
 

 

 

 

 

 

                             

 

照り付ける日差しがまぶしくなってきましたね。ご家庭での生活、学習の様子はいかがでしょうか。学

校では安全を第一に考え、子供たちが登校できるよう準備を進めています。少しずつでも、顔を見て一緒

に学習できる日々が増えていくといいなと、心より願っています。引き続き、生活リズムを整え、短い時

間でも「学習」と意識して取り組むこと、お手伝いで「集団生活のもと」を心の中に育てることを、ご家

庭でもお願いいたします。もちろんですが、ご家族皆さんも健康に十分お気を付けください。 

 

5月２５日～２９日 こんしゅうの がんばるめあて 

せいかつ ◎あいての めをみて はなそう 

     〇あいさつを きちんと しよう（かぞくにも きちんと！） 

がくしゅう◎ひらがなや すうじを しせいよく ていねいに かこう 

     〇じぶんで もちものや べんきょうに つかうものを そろえよう 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本日お配りしているもの 

○お子さんの名前入り大封筒（中身を確認ください） 

 ・学年だより５号      ・健康記録カード       

・今週の学習プリント（課題と直しプリント）    

 ・相談室だより 

 ・マスク（登校用 1枚） 

■課題について（時間割に☆の付いている課題、健康観察カードは次回提出） 

※今週は前回のプリントの「直し」が入っています。（全部丸がついて、スタンプが合格です。） 

・直しのプリントは消しゴムできれいに消し、書き直して提出してください。（消しゴムは強く押

し付けず、軽い力で何度か往復させるように使います。）担任が丸を付け、できていたらスタン

プを押します。表裏があるときは、両方スタンプを確かめてください。 

 

□ひらがなプリント・数字練習プリント（A4）について 

・ひとマスの枠内にバランスよく書くことができるよう、4 色ぬりはていねいにします。文字の

１画について、鉛筆を置き書き始めるところ（始筆）と、通るところ（運筆）、鉛筆を離すとこ

ろ（終筆）がどこなのかを意識するためです。文字のバランスが悪い時は「何色の部屋」「赤と

黄色の部屋のちょうど間」など、お子さんに声掛けをしてみてください。 

・とめ、はね、はらいは再開後学校でも指導しますが、親指と人差し指で鉛筆先をコントロール

する練習が必要です。一緒にできる時は実際に線を書き、お子さんに見せて意識付けをお願い

します。1画の途中で鉛筆を紙から離さないことも教えてあげてください。 

・数字練習プリントの「丸の色塗り」は、「数を図に置き換える」という大事な工程になるので、

丁寧にさせてください。 

・合格になったプリントは、ご家庭で保管ください。（穴があるプリントは紐で結んで OKです） 

 

□名前練習プリント 

 ・自分の名前を、お手本を見て、まねして書きます。まだ習っていませんが、形をよく見てまね

るようお声がけください。（1年たつとびっくりするぐらい上手になります。楽しみですね！） 

 

 

 
 

１年生  学年通信 

NO.５ 
令和２年５月２５日（月） 

杉並区立西田小学校 

アサガオは成長に合わせて観察

カードの記入をお願いします。 



１ねん じかんわり   （５がつ２６にち～５がつ２９にち）   ☆は提出物です 

 
２６にち（か） ２７にち（すい） ２８にち（もく） ２９にち（きん） 

あさ あいさつ・みずやり あいさつ・みずやり あいさつ・みずやり あいさつ・みずやり 

ごぜん 【せいかつ】 

○あさがおのかんさつ 

・ちがうかたちのはっぱがで

たら かあどに えを かく。２

ほん ぬく。 

※植物の様子で日にちをず

らしてください。 

☆観察カード「ちがうかたち

の はっぱ」 

【さんすう】 

○いくつといくつ 

☆７は いくつと いくつ 

（教科書ｐ３４参照） 

☆復習プリント 

どちらがおおい①② 

 

 

【たいいく】 

〇いろいろな うごきをしてみ

よう 

・「こんしゅうのたいいく」を見

ながら、できそうな運動から

チャレンジしてみよう 

・きがえてふくろにいれる→

だしてきがえる 

【さんすう】 

○いくつといくつ 

☆１０は いくつと いくつ 

（教科書ｐ３７、３８，３９参照） 

☆復習プリント 

どちらがおおい③④ 

 

 【こくご】 

〇しょしゃたいそう 

☆ひらがなぷりんと「に」 

 

☆ぷりんとのなおし 

【おんがく】 

○すきなうたを えらんで き

もちよく うたおう 

○E テレ（音楽番組・パプリカ

ダンス等）といっしょにおどろ

う 

【さんすう】 

○いくつといくつ 

☆８は いくつと いくつ 

（教科書ｐ３５参照） 

 

【こくご】 

○じこしょうかいの れん

しゅう 

・くちを おおきく あけて

なまえと すきなもの（遊

びやおやつ）を いう 

 

〇しょしゃたいそう 

☆ひらがなぷりんと「た」 

 【さんすう】 

○いくつといくつ 

☆６は いくつと いくつ 

（教科書ｐ３３参照） 

 

☆ぷりんとのなおし 

【こくご】 

〇しょしゃたいそう 

☆ひらがな「さ」 

 

〇はなのみち おんどく 

【こくご】 

〇しょしゃたいそう 

☆ひらがなぷりんと「か」 

 

〇はなのみち おんどく 

【どうとく】 

〇「えんぴつの いえで」（E

テレ「ざわざわ森のがんこち

ゃん」視聴） 

・がんこちゃんの きもちのか

おに いろを ぬろう 

☆学習プリント 

 

ひる 

ごはん 

【せいかつ】 

○しゃもじ・おたま・トングを

つかうれんしゅう 

○あいさつのごうれい 

○ながしにはこぶ 

○つくえふき 

【せいかつ】 

○しゃもじ・おたま・トングを

つかうれんしゅう 

○あいさつのごうれい 

○ながしにはこぶ 

○つくえふき 

【せいかつ】 

○しゃもじ・おたま・トングを

つかうれんしゅう 

○あいさつのごうれい 

○ながしにはこぶ 

○つくえふき 

【せいかつ】 

○しゃもじ・おたま・トングを

つかうれんしゅう 

○あいさつのごうれい 

○ながしにはこぶ 

○つくえふき 

ごご 【こくご】 

〇しょしゃたいそう 

☆なまえれんしゅうぷりんと 

 

〇はなのみち おんどく 

 

【ずこう】 

○おりがみで えをつくろう

（ことり） 

・おりがみを おる 

・はさみを ていねいに ただ

しく つかう 

☆さくひん 

【さんすう】 

○いくつといくつ 

☆９は いくつと いくつ 

（教科書ｐ３６参照） 

 

【こくご】 

○はなのみち おんどく 

 

 

 

☺あさがおは あさ みずを たっぷり あげましょう。 

☺いちにちの べんきょうが おわったら えんぴつをけずって  

ふでばこに しまいます。 

 

 

おわったら・・・（きんようびにすること） 

・えんぴつを けずる 

・いろえんぴつを けずる 

・☆の ぷりんとを ふうとうに 

いれる 

いっしゅうかん がんばりましたね！！ 



 

 登校日が決まりましたら… 

（※日にち・登下校時刻等、学校全体のお便り・メールを必ずご確認ください。） 

〇もちもの：（毎日持ってくるもの）連絡帳・連絡袋、自由ノート、筆箱、下敷き、課題封筒 

ハンカチ・ティッシュ 

 〇動きやすい服装・はきなれた靴・マスク 

〇防犯ブザーとカバーを付けたランドセル 

〇本日の下校ルートリボンを付けた通学用の黄色帽子  で登校させてください。 

 

 

通常登校の登下校について（学校のきまり） 

● 通常登校時刻は、８：１０～８：２５です。 

・8：10までくつばこ付近で入室を待ちます。（教室内には入れませんので、早すぎないように気を付け

てください。） 

・自分たちで準備をすませ、8：25 には朝の活動ができるよう指導していきます。８：２０には教室に

着いているように、余裕をもって登校させてください。 

● 下校時刻は、学年だより「はじめのいっぽ」でご確認ください。 

● お子さんと一緒に、通学路を確認してください。 

 通学路に慣れるまで、４方向に分かれて集団で下校します。途中まで担任や交通指導員が手分けして

送りますが、子供だけになっても安全に帰宅できるよう、道順をしっかり確認してあげてください。

また、通学路を守るよう学校でも指導しますが、ご家庭でもお声掛けください。 

 その日の「通学路別色リボン」を帽子に付けて登校させてください。 

☆荻窪学童クラブのお子さんは、学童に行く日は白いリボン、自宅へ帰る日は通学コースの色の

リボンをつけて登校させてください。 

☆スイッチスクール・その他の学童に行くお子さんは、スクールや学童に行く日は黄色リボン、自

宅へ帰る日は通学コースの色のリボンをつけて登校させてください。 

●ランドセルに防犯ブザーを付けて登校します。ブザーはどのメーカーのものでも構いません。むやみに鳴ら

してはいけないことを、学校でも指導します。 

 

連絡帳・持ち物のお願い（確認） 

●連絡帳や連絡袋の中を、毎日必ずチェックしてください。 

連絡帳に担任への連絡を書かれた時は、そのページを開いて表にして、必ず担任に見せるよう、お子さん

に声をかけてください。当分の間は、返事を書く時間があまりとれませんので、確認印のみになることもあ

るかと思います。ご了承ください。「連絡帳をお願いする人」カードに、欠席した時、連絡帳を預けられる

児童の学年・組・氏名の記入をして、貼り付けておいてください。 

●服装：活動しやすいもの、着脱が自分で容易にできるもの、汚れてもかまわないものをお願いします。マス

クをつけます。 

ハンカチ・ティッシュはいつも身に付けさせてください。（首から下げるポーチなどは遊びの時に危険です

ので避けてください。） 

●道具箱の中は「シンプルで、お子さんが扱いやすいもの」にしてください。 

●記名：すべての教科書、持ち物類に，すべてひらがなで記名してください。数図ブロックも一つ一つ記名を

お願いします。 

 

 

 

 

 



 

5月 25日の非常事態宣言解除の方向を受けて、学校より 22日に一斉メールでお知らせをいたしまし

た。本日宣言解除が行われなかった場合は、予定が変更になることがありますので、併せてご確認く

ださい。 

1年生・登校日のお知らせ 

５月 29日（金） ８：３０（登校）～９：３０（下校） 

 〇持ち物等、同封の学年だより 5号・登校日のお知らせをご覧ください。 

  ・初めての登校となりますので、近くまで付き添っていただいて結構です。 

  ・密状態を避けるため、体育館を使用する予定です。 

  ・学校職員は帽子の下校ルートリボンで帰路を確認しますので、当日の下校リボンの色を確認して付け

てください。 

  ・課題袋は 28 日までの終わっている学習物を入れて、ランドセルにゆるく筒状態に巻いて入れ、持た

せてください。アサガオの観察カードなど、まだできない課題は、家に置いておいてください。 

  ・連絡帳の確認は致しますが、短時間のため至急の内容のみでお願いいたします。また、学校より持ち

帰る手紙やお知らせは連絡袋に入れるよう指導します。帰宅しましたら、連絡袋をご確認ください。 

  

〇今後の登校予定 6月 1日（月）～5日（金） 

・Aグループ、Bグループでの分散登校（午前中・2時間程度） 

   ・グループにより登校、下校時刻が変わります。 

・その日の学習内容や持ち物、下校時刻等はお子さんが自分で連絡帳が書けるようになるまで、 

学年だよりでお知らせをいたします。29日に持ち帰るお手紙をご確認ください。 

 

 

 
 


