
 

□ 算数プリント  

□ 国語プリント 

□ チャレンジカード 

□ 名刺交換カード 

□ かるた作り・かるた遊び 

□ 元気 100％カード（体育） 

※毎日の健康観察もよろしくお願いします。 

                                  
 
 

 

 

 

 

 
 お休みが長く続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。電話等で子ども達と話した時には、休校

中にも課題に頑張って取り組む姿や健康に気を付けて過ごしていた話を聞くことができ、子ども達と一

緒に元気に再スタートを切り、楽しい学校生活を送っていきたいという思いが一層高まりました。また

しばらく学校はお休みとなりますが、休業明け、子どもたちとどんな楽しい活動ができるか今からとて

も楽しみです。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

横浜市立大岡小学校 

令和２年５月 11 日 

第３号 

休業中の課題について 

●毎日２枚程度、計画的に進めるよう

にお子さんにお声かけください。 

●チャレンジカードには、お家ででき

そうな色々な課題を記載していま

す。毎日全部やる必要はありません。

できる時に、できる量を楽しみなが

らやっていただけると幸いです。 

●チャレンジカードには、おうちの方

にサインしていただく欄がありま

す。毎日、課題が終わりましたら確

認のサインをお願いします。 

２組 德田 有莉 
 元気にしていますか？みん
なのいない学校は、とても寂
しいです。早く一緒に遊んだ
り、勉強したりしたいですね。そ
のために、手洗いうがい等、
今できることをしっかりと頑張り
ましょう！次にみんなと会える 

日を楽しみにしています！ 

１組 平野 康子 
 みなさん、お久しぶりです。
元気に過ごしていますか。先
生は、みんなが学校に来た
らどんなことができるかな、と
毎日考えながら過ごしていま
す。学校で、みんなと楽しく
いろんなことができる日を 

楽しみにしています。 

４組 森田 遥 
 みんなの笑顔が見られな
いのはさみしいですが、今は
１人ひとりが元気に過ごすこ
とがとても大切だと思ってい
ます。みんなとまた思いっきり
勉強できることを楽しみに、
先生も手洗い・うがいをしっ
かりして体調に気を付け 

ます！ 
 ３組 藤田 真理奈 

 みんなに会えないのは、と
ても寂しいですが、家で元気
に過ごしていると聞いて、うれ
しかったです。みんなと一緒
にしたいことがたくさんありま
す。１日も早く学校で楽しく過
ごせることを祈っています。 

 



【持ち物】 

● 健康観察表 

● 児童引き取りカード（水色） 

● 健康手帳 

● お道具箱 

● 「まいにちもってくるもの」 

● 休業中の課題 

● PTA 登録カード 

● ハンカチ（防災用） 

※緊急時、すぐに使用できるよう、ヘルメットカバーの中にハンカチを 1 枚入れておく

ことになりましたので、準備をよろしくお願いします。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

折り紙、つぼのり、液状のり、はさみ、セロハンテープ、色鉛筆、クレパス、歌集、

算数ブロック等を入れます。机の中に道具箱を入れて使用します。中身に過不足がない

かご確認の上、お手数ですが全てに記名をお願いいたします。（色鉛筆やクレパスについ

ても、みんなが同じものを持っていますので、一本一本記名をお願いいたします。） 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●体育着の記名について 

 体育着の記名は、個人情報保護の観点から、裏側やタグなど外側から目立たない場所にお願いいたし

ます。 

●お道具箱の準備について 

 お道具箱の中身について、上の写真と文章を参考にご準備をお願いいたします。 

メール配信等で学校からのお知ら

せをいたしますので、こまめに確認

をしていただければと思います。 

学校が再開したら・・・ 

お道具箱の中身 



★ おきた　じかん
※とけいを　よんでみよう

時計の学習はもう少し先ですが、時計を見て時間を意識す
る習慣を身に付けられるとよいですね。

①
うたを　うたおう！
※『みんなのうた』から　さがして
みよう

歌集『みんなのうた』等を参考に、知っている歌を歌った
り、歌に合わせて体を動かしたりしてみてください。音楽
の授業でも、これから様々な歌を歌います。

②
ねんどで　すきなものを　つくろう
※まるめる・ねじる・ひもにする…
　どんな　ものが　できるかな…

丸めたり、ねじったり、ひも状に細長く伸ばしたり…粘土
を様々な形にしながら、好きな物を作ってみてください。

③ たいいくぎに　きがえてみよう！
プリントを確かめながら、体育着に着替える練習をしてみ
てください。幼稚園や保育園での経験を思い出し、服をた
たむことも声をかけてあげてください。

④ からだを　うごかそう！
体育着に着替えた後、体を動かします。外に出られる日は
縄跳びをしたり、室内でストレッチ（『元気100％』の
カード参照）をしたりできるとよいですね。

⑤
ふきん・ぞうきんを　しぼろう！
※ぎゅっと　しぼって　つくえや
ゆかを　ふこう

給食や掃除の時間には、布巾や雑巾を絞ります。しっかり
と固く絞れるように練習をしてみてください。

⑥
かるたに　ちょうせん！
※よむひと、とるひとを　こうたいで
やってみよう

ゲームをしながら平仮名を読むことを楽しめるとよいです
ね。

★
じを　かく　しせい
※『しょしゃ』のきょうかしょ
４ぺえじ

学習を始める前に、正しい姿勢を意識するようお声がけく
ださい。

★
えんぴつの　もちかた
※『しょしゃ』のきょうかしょ
６ぺえじ

学習を始める前に、正しい持ち方を意識するようお声がけ
ください。

★ ぷりんと（ひらがな・めいしかあど）
　　　　　（さんすう）

書き順や字形に気を付けて書けるとよいですね。

★
しょくじの　じゅんび・かたづけ
※じぶんの　できることを　みつけて
やってみよう

箸を並べたり、食器を片付けたり、できることを決めて取
り組んでみてください。給食の時間につながります。

★ すききらいなく　たべよう！

★ はやね・はやおき

★ てあらい・うがい

おうちの方へ

小学校生活をスムーズにスタートできるように、生活の
リズムを整えるよう、お声がけお願いします。

★・・・毎日取り組みます。

①～⑥・・・その日にできる物をいくつか選んで取り組みます。

どの課題に取り組むのか、計画を立ててスタートできるとよいです。前日に次の日の予定を

立てたり、週末に１週間の学習予定を組んだり、各ご家庭で無理なく進めてください。



ひにち 11にち 12にち 13にち １４にち １５にち

おきた　じかん
※とけいを　よんでみよう

じ　　　ふん じ　　　ふん じ　　　ふん じ　　　ふん じ　　　ふん

①
うたを　うたおう！
※『みんなのうた』から　さがして
みよう

②
ねんどで　すきなものを　つくろう
※まるめる・ねじる・ひもにする…
　どんな　ものが　できるかな…

③ たいいくぎに　きがえてみよう！

④ からだを　うごかそう！

⑤
ふきん・ぞうきんを　しぼろう！
※ぎゅっと　しぼって　つくえや　ゆ
かを　ふこう

⑥
かるたに　ちょうせん！
※よむひと、とるひとを　こうたいで
やってみよう

★
じを　かく　しせい
※『しょしゃ』のきょうかしょ　４ぺ
えじ

★
えんぴつの　もちかた
※『しょしゃ』のきょうかしょ　６ぺ
えじ

★ ぷりんと　（ひらがな・めいし）
　　　　　　（さんすう）

★
しょくじの　じゅんび・かたづけ
※じぶんの　できることを　みつけて
やってみよう

★ すききらいなく　たべよう！

★ はやね・はやおき

★ てあらい・うがい

おうちの　ひとの　さいん

ちゃれんじ　かあど



ひにち １８にち １９にち ２０か ２１にち ２２にち

おきた　じかん
※とけいを　よんでみよう

じ　　　ふん じ　　　ふん じ　　　ふん じ　　　ふん じ　　　ふん

①
うたを　うたおう！
※『みんなのうた』から　さがして
みよう

②
ねんどで　すきなものを　つくろう
※まるめる・ねじる・ひもにする…
　どんな　ものが　できるかな…

③ たいいくぎに　きがえてみよう！

④ からだを　うごかそう！

⑤
ふきん・ぞうきんを　しぼろう！
※ぎゅっと　しぼって　つくえや　ゆ
かを　ふこう

⑥
かるたに　ちょうせん！
※よむひと、とるひとを　こうたいで
やってみよう

★
じを　かく　しせい
※『しょしゃ』のきょうかしょ　４ぺ
えじ

★
えんぴつの　もちかた
※『しょしゃ』のきょうかしょ　６ぺ
えじ

★ ぷりんと　（ひらがな・めいし）
　　　　　　（さんすう）

★
しょくじの　じゅんび・かたづけ
※じぶんの　できることを　みつけて
やってみよう

★ すききらいなく　たべよう！

★ はやね・はやおき

★ てあらい・うがい

おうちの　ひとの　さいん

ちゃれんじ　かあど



ひにち ２５にち ２６にち ２７にち ２８にち ２９にち

おきた　じかん
※とけいを　よんでみよう

じ　　　ふん じ　　　ふん じ　　　ふん じ　　　ふん じ　　　ふん

①
うたを　うたおう！
※『みんなのうた』から　さがして
みよう

②
ねんどで　すきなものを　つくろう
※まるめる・ねじる・ひもにする…
　どんな　ものが　できるかな…

③ たいいくぎに　きがえてみよう！

④ からだを　うごかそう！

⑤
ふきん・ぞうきんを　しぼろう！
※ぎゅっと　しぼって　つくえや　ゆ
かを　ふこう

⑥
かるたに　ちょうせん！
※よむひと、とるひとを　こうたいで
やってみよう

★
じを　かく　しせい
※『しょしゃ』のきょうかしょ　４ぺ
えじ

★
えんぴつの　もちかた
※『しょしゃ』のきょうかしょ　６ぺ
えじ

★ ぷりんと　（ひらがな・めいし）
　　　　　　（さんすう）

★
しょくじの　じゅんび・かたづけ
※じぶんの　できることを　みつけて
やってみよう

★ すききらいなく　たべよう！

★ はやね・はやおき

★ てあらい・うがい

おうちの　ひとの　さいん

ちゃれんじ　かあど


