
令和２年４月１０日 

第２学年保護者様 

墨田区立二葉小学校 

校 長  山崎 隆 

臨時休業中の学習について 

 

東京都の方針等を踏まえ、再度の臨時休業となりました。これに伴いまして、この期間の学習につい

て、以下のように、家庭で進めていただきたいと思います。配付が遅くなり、申し訳ありませんでした。

ご協力の程、よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１ 必修課題（提出の必要あり） 

（１）新出漢字の練習 

 ・漢字ドリルの３～12 の新しい漢字（20 字）を、書き順等に気を付けながら、書き込みます。国語

の教科書 149～150ページも参考にしてください。 

「書 記 活 曜 朝 声 読 行 言 通 今 黄 色 思 星 夜 電 何 船 汽（20字）」 

・漢字練習帳（84字詰め）に、新しい漢字・読み・書きのページの練習をします。 

・別に見本を示しますので、参考にしてください。 

・漢字の読み書きについては、学校再開後、関連する学習の際に補って指導いたします。 

（２）算数プリント 

・前学年の学習を復習するためのプリント集です。A4 両面刷りで６枚あります。 

・採点は、再開後に学校で行います。 

（３）ワーク「いちねんでならったかん字」「一年でならったことばの力」 

「きほんのかくにん」「よみとる力」 

 ・１年の学習内容の力試しとして取り組ませてください。２年生の評価には含めません。 

・採点は、再開後に学校で行います。 

＊ （１）（２）（３）ともに、学校再開予定の５月７日に提出してください。 

 

２ 自由課題（提出の必要なし） 

（１）E ラーニングによる学習 

・２月２８日に案内しました「e ライブラリ」を活用し、学習の振り返りに役立ててください。 

・文部科学省の「臨時休業期間における学習支援コンテンツポータルサイト（子供の学び応援サイト）」

や、経済産業省「＃学びを止めない未来の教室」などを参考に、学習に役立ててください。 

・E ラーニングによる学習は、必ず行ってくださいというものではありません。また、こられのサイ

トは、学校ホームページにリンクを貼ってあります。 

（２）家庭で用意した課題 

・漢字ドリルや計算ドリルなどを活用したり、これまで取り組んだテストの振り返りをしたりするな

ど、これまでの学習の復習をし、進級後の学習の準備をさせてください。 

 

※ 家庭学習時間の目安は、「１０分×学年＋１０分」です。休業中でも、この学習時間を維持できるよ

う、ご留意ください。 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

墨田区立二葉小学校 

２年担任 三宅・金田・森田・馬場 

電話 03-3625-0305（平日 8：15～16：45） 



令和２年４月１０日 

第３学年保護者様 

墨田区立二葉小学校 

校 長  山崎 隆 

臨時休業中の学習について 

 

東京都の方針等を踏まえ、再度の臨時休業となりました。これに伴いまして、この期間の学習につい

て、以下のように、家庭で進めていただきたいと思います。配付が遅くなり、申し訳ありませんでした。

ご協力の程、よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１ 必修課題（提出の必要あり） 

（１）新出漢字の練習 

 ・漢字ドリルの４～22 の新しい漢字（32 字）を、書き順等に気を付けながら、書き込みます。国語

の教科書 146・147ページも参考にしてください。８・12・16・20・21・22 については、担任が丸

付けを行います。 

「開返事動物乗登主橋岸発予想調葉表由温漢意味重号練習取駅曲感運転集（32字）」 

・漢字練習帳（91字詰め）に、新しい漢字・読み・書きのページの練習をします。ノートの始めに書 

き方を示していますので参考にしてください。 

・漢字の読み書きについては、学校再開後、関連する学習の際に補って指導いたします。 

（２）算数プリント 

・前学年の学習を復習するためのプリント集です。A4 両面刷りで６枚あります。 

・採点は、再開後に学校で行います。 

（３）ワーク「二年生で習った漢字」「２年までのたしかめ」 

 ・２年の学習内容の力試しとして取り組ませてください。３年生の評価には含めません。 

・採点は、再開後に学校で行います。 

＊ （１）（２）（３）ともに、学校再開予定の５月７日に提出してください。 

 

２ 自由課題（提出の必要なし） 

（１）E ラーニングによる学習 

・２月２８日に案内しました「e ライブラリ」を活用し、学習の振り返りに役立ててください。 

・文部科学省の「臨時休業期間における学習支援コンテンツポータルサイト（子供の学び応援サイト）」

や、経済産業省「＃学びを止めない未来の教室」などを参考に、学習に役立ててください。 

・E ラーニングによる学習は、必ず行ってくださいというものではありません。また、こられのサイ

トは、学校ホームページにリンクを貼ってあります。 

（２）家庭で用意した課題 

・漢字ドリルや計算ドリルなどを活用したり、これまで取り組んだテストの振り返りをしたりするな

ど、これまでの学習の復習をし、進級後の学習の準備をさせてください。 

 

※ 家庭学習時間の目安は、「１０分×学年＋１０分」です。休業中でも、この学習時間を維持できるよ

う、ご留意ください。 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

墨田区立二葉小学校 

３年担任 小野・山内・佐藤 

電話 03-3625-0305（平日 8：15～16：45） 



令和２年４月１０日 

第４学年保護者様 

墨田区立二葉小学校 

校 長  山崎 隆 

臨時休業中の学習について 

 

東京都の方針等を踏まえ、再度の臨時休業となりました。これに伴いまして、この期間の学習につい

て、以下のように、家庭で進めていただきたいと思います。配付が遅くなり、申し訳ありませんでした。

ご協力の程、よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１ 必修課題（提出の必要あり） 

（１）新出漢字の練習 

 ・漢字スキルの５～22 の新しい漢字（38 字）を、書き順等に気を付けながら、書き込みます。国語

の教科書 141～144ページも参考にしてください。 

「信初達変席菜笑香梅順関印億浴加努芽完富英量法最約験観察種類別念単位伝然産芸巣（38字）」 

・漢字練習帳（84字詰め）に、新しい漢字・読み・書きのページの練習をします。 

・別に見本を示しますので、参考にしてください。 

・漢字の読み書きについては、学校再開後、関連する学習の際に補って指導いたします。 

（２）算数プリント 

・前学年の学習を復習するためのプリント集です。A4 両面刷りで６枚あります。 

・採点は、再開後に学校で行います。 

＊ （１）（２）ともに、学校再開予定の５月７日に提出してください。丸付けは、再開後に学校で行い

ます。 

 

２ 自由課題（提出の必要なし） 

（１）E ラーニングによる学習 

・２月２８日に案内しました「e ライブラリ」を活用し、学習の振り返りに役立ててください。 

・文部科学省の「臨時休業期間における学習支援コンテンツポータルサイト（子供の学び応援サイト）」

や、経済産業省「＃学びを止めない未来の教室」などを参考に、学習に役立ててください。 

・E ラーニングによる学習は、必ず行ってくださいというものではありません。また、こられのサイ

トは、学校ホームページにリンクを貼ってあります。 

（２）家庭で用意した課題 

・漢字ドリルや計算ドリルなどを活用したり、これまで取り組んだテストの振り返りをしたりするな

ど、これまでの学習の復習をし、進級後の学習の準備をさせてください。 

 

※ 家庭学習時間の目安は、「１０分×学年＋１０分」です。休業中でも、この学習時間を維持できるよ

う、ご留意ください。 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

墨田区立二葉小学校 

４年担任 星野・高倉・河野 

電話 03-3625-0305（平日 8：15～16：45） 



令和２年４月１０日 

第５学年保護者様 

墨田区立二葉小学校 

校 長  山崎 隆 

臨時休業中の学習について 

 

東京都の方針等を踏まえ、再度の臨時休業となりました。これに伴いまして、この期間の学習につい

て、以下のように、家庭で進めていただきたいと思います。配付が遅くなり、申し訳ありませんでした。

ご協力の程、よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１ 必修課題（提出の必要あり） 

（１）新出漢字の練習 

 ・漢字ドリルの４～20 の新しい漢字（37 字）を、書き順等に気を付けながら、書き込みます。国語

の教科書 135～137ページも参考にしてください。 

「常永慣現混状態迷情報容編確構解囲災技術資故快識性際逆象価非像織証属比職応質（37字）」 

・漢字練習帳（104字詰め）に、新しい漢字・読み・書きのページの練習をします。 

・別に見本を示しますので、参考にしてください。 

・漢字の読み書きについては、学校再開後、関連する学習の際に補って指導いたします。 

（２）算数プリント 

・前学年の学習を復習するためのプリント集です。A4 両面刷りで６枚あります。 

・採点は、再開後に学校で行います。 

（３）ワーク「四年生で習った漢字」「５年へのステップ」 

 ・４年の学習内容の力試しとして取り組ませてください。５年生の評価には含めません。 

・採点は、再開後に学校で行います。 

＊ （１）（２）（３）ともに、学校再開予定の５月７日に提出してください。 

 

２ 自由課題（提出の必要なし） 

（１）E ラーニングによる学習 

・２月２８日に案内しました「e ライブラリ」を活用し、学習の振り返りに役立ててください。 

・文部科学省の「臨時休業期間における学習支援コンテンツポータルサイト（子供の学び応援サイト）」

や、経済産業省「＃学びを止めない未来の教室」などを参考に、学習に役立ててください。 

・E ラーニングによる学習は、必ず行ってくださいというものではありません。また、こられのサイ

トは、学校ホームページにリンクを貼ってあります。 

（２）家庭で用意した課題 

・漢字ドリルや計算ドリルなどを活用したり、これまで取り組んだテストの振り返りをしたりするな

ど、これまでの学習の復習をし、進級後の学習の準備をさせてください。 

 

※ 家庭学習時間の目安は、「１０分×学年＋１０分」です。休業中でも、この学習時間を維持できるよ

う、ご留意ください。 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

墨田区立二葉小学校 

５年担任 大谷・清水・本多 

電話 03-3625-0305（平日 8：15～16：45） 



令和２年４月１０日 

第６学年保護者様 

墨田区立二葉小学校 

校 長  山崎 隆 

臨時休業中の学習について 

 

東京都の方針等を踏まえ、再度の臨時休業となりました。これに伴いまして、この期間の学習につい

て、以下のように、家庭で進めていただきたいと思います。配付が遅くなり、申し訳ありませんでした。

ご協力の程、よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１ 必修課題（提出の必要あり） 

（１）新出漢字の練習 

 ・漢字ドリルの１～２５の新しい漢字（４７字）を、書き順等に気を付けながら、書き込みます。国

語の教科書 135～137ページも参考にしてください。 

「背筋幼奮磁降暮灰暖私若姿裏宅胸臓存疑棒探危腹簡刻尊敬潮映優吸熟並諸貴奏賃層己退郵遺処

蒸策乱模券（47字）」 

・漢字らくらくノート（P２～P３８）に、新しい漢字・読み・書きのページの練習をします。 

・漢字ミニテストを行う漢字ドリル７・１３・１７・２３については、漢字ドリル用の１０４字のノ

ートに２回ずつ練習もします。 

・漢字の読み書きについては、学校再開後、関連する学習の際に補って指導いたします。 

（２）算数プリント 

・前学年の学習を復習するためのプリント集です。A4 両面刷りで６枚あります。 

・採点は、再開後に学校で行います。 

＊（１）（２）ともに、学校再開予定の５月７日に提出してください。丸付けは、再開後に学校で行い

ます。 

 

２ 自由課題（提出の必要なし） 

（１）E ラーニングによる学習 

・２月２８日に案内しました「e ライブラリ」を活用し、学習の振り返りに役立ててください。 

・文部科学省の「臨時休業期間における学習支援コンテンツポータルサイト（子供の学び応援サイト）」

や、経済産業省「＃学びを止めない未来の教室」などを参考に、学習に役立ててください。 

・E ラーニングによる学習は、必ず行ってくださいというものではありません。また、こられのサイ

トは、学校ホームページにリンクを貼ってあります。 

（２）家庭で用意した課題 

・漢字ドリルや計算ドリルなどを活用したり、これまで取り組んだテストの振り返りをしたりするな

ど、これまでの学習の復習をし、進級後の学習の準備をさせてください。 

 

※ 家庭学習時間の目安は、「１０分×学年＋１０分」です。休業中でも、この学習時間を維持できるよ

う、ご留意ください。 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

墨田区立二葉小学校 

６年担任 高橋・寳田・松原 

電話 03-3625-0305（平日 8：15～16：45） 


