
 

 

 

 

 

 

≪休校中（５月７日～５月２０日）の家庭学習について≫ 

 休校中の平日の家庭学習課題を、以下のようにします。内容をよく見て、しっかり取り組みましょう。 

 

☆課題にかかわる配付したものと説明 

 

 ５月７日（木） ８日（金） ９日（土） １１日（月） １２日（火） 

１・２時間目 

８：４５ 

～ 

１０：２５ 

○国語「こわれた千の楽器」ワー

クシート（４） 

・よく読んで問題に答えまし

ょう。 

○漢字ドリル㉒㉓㉔㉕ 

・書き順に気をつけ、ドリル

に書く。 

 

 ○国語「ヤドカリとイソギンチャ

ク」ワークシート（１） 

・よく読んで問題に答えまし

ょう。 

○漢字ドリル㉖㉙㉚㉛㉜ 

・書き順に気をつけ、ドリル

に書く。 

・㉖㉙は答え合わせもする。 

きゅうけい      

３・４時間目 

１０：４５ 

～ 

１２：２５ 

○体育 

・たいそう・ジョギング・な

わとびなど 30 分程度運動す

る。家の中なら、ソーラン節

の練習でもいいですね。 

○音楽 

・黄色のプリントを読んで、

「歌のにじ」を練習する。 

○理科 

ツルレイシ 

・プリントの②を読んで、た

ねをまく。 

＊休みの日ですが、たねまき

をしましょう！ 

○体育 

・たいそう・ジョギング・な

わとびなど 30 分程度運動す

る。家の中なら、ソーラン節

の練習でもいいですね。 

○音楽 

・黄色のプリントを読んで、

「歌のにじ」を練習する。 

おひるごはん      

５・６時間目 

１３：４５ 

～ 

１５：２５ 

○算数 角とその大きさ 

・今日の日付のところを、教

科書を見てやる。 

○理科ツルレイシを育てよう 

・プリントの①を読んで、た

ねの観察をする。また、たね

をまく準備をする。 

 ○算数 角とその大きさ 

・今日の日付のところを、教

科書を見てやる。 

○算数 角とその大きさ 

・今日の日付のところを、教

科書を見てやる。 

○国語 ワークシート３枚 

・「こわれた千の楽器」 

・「ヤドカリとイソギンチャク」 

○算数 プリント７枚 

・角とその大きさ 予習プリ

ント 

○理科 プリント１枚 

・ツルレイシの育て方 

（持ち帰ったタネと土を使

って育てよう） 

○理科学習ノート 

○音楽 黄色のプリント 

    教科書 

・「歌のにじ」のリコーダー

練習 

○体育 

配付したものはありません。 

裏面の下にある「豊川市小中

学生の学習支援サイト」の紹

介を読んでください。 

○英語 プリント ４枚 

・アルファベット練習 

 （１）～（４）２セット 

小坂井西小学校 

4年 学年通信 

臨時号２ 

Ｒ２.５.７ 

４年生のみなさん、まだまだ、家ですごす日々が

続きそうです。今回の課題は、４年生で新しく学習

するところもふくまれています。むずかしく感じる

かもしれませんが、教科書やプリントに書いてある

ことをヒントにして、やってみてください。次に学

校に来て、授業をやった時「そうなんだ！」「わか

った！」という、みなさんの笑顔が見れたらいいな

と思います。 



 

  

 13日（水） １４日（木） １５日（金） １８日（月） １９日（火） ２０日（水） 

１・２時間

目 

８：４５ 

～ 

１０：２５ 

○国語「ヤドカリとイソギン

チャク」ワークシート（２） 

・よく読んで問題に答え

ましょう。 

○漢字ドリル㉟㊱㊲㊳ 

・書き順に気をつけ、ド

リルに書く。 

・㊳は答え合わせもする。 

○国語「ヤドカリとイソギン

チャク」ワークシート（３） 

・よく読んで問題に答え

ましょう。 

○漢字ドリル㊶㊷㊺㊻㊾ 

・書き順に気をつけ、ド

リルに書く。 

・㊷㊾は答え合わせもす

る。 

○国語「ヤドカリとイソギン

チャク」ワークシート（４） 

・よく読んで問題に答え

ましょう。 

○算数 角とその大きさ 

・今日の日付のところを、

教科書を見てやる。 

きゅうけい 
      

３・４時間

目 

１０：４５ 

～ 

１２：２５ 

○英語プリント 

（１）～（４）１回目 

・うすい文字をなぞって

から、ていねいに書きま

しょう。 

○体育 

・たいそう・ジョギング・

なわとびなど 30 分程度

運動する。家の中なら、

ソーラン節の練習でもい

いですね。 

○音楽 

・黄色のプリントを読ん

で、「歌のにじ」を練習す

る。 

○英語 

（１）～（４）２回目 

・うすい文字をなぞって

から、ていねいに書きま

しょう。 

○体育 

・たいそう・ジョギング・

なわとびなど 30 分程度

運動する。家の中なら、

ソーラン節の練習でもい

いですね。 

○音楽 

・黄色のプリントを読ん

で、「歌のにじ」を練習す

る。 

おひるごはん 
      

５・６時間

目 

１３：４５ 

～ 

１５：２５ 

○算数 角とその大きさ 

・今日の日付のところを、

教科書を見てやる。 

○理科 ツルレイシを育

てよう 

・プリントの③を読んで、

観察をする。 

○算数 角とその大きさ 

・今日の日付のところを、

教科書を見てやる。 

○算数 角とその大きさ 

・今日の日付のところを、

教科書を見てやる。 

○算数 角とその大きさ 

・今日の日付のところを、

教科書を見てやる。 

○理科 ツルレイシを育

てよう 

・プリントの④を読んで、

観察をする。 

豊川市小中学生の学習応援サイトのご紹介 

 

 新型コロナウイルス対策による臨時休業期間中の学習を応援する「豊川小中

学生学習サイト」が開設されました。小坂井西小学校のホームページの、スク

ールライフの中のお知らせからサイトに入ることができます。 

 体育の学習の参考になる動画やカードがあるので、運動の参考にしてみてく

ださい。また、NHK の動画サイトが紹介されている教科もあります。予習や

復習に使ってみてください。 

保護者のみなさまへ 

 今回の課題は、４年生で新しく学習するところが多く含まれています。予習の

感覚で学習を進めていただけたらと思います。まだ学習していないので、わから

ないところや書けないところがあってもかまいません。次に学校に来た時に、予

習部分を全員で確認していきます。予想や疑問をもって授業に臨むことで、さら

に学習を深めていけるような授業を行っていきます。（４月２０日～５月６日の

課題も同様に扱います） 

子どもたちに向けても書きましたが、次の授業の中で「わかった！」「そうだ

ったのか！」と理解を深めて、目を輝かせる子どもたちを見られたらと思ってい

ます。家庭学習が長くなりご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。 



５月の予定 

日 曜 行事予定 下校時刻 給食 

1 金     

2 土     

3 日     

4 月     

5 火     

6 水    

7 木 給食開始  一斉下校 15：05 ○ 

8 金 身体測定 16：10 ○ 

9 土    

10 日    

11 月  15：15 ○ 

12 火  15：20 ○ 

13 水 ＡＥＴ ハートフル相談員 16：10 ○ 

14 木 聴力検査 一斉下校 15：05 ○ 

15 金  15：15 ○ 

16 土   ○ 

17 日   ○ 

18 月 ＡＥＴ 15：15 ○ 

19 火 ＡＥＴ 16：10 ○ 

20 水 ハートフル相談員 15：20 ○ 

21 木 児童集会  なかよしタイム ＡＥＴ 一斉下校 15：05 ○ 

22 金  16：10 ○ 

23 土    

24 日    

25 月 ＡＥＴ 15：15 ○ 

26  火  16：10 ○ 

27 水 ハートフル相談員 16：10 ○ 

28 木 ＡＥＴ 一斉下校 15：05 ○ 

29 金 ハートフル相談員 16：10 ○ 

30 土   
 

31 日   
 

  

 

 


