
I・ 2年保護者の瞥様ヘ

今和 4年 1月 21日

I。 2年学年担任

臨時休業期間延長に伴う課題等配布について

臨時休業期間延長に伴い、 1・ 2年生児童への課題・教材等の配布を行いま

す。つきましては、下記の内容をご確認の上、受け取 りをお願いいたします。

記

I 配布同時 I月 24日 (月 )・ I月 25日 (火) 2日 間

8:00～ 16:45

2 受け取 り場所 児童玄関 (1・ 2年 )

各児童の靴箱 (児童氏名を表示 してあります)

3 その他 お子様のクラス・氏名をご確認の上、靴箱より封筒をお取り下

さい。

感染拡大予防のため、保護者のみでの来校をお願いいたします。

靴箱 (児童玄関)以外の学校敷地内への出入りはご遠慮下さい。

※終わった課題については、休業明けに封筒に入れて提出をお願いいたします。

保護者の曽様には、お手数をお掛けしますが、宣 しくお願いいたします。



2年生の休校中の課詮について(延長)
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韓1.休校期間について

1月 25日 (火)～ 1月 28日 (金 )

※学習に必要な課題等を配布する予定です凸 間については後日学校よリマチコミなどで

連絡します。

※ 1月 31日 (月 )から登校再開予定ですが、変更があればマチコミや学校 HPよ り

お知らせします。

2.オンライン学しゅうについて

休校期間中はオンライン学習を行います。以下の時間割で学習を進めていきます。

(午前中に3コ マ ロ午後に 1コ マ)

ご家庭や学童に wifi環境がない場合は、8:15～ 8:30の 間に学校へ登校することになつ

ています。登校する際は、タブレット、筆記用具、算友、かん字 ドリル、九九のプリント、かん

字プリント、教科書、ノー ト、水筒、弁当を持参し登校させて下さい。

Wifi環境がなく学校に登校する児童は、13時 40頃下校となつているので、お迎えの方宣しく

お願いします。また、

※体調不良などでオンライン学習に参加できない場合は、マチコミなどで欠席の連絡 をお願い

します。

25日 (火 ) 26日 (水 ) 27日 (木 ) 28日 (金 )

8:45-9:00 朝の会 朝の会 朝の会 朝の会

9:00-9:45 国語 国語 音楽 国語

10:0-10:45 国語 書 しゃ 国語 図工

11:0～ 11:45 算数 算数 書写 図工

11:45-12:00 昼の会 昼の会 昼の会 昼の会

12:00～ 12:30 お昼 お昼 お昼 お昼

12:45-13:30 生 活 音楽 算数 算数

※オンライン学習中、沢山の児童がネットを繋ぐため、画面が固まったり、繋がりにくかったりと

トラブルが予想されます。その際は、時間を空けて繋げてみたり、電源を消してみたりしてみてく

ださい。それでもうまく繋がらない場合は、登校して学習することも検討してみて下さい。

3.休校中の課題について

「パーフェク ト2年」の ドリルとαドリル (国 日算)、 プリント (漢字 日算数)を配布していま

す。

別紙で渡している時間割に宿題の範囲を書いているので確認お願いします。

また答えを配布しているので、丸付けの方も宜しくお願いします。

4.1月 31日 (月 )について

時間わ り :各学級の時間わ り通 り

持ち物  :タ ブレット,QRコー ド、じゅう電コー ド (か りた人)、 しゅくだい、水とう、マスク

教科書、ノー ト、ひっきようぐ、けんおんカー ド、生活日かひょう



きそく正しく けいかくてきに学しゅうしてみよう!!(1/25～ 1/28) 名前 :

☆おうちでの学しゅうのしかた☆
・休校きかんは、オンライン学 しゅうを行います。 (タ ブレットは朝の 6時～夜の 7時 までしかつかうことができません。)

・朝の8:30ご ろまでに、ログインしてクラスルームのミー トをひらいてまっておきましょう。

・朝の会をした後は、時間わ りに書かれている学 しゅうをするので、教科書やノー ト、かん字 ドリルなど学 しゅうのじゅんびもしててください。

※お家や学どうでwi有 かんきょうがなく、オンライン学 しゅうにさんかできない場合は、学校にとう校 して学 しゅうすることになります。

☆しゅくだいについて☆
・学校からはいぶ、された、「パーフェク ト2年」やαドリル (国 ・算)を やってください。 (毎 日昼の会などで先生からお話があったしゅくだいをしましょう。)

回答をはい.S、 しているので、丸付けの方もおねがいします。※まだ学 しゅうしていないページがあります。そこは学校でいっしょに学 しゅうします。

・音読は、この人をしょうかいします (国 語の教科書P106～ Pl13)、 あがり九九 (1の だん～ 9のだんまで 1分 30び ょうで言えるようにしましょう)

☆保護者の皆さまへ☆

・丸付けの方もよろしくお願いします。

1月 30日 (日 )

お手つだい

国語 : αドリフレP9, 10、

11

算数 : α ドリフレP12、  13

1月 29日 (上 )

お手つだい

国語 :α ドリルP7, 8

算数 : αドリ,レ P10、  11
欝敷プリント(4けたの数)1ま い

1月 28日 (金)

タブレットのじゅんび………
Цビ弓雇5~…

…・

朝の会

国語

図工

図工

昼の会

お昼時間

タブレットのじゅんび

算数

国語 :α ドリルP5, 6

算数 : α ドリフレP8, 9

算数プリント (4け たの数)1ま い

1月 27日 (木)

タブレットのじゅんび

(と う校)

朝の会

音楽

国語

書 しゃ

昼の会

お昼時間

タブレットのじゅんび

算数

国語 : α ドリルP3, 4

算数 : α ドリルP51 6

算数プリント (4け たの数)1ま い

1月 26日 (水)

タブレットのじゅんび

(と う校)

朝の会

国語

書 しゃ

算数

昼の会

お昼時間

タブレットのじゅんび

音楽

国語 :α ドリルPl, 2

算数 :α ドリルP3, 4

算数プリント (4け たの数)1ま い

1月 25日 (火 )

タブレットのじゅんび

(と う校)

朝の会

国語

国語

算数

昼の会

お昼時間
タブレットのじゅんび

生活

パーフェク ト2年

国語 :P32

算数 :α ドリルPl,2

算数プリント (4け たの数)ユ まい

8:00～ 8:30

(8:15～ 8:30)

8:45～ 9:00

9:00～ 9:45
(1校時)

10:00～ 10:45
(2校時)

11:00～ 11:45
(3校時)

11:45～ 12:00

12:00～ 12:45

12:20～ 12:30

12:45へ 1́3:30
(4校時)

しゅくだい


