましょう。

とうきょうのがっこうの せんせいが わかりやすく おしえて  

くれます。がっこうに いる きぶんに なれますよ。  

９：００ 

   ～９：４５ 

せいかつ 

じこしょうかい かあどを つくりましょう。すきなものは きょうは 

なにを かこうかな？ 

９：５０ 

  ～１０：３５ 

こくご 

ひらがなの れんしゅうを しましょう。じぶんの おなまえの  

ひらがなは なんこ おぼえたかな？ 

１０：３５ 

  ～１０：５５ 

やすみじかん 

からだつくり うんどうを してみましょう。おてあらい、みずのみも 

わすれずに しましょう。 

１１：５５ 

  ～１１：４０ 

さんすう 

ぷりんとを やりましょう。いろぬりまで ていねいに やってみて 

ください。 

１１：４０ 

  ～１２：４０ 

きゅうしょく 

① てえぶるを ふく。 

② おはしを ならべる。 

③ ごはんや おみそしるを よそう。 

④ ３０ぷん いないに のこさず たべましょう。 

⑤ しょっきを かたづける。 
☆実際の時程とは異なります。あくまでも目安ですが、時間を意識して行動できるようになるのが望ましいです。 


