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１か月ぶりの学年便りとなりました。お子さんも、ご家族の皆さんも、体調の不安なく落

ち着いて笑顔で過ごしていてくれたらいいな、と願うばかりの毎日です。吹上小学校へは、

今のところ事故や事件や体調不良などの連絡が入ってきていません。幸いに感じると同

時に、保護者のみなさんの見守りにとても感謝しています。 
 

４月の中旬には、各ご家庭へ電話連絡させていただきました。快くご対応いただき、お

子さんの様子を知らせてくださりありがとうございました。電話という手段ではありますが、

おうちの方にご挨拶でき嬉しく感じています。また、担任が子どもたちのご自宅の場所も

確認しながら、４月分の宿題を配布させていただきました。 
 

そして、さらに５月末までの休校が決まりました。この社会状況の中では、「体だけでな

く心も健康でいる」ことが、いちばん大切です。でも、学習についての不安や心配がある

ことも事実だと考えます。４月には、家庭学習として１年生の復習プリントを配布しました

が、今回は全校共通で「新しい学年の学習内容を進める」ことが決まりました。詳細は下

記をご確認ください。今回の家庭学習は、5 月末まで取り組み、全員提出する課題です。 

おうちの方のご負担が増している中で、心苦しい思いもあるのですが、どうかお力を貸

してくださると助かります。どうぞ、よろしくお願いいたします。 
 

クラスのみんなの笑顔を見たい、一緒に楽しく授業をしたい 

…… そんな気持ちを募らせながら、担任一同、みなさんの健康を願っています。 

 

 

【おうちでの学習について】   

 こくご  

 やること せつめい ていしゅつ 

１ しんしゅつ かん字  あかねこかん字スキルをつかいます。 

せつめいの かみも 入っています。 
〇 

２ 音どく こくごのきょうかしょ  を 音どくします。

せつめいの かみも 入っています。 
―  

３ さく文れんしゅう さく文めいじんに  なれる  れんしゅうプ

リントです。げんこうようし もあります。 
〇  

４ うつしがき きょうかしょ「春がいっぱい」のうつしが

きです。お手本も 入っています。 
〇  

５ ともだちを 

さがそう プリント 

きょうかしょ「ともだちを  さがそう」を

見ながら とりくむ プリントです。 
〇  

うらも 
あります 



 

 

 さんすう  

 やること せつめい ていしゅつ 

１ ひょうとグラフ きょうかしょ 11～17 ページ。 

せつめいの かみを見て とりくみます。 
― 

２ とけい きょうかしょ 18～26 ページ。 

せつめいの かみを見て とりくみます。 
―  

３ けいさんのくふう きょうかしょ 27～34 ページ。 

せつめいの かみを見て とりくみます。 
―  

４ ねんおし 

れんしゅうプリント 

とりくんだら、まつるつけをします。 

まちがいは、正しく なおしましょう。 
〇  

 

 生かつ  

 やること せつめい ていしゅつ 

１ かんさつ お手本を見ながら  生かつかノートに 

かきます。３しゅるいの しょくぶつや 

生きものを かんさつします。 

〇 

２ おもしろこうさく かみを切ったりはったりしておもちゃを

つくります。メダルは 1 年生へのプレゼ

ントにしますので、ていねいに。だいだい

いろの いろがみ２まいが入っています。 

メダルだけ

〇  

 

 たいいく  

 やること せつめい ていしゅつ 

１ サーキット いえで できる うんどうあそびメニュー

１０こです。おうちの人も さそって、 

まい日からだを うごかしましょう。 

〇 

２ ダンス どうがを 見ながら おどってね。おぼえ

たら、いつか みんなで おどろうね。 
―  

 

 おたのしみ  

 やること せつめい ていしゅつ 

１ プログラミング せつめいの かみも 入っています。 〇 

 



 

 

 カレンダー  

 やること せつめい ていしゅつ 

１ かくにん やることが まい日かいてあります。できた

ら、〇をつけましょう。やっていないものは、

べつの日にとりくんで、〇をつけましょう。 

〇 

↑このほかに もうひとつ、「学しゅうカレンダー」を つくりました。 

学校の じゅぎょうじかん と 同じように、まい日１～５じかん目までつくっています。 

そのとおりでもいいし、おうちの人と そうだんして、けいかくを たててもいいですよ。 

 

 ていしゅつ  

４月ぶんの しゅくだい → とりくんだものが あれば、５月１１日～１３日に 出します。 

５月ぶんの しゅくだい → 〇がついているものは ぜんぶ、 

学校がはじまったら（６月いこう）に出します。 

 

 ＮＨＫ ｆｏｒ ｓｃｈｏｏｌ  
地上デジタル放送の ＮＨＫ Ｅテレに、楽しく学べる番組があります。 

これらの番組は、インターネットにアクセスすれば、過去の番組も視聴できます。  

下記に、２年生へおすすめできる番組を紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【登校日について】 

2 年生は、5 月 22 日（金）と 29 日（金）が登校日です。60 分間設定しており、子ども達の

健康状態の確認が主となります。登校するかどうかは保護者の方がご判断ください。登

校しない場合は、必ずご連絡をお願いします。その他詳細は学校便りをご確認ください。  

 22 日  午前  22 日  午後  29 日  午前  29 日  午後  

1 組  出席番号１～11 出席番号 12～21 出席番号１～11 出席番号 12～21 

2 組  出席番号 1～11 出席番号 12～21 出席番号１～11 出席番号 12～21 

持ち物  ： 筆箱、連絡帳・袋、上履き、防災頭巾、マスク、健康観察カード 

◆宿題は持ってきません、家に置いておいてください◆ うらも 
あります 



 

 

【書類など提出について】 

５月１１日（月）～１３日（水）の期間に、下記の書類のご提出をお願いします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他について】 

● ４月に購入済みのノート、ドリル、ワークテストなどについて。 

家庭学習での課題で使用するものはお渡しし、その他学校で使用するものは、  

休校中も学校で保管させていただきます。 

 

● 生活科の学習の中でミニトマトを栽培します。５月中旬に苗が届く予定ですので、お子

さんそれぞれの植木鉢（１年のときに使用したもの、現在学校保管）を使い、担任が鉢

植えをし、成長を見守ります。 

学年便り４月号にて、牛乳パック２本分の依頼をしました。既にご用意いただいていれ

ば、11 日～13 日の課題受け取りの際に靴箱にお入れください。牛乳パックがない場

合は、担任が準備しますので、心配はご無用、大丈夫です。 

 

● 生活科の課題では、ハサミとノリと色鉛筆も使用します。 

学校に置いてある道具箱のものを使うようでしたら、保護者の方の判断のもとで取り

に来ていただいても構いません。平日の 8 時半から 16 時の間に、職員室または事務

室にお声かけください。 

 

● 毎日の検温の結果と体調について、健康観察カードに記入をお願いします。  

22 日（金）29 日（金）に登校する場合は、必ず持たせてください。 

また、休耕期間中に体調の変化や事故などありましたら、 

学校へもお知らせくださると助かります。 

① 指導連絡カード（変更箇所を赤字で記入） 

② 引渡しカード（上下記入し学校保管用を提出）  

③ 通学路地図（変更箇所を赤字で記入） 

④ 保健調査票・アレルギー疾患調査票（変更箇所を赤字で記入） 

⑤ 集金袋（おつりの無いようご協力お願いします） 

⑥ 結核問診票 

⑦ ホームページ承諾書 

⑧ 健康観察カード（検温と体の状態を書き込んだもの） 

⑨ 牛乳パック（ミニトマト栽培用２つ、既に用意してありましたらお持ちください） 

● 提出書類は、クリアファイルをご活用ください。配布の際に使用した封筒に入れ、配

付物一覧表にチェックをしてご提出ください。封筒がない場合、ほかの封筒でも大丈

夫です。必ずご記名ください。 


