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１年生 学年だより

木々の緑が輝き、風も気持ちの良い季節となりました。感染症拡大防止のための臨時休業に、ご理解ご協力いただきま
してありがとうございます。本日は、教材・お便り等を取りに学校へお越しいただき、有難うございます。５月３１日ま
で臨時休業日が延長されました。子供たちも登校を楽しみにしていたと思いますが、本当に残念です。引き続き、健康に
留意してご家庭で過ごしていけるよう、お願いいたします。
1 ねんせいのみなさん。まいにちげんきにすごしていますか。
がっこうのおやすみが、ながくなりました。せんせいたちは、みなさんにあえないひがつづいて、さびしいです。でも、
みなさんが、なふだをつけるれんしゅうをしたり、かずのぶろっくをかぞえたり、がんばっているかなとかんがえている
と、あかるいきもちになります。
やすみのあいだのべんきょうについて、おしらせします。いえのひとと、いっしょにぷりんとをしたり、あさがおのた
ねまきをしたりしてください。うまくできないことがあっても、しんぱいしなくてもだいじょうぶですよ。がっこうがは
じまったら、せんせいやともだちといっしょに、たのしくべんきょうをしましょう。あえるのを、たのしみにしています。

家庭学習について
４月中は、学校生活にスムーズに入れることを目標に家庭学習の内容を作成しました。臨時休業が延長されたため、
５月からは、プリントを配付いたします。１年生は、集中できる時間も短く、一人で学習に取り組むことは難しいと思い
ます。ご多用の中と思いますが、お子さんと一緒に取り組んでいただくようお願いいたします。登校が始まりましたら、
プリントは、入っていた封筒に入れて持たせてください。(臨時休業が途中解除になりましたら、やっていない分も入れて
持たせてください。)
ひらがな・すうじプリントの、進め方の目安を下記の表にしました。目安にしてください。
【ひらがな・すうじプリント 進め方の目安】
月
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「い」
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「な」
「す」
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※ひらがな・すうじプリント以外の家庭学習については、裏面をご覧ください。
また、生活科では、アサガオを育てる学習内容があります。例年アサガオの種まきを４月末～５月第１週に行っており、
この時期に種まきを行わないと、今後の生育にも関わってきます。本来ならば、学校で育てる教材ですが、今年度は、家
庭で種まき・お世話をお願いいたします。

１ねん１くみ おかむら ようこ

１ねん２くみ こいけ たかゆき

はやく、がっこうがはじまって、みんなとたのしく
べんきょうをしたり、あそんだりしたいな、とおもっ
てまいにちすごしています。
おやすみのひは、はりといとで、ますこっとをつく
ったり、おりょうりをしたりしてすごしました。どう
ぶつがすきで、ねこをかっています。さて、なんびき
かっているでしょう。こたえは、がっこうでつたえま
すね。みんなにあうのをたのしみにしています。

みなさん、げんきにすごしていますか。
せんせいは、
おやすみのひには、さんぽをしたり、りょうりをつく
ったりしてすごしていました。
せんせいのすきなことは、やきゅうです。いぬもす
きです。にがてなたべものはりんごです。だけど、が
んばってぜんぶたべます。
がっこうがはじまったら、みなさんといっしょにこ
うていでかけっこをしたいです。

１ねん３くみ たむら かれん

１ねん３くみ おがわ なおこ

みなさん、げんきにすごしていますか。せんせいは、
おうちでてれびをみたり、しゅみでかんこくごをべん
きょうしたりしてすごしていました。
また、せんせいは、おんがくをきくことがすきです。
みなさんはどんなきょくがすきですか？がっこうが
はじまったらせんせいにおしえてください。
はやくみなさんとたのしいがっこうせいかつがお
くれることをたのしみにしています。

げんきですか。なかなかみんなにあえなくてとて
もさびしいです。はやくみんなのかおとなまえをお
ぼえておはなししたいなとおもっています。
わたしは、このごろまいにち、てれびたいそうを
して、からだをうごかすようにしています。せがち
いさいので、てあしをいっぱいのばしておおきくな
れたらいいなとおもっています。
みんなにあえたら、たのしいことたくさんしようね。

１ねん４くみ かわばた みき
せんせいは、おやすみのひはみなさんのげんきなすがたを
おもいうかべながら、ぴあのをひいたり、たのしいえほんを
さがしたりしてすごしていました。
せんせいのすきなあそびは、どんじゃんけんとおにごっこ
です。みなさんといっしょにできることをたのしみにしてい
ます。
げんきとやるきいっぱいのみなさんとべんきょうしたり
あそんだりできることがまちどおしいです。

裏面もご覧ください

【家庭学習】5 月 11 日～5 月 29 日(とりくむひが、かいていないものは、できるときにやりましょう)

せ
い
か
つ
め
ん

かだい

すること

・しょくじ
(まえのしゅうとおなじです)

・せきをたたないで、しょくじをしましょう。
・じぶんがつかったしょっきを、できるものはじぶんではこびましょう。
・あさ、いえをでるじかんまでに、きがえ・しょくじ・はみがき・といれなどを
すませるれんしゅうをしましょう。

・あさのしたく
・ぎゅうにゅう
(まえのしゅうとおなじです)

・いえでのめるように、れんしゅうをしましょう。(あれるぎいのあるひとは、とりくみません。)

・なふだつけ
(まえのしゅうとおなじです)

・なふだをようふくのむねにつけたり、はずしたりが、じぶんでできるようにし
ましょう。

・しゅっせきばんごう

・
「1 ねん○くみ〇ばん」といえるようにしましょう。

・ひらがなぷりんと

・ひらがなぷりんととすうじぷりんとをあわせて３０まいくばります。1 にち
２まいとりくみましょう。※前ページの「ひらがな・すうじプリント進め方の
目安」参照。(「とりくみかたのぷりんと」をいえのひとと、みましょう。)
※なまえをわすれずにかきましょう。
※プラスチックカラーペン(クーピー)で、えにいろをぬりましょう。

まいにち、ひらがな・すうじ
のどちらかにとりくむ

・おんどく(こえにだしてよむ。)

こ
く
ご

まいにちとりくむ

・ことばあそび
まいにちとりくむ

・そのひにれんしゅうしたひらがなが、いちばんうえにつくことばを 5 つみつけ
て、いえのひとにきいてもらいましょう。そのなかの 1 つをぷりんとのうらに
かきましょう。

・(えほんをよもう)

・すきなえほんをよみましょう。いえのひとによんでもらってもよいです。いえ
に、えほんがあるひとは、とりくみましょう。まえによんだほんでもいいです。

・すうじぷりんと

・ひらがなぷりんととすうじぷりんとをあわせて３０まいくばります。1 にち
２まいとりくみましょう。※前ページの「ひらがな・すうじプリント進め方の
目安」参照。(「とりくみかたのぷりんと」をいえのひとと、みましょう。)
※なまえをわすれずにかきましょう。
※プラスチックカラーペン(クーピー)で、えにいろをぬりましょう。

まいにち、ひらがな・すうじ
のどちらかにとりくむ

・いくつといくつ

さ
ん
す
う

・はじめは、いえのひとといっしょによみましょう。なれてきたらひとりでよむ
のをいえのひとにきいてもらいましょう。
「あさのおひさま」5/11～5/15
「はなのみち」5/18～5/29
＊光村図書出版 臨時休業中の児童生徒に対する支援コンテンツに朗読や動
画がありますので、参考にしてください。

５/１１～５/１５に
とりくむ
・いくつといくつ
５/１８～５/２６に
とりくむ

・
「あたらしいさんすう 1」Ｐ.20 のように、さんすうぶろっくを 6 つだして、家
のひとにかくしてもらいます。いくつかくれているか、かずをあてましょう。
おなじように、
「5」
「7」
「8」
「9」と、ぶろっくのかずをかえて、やりましょう。
※数を、
「いくつといくつ」ととらえることは、数の感覚を養うことにつながり
ます。
・「あたらしいさんすう 1」Ｐ.28 のように、さんすうぶろっくを 10 こだして、い
えのひとにかくしてもらいます。いくつかくれているか、かずをあてましょう。
※10 は、
「いくつといくつ」ととらえることは、今後のたし算やひき算につなが
ります。

・すうじかあどをかずのちいさいものからおおきいものにならべて、いえのひと
にみてもらいましょう。(すうじでかいてあるもの、
「●」でかいてあるもの、
・かずのおおきさくらべ
どちらもつかってならべてみましょう。)
☆５がつにくばった、かあど
・いえのひとと、かあどをわけます。どうじにだして、
「おおきいかずがかち」
をつかいます。
のげえむをしましょう。

ず
こ
う

せ
い
か
つ
か

・すきなえをかこう
・いろをぬろう
・はさみをつかおう
※くばられた、がようしをつ
かいます。
※かいたものや、きったもの
などは、ていしゅつしませ
ん

・クレヨンやプラスチックカラーペン(パッセル)をつかって、すきなえをかきま
しょう。えをかいたらはみださないように、いろをぬりましょう。
つかったものの、あとかたづけをしましょう。
・はさみをつかって、がようしや、いえにあるかみをきるれんしゅうをしましょ
う。(まっすぐにきる・せんにそってきる・ながくきる・
「はのさき」で、きる・
「はのおく」で、きる)
・つかったものや、きったもののあとかたづけをする。
【はさみをつかうやくそく】すわってつかう。ひとにはさみをむけない。
・たねまきをしたら、たっぷりとみずをやりましょう。そのあとは、つちがかわ
いたら、みずやりをしましょう。
・まいにち、ようすをみるようにしましょう。
※せいかつか教科書「わくわくせいかつか」P.21 のＱＲコードで、種のまき方の
あさがおのたねまき
動画を見られます。
※袋に入っている種を、全部まいてください。
なるべく５/１１のしゅうに、 ※植木鉢の、中央には種をまかないで、空けておくようにしてください。(学校
たねまきをしましょう。
で、休日の水やりのために、鉢の中央にペットボトルをセットするためです。)
みずやり・かんさつ
まいにちとりくむ

図では種が 5 個ですが、入っている個数分穴をあけ、まいてください。
1 ねんせいむけの、ばんぐみがあるので、しょうかいします。
ＮＨＫ for school の番組 (テレビ視聴)
国語
おはなしのくに
月曜日 9：05～9：15
ことばドリル
月曜日 9：25～9：35
算数
さんすう犬 ワン
月曜日 9：45～9：55
生活
おばけの学校
たんけんだん
火曜日 9：25～9：35
道徳

そ
の
ほ
か

ざわざわ森の
がんこちゃん

金曜日 9：00～9：10

☆上記の時間でなくても、ＮHＫ for school のサイトにて、ＷＥＢ視聴できます。
音楽

おんがくをきいてみましょう。
教育芸術社 自宅学習支援コンテンツ 小学生のおんがく１
うたって おどって なかよくなろう
ちょうちょう～ぞうさん
さんぽ
動画 セブンステップス

