
  

   

臨時休業中の追加課題について 

 臨時休業が５月末まで延長となりました。そのため、臨時休業中の課題を追加します。そして、

５月から双方向のやりとりとなり、１週間に１回、課題を学校に持ってきていただくことになりま

した。最初の週の課題などは、後日、各ご家庭に郵送させていただきます。これまでの課題は、 

５/１３・１４の、ミニトマトセットを学校に取りに来られるとき（学年だよりの２枚目でお知ら

せします）に持ってきてください。その時に、５/１９からの課題をお渡しします。お手数をおか

けしますが、よろしくお願いいたします。 

〇 ５/８～５/１２の課題 （１くみは５/１３、２くみは５/１４提出） 

〇 ５/１３頃～５/１８の課題 

（５/１９に国語②④、算数①②③、生活③、書写①、道徳②を提出） 

 教科書で学習するところ 学習の内容 

国語 スイミー 

教科書 P６４～７３ 

① かん字ドリルノート P４９～５８ 

 教科書で学習するところ 学習の内容 

国語 いなばの白うさぎ 

教科書 P３８.３９ 

① 教科書 P１４５～１４７の「いなばの白うさぎ」をお

うちの人に読んでもらうか自分で読む。 

② ワークシート１枚 

かん字のひろば１ 

教科書 P６２ 

③ 教科書 P６２を読む。 

④ ワークシート１枚 

算数 １年生のふくしゅう 

（たし算・ひき算） 

① プリント１枚 

わかりやすくあらわそう 

教科書 P８～１１ 

② プリント２枚 

時計を生活に生かそう 

教科書 P７９～８３ 

③ プリント２枚 

生活 大きくなあれわたしの野さい 

教科書 P９～２０ 

① ワークシート１枚（６/１提出） 

② ミニトマトのなえをうえ、せわをする。 

 （学校が始まった週に植木鉢を持ってくる） 

③ 観察カード１枚（うえたとき） 

書写 点と画の名前 

教科書 P８.９ 

① しょしゃノート P６.７ 

道徳 金のおの 

教科書 P６～９ 

① 教科書 P６～９を読む。 

② ワークシート１枚 

令和２年 

 ５月７日 

西小学校 

２年生 学年通信 

     きらきら

ら 

ハッピー 

書写ノート（書写①）以外は 

すべてホッチキスでとめてあります 

ホッチキスでとめてあります 



 

〇 ５/１３頃～５/２５の課題 （５/２６に図工①②を提出） 

 

〇 ５/１３頃～５/３１の課題 （６/１におんどく・けいさんカードを提出） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  裏面あり 

図工 ひみつのたまご 

教科書 P９～２０ 

① 教科書を見て、自分だけのたまごと、中から出

てくるものをえんぴつでワークシートに書く。あ

れば色えんぴつで色をぬる。 

☆学校が始まったらクレパスで本番 

ひかりのプレゼント 

教科書 P１０.１１ 

② 同封のセットで自分だけの作品を作る。 

☆セットの他にも、教科書を見て、おうちにある材料 

 で楽しむこともできます。 

 教科書で学習するところ 学習の内容 

国語 

算数 

 ① おんどく・けいさんカード 

☆新しい紙を郵送します。 

 上からのりで貼って使ってください。 

☆音読は、「たんぽぽのちえ」（教科書 P４２～４７）と 

 「スイミー」（教科書 P６４～７３）を必ず読んでくだ

さい。 

体育 体でじゃんけん ① 体を使って家族とじゃんけん 

☆グー・チョキ・パーのポーズは自分で決めてみよ

う！ 

Nishi☆Sports（N☆スポ） ① プリントを見ながら、N☆スポエクササイズを 

  やってみる。 

☆自分で回数を決めてやってみよう！ 

音楽 １年生のふくしゅう ① １年生の時に学習した歌を歌ったり、演奏したり 

  する。（時間や音量を考えてね） 



 

 

 

 

〇 ５/１９～５/２５の課題  

（５/２６に国語②④⑥、算数①②、生活①、道徳②を提出） 

 

 

〇 ５/２６～５/３１の課題 （６/１に国語①、算数①②、生活①、道徳②を提出） 

 

 

漢字プリントや算数プリントなど、答えが同封してあるものは、お手数ですが、できるだけ丸つ

けと直しもお願いいたします。 

 教科書で学習するところ 学習の内容 

国語 同じぶぶんをもつかん字 

教科書 P５８.５９ 

① 教科書 P５８.５９を読む。 

② ワークシート１枚 

かん字のひろば２ 

教科書 P１１４ 

③ 教科書 P１１４を読む。 

④ ワークシート１枚 

かん字のひろば３ 

教科書 P１３２ 

⑤ 教科書 P１３２を読む。 

⑥ ワークシート１枚 

算数 長さをはかってあらわそう 

教科書 P３９～５１ 

① ワークシート２枚 

② 計算ドリルノート １９ ・ ２０ 

生活 大きくなあれわたしの野さい 

教科書 P９～２０ 

① ワークシート１枚 

 

道徳 ぽんたとかんた 

教科書 P１０～１３ 

① 教科書 P１０～１３を読む。 

② ワークシート１枚 

 教科書で学習するところ 学習の内容 

国語 １年生のふくしゅうと 

２年生４・５月のかん字 

① かん字・カタカナプリント５枚 

算数 １年生のふくしゅう 

（たし算・ひき算） 

① プリント２枚 

 

長さをはかってあらわそう 

教科書 P３９～５１ 

② プリント３枚 

生活 大きくなあれわたしの野さい 

教科書 P９～２０ 

① ワークシート１枚 

 

道徳 ３びきは友だち 

教科書 P２２～２５ 

① 教科書 P２２～２５を読む。 

② ワークシート１枚 

計算ドリルノート（算数②）以外は 

すべてホッチキスでとめてあります 

ホッチキスでとめてあります 

すべてホッチキスで 

とめてあります 



郵送するもの 

・学校だより（５月１日発行） ・学年だより（５月７日発行） 

・休業中の生活        ・休業中の家庭学習について 

・休業中の時間割        

・５/１３頃～５/１８の分の課題 

（国語ワークシート２枚、算数プリント５枚、生活ワークシート２枚、道徳ワークシート１枚） 

・５/１３頃～５/２５の分の課題（図工ワークシート、図工ひかりのプレゼントセット） 

・５/１３頃～５/３１の分の課題 （おんどく・けいさんカード２枚、体育プリント１枚） 

・算数プリントの解答集 

 

課題提出の日程 

第３週（課題提出後、次のページでお知らせする、ミニトマトセットを持って帰ってください） 

日 時間 クラス  

５/１３（水） 
９：００～１１：００ ２-１ 名字があ～な行の児童 

１４：００～１６：００ ２-１ 名字がは～わ行の児童 

５/１４（木） 
９：００～１１：００ ２-２ 名字があ～な行の児童 

１４：００～１６：００ ２-２ 名字がは～わ行の児童 

 

５/１３・１４に提出する課題 

・校長先生からのがんばりカード 

・かん字ドリルノート 

・４月１０日にお知らせした算数プリント２枚 

・４月１７日にお知らせした国語ワークシート３枚 

・４月１７日にお知らせした算数プリント５枚 

・さくぶんちょう 

 

 

第４週・第５週 

日 時間 クラス 

５/１９（火） 
１４：００～１５：００ ２-１ 

１５：００～１６：００ ２-２ 

５/２６（火） 
１４：００～１５：００ ２-１ 

１５：００～１６：００ ２-２ 

 

５/１９・２６に提出する課題は表面と前ページに書いてあります。 

 

＊来校されたら、インターホンをおしてください。 

＊兄弟姉妹の提出日時に一緒に提出することも可能です。 

 その場合、学校への連絡は不要です。 

＊上記の時間の来校が難しい場合は、同じ日の８：１５～１６：４５の間ならいつでも来校可能です。 

 ただし、上記以外の日を希望される場合は、学校にご連絡ください。 



野菜作りについて 

生活科の学習で、野菜作りを行います。学年の畑では、ナス、キュウリ、ピーマンなどを育て、夏に収

穫する予定です。あさがおを育てていた植木鉢にミニトマトを一人ずつ育て、成長の様子を観察してい

きます。大変お手数をおかけしますが、今年度は、ミニトマトの苗を植えるのは、ご家庭でお願いしたい

と思います。 

 

・ミニトマトセット（植木鉢・支柱・水やりキャップ・袋入り「はなとやさいの土」・ミニトマト

の苗）を５/１３・１４の課題提出時にお持ち帰りください。 

・玄関内で担任にこれまでの課題を渡し、ミニトマトの苗や土を受け取ってください。また、あさ

がおを育てていた場所にチューリップが植えてある植木鉢が並んでいます。名前を確かめ、お持

ち帰りください。 

・水やりキャップと 500ml ペットボトルは、お預かりしているお子さんの分はあります。 

毎朝ペットボトルいっぱいに水を入れ、水やりをするよう声かけをお願いします。夕方は、ミニ

トマトの様子に合わせて必要なら水やりをお願いいたします。 

 

 

４・５月学年会計 

漢字ドリル                350円  

漢字ドリルノート             180円 

たしかめテスト              60円 

書写ノート                320円 

計算ドリル                350円 

計算ドリルノート             180円 

国語ノート                135円 

算数ノート                135円      

さくぶんちょう              135円      

かんじれんしゅう            135円      

寺子屋プリント（国語）        390円      

寺子屋プリント（算数）        410円      

算数テスト              300円      

国語ノート              280円      

音読集（おがわ）           330円      

ひかりのプレゼント          210円      

音読カード台紙         40円      

日スポーツ振興センター掛け金  460円 

西っ子ノート          350円 

はなとやさいの土               270円 

ミニトマトの苗                 165円 

共同購入費                     695円 

合計             5880円 

 

合計 5880円は 4月に一律で集金した 2000円と、4月分の給食費残金で支払いました。 

よって、5月の引き落としはありません。 


