
①連絡日について 

 学習課題・教科書・計画表など学習にかかわるものを配布、回収、返却するために、毎週 1 回連絡日という形

で、お子さんか保護者の方に学校に来ていただきたいと思います。学年の玄関前のスペースで、職員はマスク

を着用して短時間で対応します。来校時間帯は次の表のとおりです。1 年生は教科書など相当な量になります

ので、大きめのかばんでお願いします。みなさんも、マスク着用をお願いします。また、5 月に入りましたので、ジ

ャージ・体操服での登校 OKです。7組のみなさんは、交流級の一番早い時間帯でお願いします。 

 

 

②課題の回収について 

 これまでの課題の中で、「学校が再開したときに提出してください」などの指示が出ていた課題があると思

います。これらの課題を、来週の連絡日に回収したいと思います。学年ごとの一覧表を見て、あてはまるも

のを持参してください。なお、名前を書く、プリントをホチキスやクリップで止める、など、紛失しないような工

夫をお願いします。 

 

③今後の流れ 

 今回の連絡日に、課題のほかに、「健康観察表」「計画表」「提出用クリアフォルダ」を配ります。「健康観

察表」は提出しないで、自宅で管理してください。「計画表」と課題などを、「提出用クリアフォルダ」に入れて、

第 2回の提出日に持ってきます。学校からは新しい課題や、提出した課題を返却したりします。（そのため、

11日 12日 13日

月 火 水

３年生の日 １年生の日 ２年生の日

　９：００～　９：１０
3年1組
　　　　1番～12番

1年1組
　　　　1番～12番

2年1組
　　　　1番～12番

　９：１０～　９：２０
3年1組
　　　13番～24番

1年1組
　　　13番～24番

2年1組
　　　13番～24番

　９：２０～　９：３０
3年1組
　　　25番～最後

1年1組
　　　25番～最後

2年1組
　　　25番～最後

　９：３０～　９：４０
3年2組
　　　　1番～12番

1年2組
　　　　1番～12番

2年2組
　　　　1番～12番

　９：４０～　９：５０
3年2組
　　　13番～24番

1年2組
　　　13番～24番

2年2組
　　　13番～24番

　９：５０～１０：００
3年2組
　　　25番～最後

1年2組
　　　25番～最後

2年2組
　　　25番～最後

１０：００～１０：１０
3年3組
　　　　1番～12番

1年3組
　　　　1番～12番

2年3組
　　　　1番～12番

１０：１０～１０：２０
3年3組
　　　13番～24番

1年3組
　　　13番～24番

2年3組
　　　13番～24番

１０：２０～１０：３０
3年3組
　　　25番～最後

1年3組
　　　25番～最後

2年3組
　　　25番～最後

１０：３０～１０：４０
3年4組
　　　　1番～12番

1年4組
　　　　1番～12番

2年4組
　　　　1番～12番

１０：４０～１０：５０
3年4組
　　　13番～24番

1年4組
　　　13番～24番

2年4組
　　　13番～24番

１０：５０～１１：００
3年4組
　　　25番～最後

1年4組
　　　25番～最後

2年4組
　　　25番～最後
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「提出用クリアフォルダ」は 2 枚用意しました。）こうやってクリアフォルダに入れて毎回やり取りすることにな

ります。 

 毎週、月曜日が 3年生（18日、25日）、火曜日が 1年生（19日、26日）、水曜日が 2年生（20日、27日）

で、クラス・番号ごとに今回と同じ時間帯で来るようになります。 

 

④マスクの配布 

 政府がコロナウイルス感染拡大防止のために国民にマスクを配っています。学校にも生徒１人につき 2枚

が用意されます。今回まず 1枚が届いたので、第 1回の連絡日に課題などと一緒に配布します。大切に活

用してください。なお、もう１枚は届き次第お配りします。マスクの状態については点検をしましたが、もしも、

ビニール内に異物が混入していたり、不都合がありましたらご連絡ください。 

 

⑤横須賀市教育委員会 HPの紹介 

 市教委の HP に「家庭学習応援コーナー」ができました。9 教科が学年ごとに整理されて紹介されていま

す。探しやすく分かりやすいので、ぜひ活用してください。鴨居中のホームページにもリンクを貼り付けてあ

ります。 

 またその中に、「子どもと保護者の安心・安全のために」というところがあります。新型コロナウイルスの感

染拡大に伴い、普段の生活が制限される中では、子どもにも大人にも大きなストレスがかかります。中には、

不安や寂しさを抱えたり見通しの立たない状況に苛立ったりしているおこさんもいるかもしれません。ご家

庭でお子さんと関わる際に役立つ資料がまとめられています。ぜひ保護者にご活用いただきたいコーナー

です。どちらもスマホから閲覧できます。 

 

⑥学校パソコン室の開放について 

 うえの④のように、インターネットがあれば、学習がよりスムーズに進められるということがあります。そこ

で、インターネット環境がないご家庭に対しては、学校のパソコン室を時間をきめて開放します。ご希望の

あるご家庭は、保護者がご連絡ください。日程などを調整したいと思います。 

                                                 

                                                          以上 6 点で

す。 

 

※次ページ以降に「各学年の課題一覧」を掲載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１年生 5/12(火)に提出する課題一覧 
それぞれのプリントに名前を書き、下の表の順番に並べて、 

緑色のクリアファイルに入れて持ってきてください。 
 

①【４月６日に配布された課題】 

教科 内容 

英語 ・アルファベットの練習プリント 
 

②【４月８日に配布された課題】 

教科 内容 

国語 ・漢字練習プリント （Ａ４両面２枚＋答え２枚） 

社会 
・ドリルプリント （Ａ４両面２枚） 

・地図、国旗お絵かき♪ （Ａ４両面２枚） 

数学 ・小学校の復習プリント （Ａ３片面２枚） 

家庭科 
・小学校のふり返りプリント （Ａ４両面１枚） 

・ワークシート「安全な住まい 災害への備え」 
 

③【その他】 

 ・健康観察記録表 

 ・未提出の課題（４月８日に提出の数学の課題、自己紹介カード）がある

人は、持ってきましょう。 

 

注意事項 

 ※４月３０日にＨＰやメールで配信した課題の扱いについては、授業が再

開したら教科担当から指示が出ます。 

 ※５月１２日は配布物が多いので、大きいカバンを持ってきてください。 

ホチキスで留めて
あります 



２年生 5/13(水)に提出する課題一覧 
それぞれのプリントに名前を書き、下の表の順番に並べて、 

クリアファイルに入れて提出してください。 

①【４月８日に配布された課題】  

 教科 課題の内容・プリント等の題名 提出する枚数 

国語 

 

・１ 文法 言葉の単位                  

・２ 文法 文の組み立て（１） 文の成分    

・漢字の成り立ち                      

・漢字の練習 

Ａ４ ４枚 

社会 ・１ 世界から見た日本のすがた（自然環境，人口）基本・発展 

・２ 世界から見た日本のすがた（資源・ｴﾈﾙｷﾞｰ）基本・発展 

・特集 地形図の読み取り方 基本・発展 

・さまざまな地域区分 

Ａ４ ３枚 

Ａ３ １枚 

数学 ・２年数学 復習プリント①      ※解答は提出しません 

・２年数学 復習プリント②      ※解答は提出しません 

Ａ４ ２枚 

理科 ・理科 復習プリント 

・理科 予習プリント 

Ａ４ ２枚 

英語 

 

・英語課題 第２学年（４／８分）・英語課題 第２学年 

・英語課題 第２学年・ドリルプリント８ 

・ドリルプリント２９・ドリルプリント３７ 

・ドリルプリント４０・ドリルプリント４３       ※解答は提出しません 

Ａ４ ４枚 

美術 ・下書きを考えておこう！！！  Ａ４ １枚 

保体 ・東京オリンピック・パラリンピック 紹介 レポート レポート１枚 

家庭 ・ＳＴＥＰ ＵＰ ’１９ ～賢い消費者になろう～ すべてのページ １冊 

②【その他】 

 ・ 健康観察記録表 

 ・ ３月休校分の課題の中で未提出のもの（４月６日提出） 

注意事項 

 ※家庭の様子や保健調査票など、教科の課題ではないものは今回は提

出しません。（学校が再開してから教室で集めます） 

 ※４月３０日に HPやメールで配信した課題の扱いについては、  

  授業が再開したら教科担当から指示が出ます。 



３年生 5/11(月)に提出する課題一覧 

①【４月８日に配布された課題】  

１枚ずつ名前を書き、下の表の順番に並べてｸﾘｱﾌｧｲﾙに入れてください。 

教科 内容 

国語 〇プリント３枚    詩と俳句 

社会 〇プリント１枚   「江戸時代の年表づくり」 

数学 〇プリント３枚・基本とワーク（春休みの課題） 

※早く終わった人は、渡された３年ワークに挑戦！ 

理科 〇プリント１枚   〇２年生のワーク P９７～最後まで 

英語 〇プリント１枚   「English Review」 

音楽 〇プリント１枚    歌唱曲「花」について 

美術 〇プリント２枚  ※提出は１枚 

 「屏風絵の下書きを考えておこう」 

体育 
〇プリント１枚 

 ・「東京オリンピック・パラリンピック紹介」 

 ・「保健体育の運動課題」は、家で行いましょう！ 

家庭 
〇プリント１枚  「キミの行動が社会を変える」 

〇ワークシート１枚「安全な住まい 災害への備え」 

ＨＲ 〇自己紹介カード １枚 

 ②【その他】 

 ・ 健康観察記録表 

 ・ ３月休校分の課題の中で未提出のもの（４月６日提出） 

注意事項 

 ※家庭の様子や保健調査票など、教科の課題ではないものは今回は提出しません。（学校が再開

してから教室で集めます） 

 ※４月３０日に HPやメールで配信した課題の扱いについては、授業が再開したら教科担当から

指示が出ます。 


