
 

  

３年１組のみなさんへ 令和２年６月５日 

３年１組 NO．14 

【理科 ホウセンカの子葉】 ６月１日（月） 

かわいい芽が出てきました。どんどん大きくなって 

ほしいです。 

３年生のみなさん、学校のリズムを思い出してきましたか。 

算数「わり算」の学習について、「ふりかえり」をしました。「するどいもの」、「楽しい

もの」がありました。みんなが、がんばって学習したことが よくつたわってきました。 

わり算の答えを出すには、かけ算がひつようです。 

わる数と答えをかけると、わられる数になる。 

わる数を 0にしないことを知った。 

わられる数が 0の時も、わり算ができる。 

いろいろな考え方ができるようになった。 

わり算はむずかしかったけど、おやつの時に一人に何こずつか 計算できるようになった。 

かけ算をつかうので、わり算はにがてです。 

わり算とかけ算はかんけいがあると思った。 

もっと大きい数のわり算をやってみたい。 

１００のわり算をやってみたい。 

つぎは、あまりのあるわり算をやってみたい。 

０のわり算があることが分かった。 

わり算はむずかしい。 

１００より大きい数のわり算をやってみたい。 

わられる数が 0の時があった。 

 

 ふり返りは 

①学習して分かったこと・気づいたこと 

②できるようになったこと 

③友だちの考えを聞いて思ったこと 

④つぎに考えてみたいこと 

などを書きます。 



  

【「ホウセンカ」・「ヒマワリ」のたねまき】 

小さなポットに「ホウセンカ」、花だんに「ヒマワリ」のたねをまきました。

いつ、芽が出てくるか楽しみですね。 

 

 

 

 

【「モンシロチョウ」のたまご】 

 キャベツに「モンシロチョウ」の「たまご」を見つけました。その小ささに、

みんなびっくりしました。３０倍の虫めがねで見たら、丸ではなくトウモロコ

シのような形で、またびっくりしました。２９日に葉っぱに小さなあおむしを

発見しました。無事に育ってほしい思います。 

３年１組のみなさんへ 令和２年５月２９日 

３年１組 NO．13 

６月から、学校がはじまります。これまで、みんなお家でよくがんばって、学習してき

ましたね。これからは、学校でお友だちといっしょに、学習していきましょう。学校のリズ

ムを思い出して、少しずつ体をもどしていきましょう。 

 保護者の皆様へ  
  長い休業が終わり、学校が再開されます。復習を入れながら、学習を進めてまい
ります。休業中は、課題の引き取りや支援にご協力いただき、ありがとうございました。

「早寝・早起き・朝ごはん」など生活リズムを整えていただき、子どもたちが学校のリズ

ムを取り戻せるようご協力をお願いします。マスク着用・検温もお願いします。 

 なお、学校が再開されましたので、学年の HP の内容は、学級の活動の様子を中心

に、随時お伝えするものになります。学習内容・持ち物などは、週予定などをご活用く

ださい。ご理解とご協力をお願します。 



 

  

 保護者の皆様へ  
  いつも課題のご協力、ありがとうございます。子どもたちの元気な様子を拝見し、
とてもうれしく思いました。引き続き、課題のご協力をお願いします。 

 ３年生のみなさん、ひさしぶりの学校はいかがでしたか？３時間でしたが、い

っしょに学習できて、とても楽しかったです。 

くわえて、じゅぎょう中に「さなぎ」から「モンシロチョウ」の成虫が羽化（う

か）し、みんなでびっくり！「モンシロチョウ」もみんなに会いたかったのでし

ょう。 

ひきつづき、お家でかだいをしっかり進めましょう。 

【登校日 ２７・２９日について】 
〇３時間じゅぎょう 
〇学習内容  国語・算数・学活・場合よってこうひつ・たねまき 

〇持ち物 （安全ぼうし・ランドセル・マスクをして） 
・ふでばこ ・ハンカチ ・ちり紙 

・れんらくちょう  ・れんらくぶくろ 

・検温カード（ない場合は連絡帳でよいです） （・水とう）  
・国語・算数の教科書☆ 
・国語のノート 
・漢字ドリル・漢字ドリルノート・計算ドリル・計算ドリルノート 
・学習プリント ２しゅるい（２５日にくばったもの） 

・こうひつセット （練習帳・お手本・ソフト下じき・中心線の紙・こうひつ鉛筆） 

 
☆課題のかくにんついて 

２７日（水） 

・学習プリント（とちゅうでも） 
・漢字ドリル（３８まで） 

・漢字ドリルノート（３６まで） 

２９日（金） 
・学習プリント（終わったもの） 

・漢字ドリルノート（３９まで） 

・計算ドリルノート（１８まで） 

３年１組のみなさんへ 
令和２年５月２５日 

３年１組 NO．12 



 

  

【登校日 ２５日（月）について】 
〇３時間じゅぎょう 
〇持ち物 （安全ぼうし・ランドセル・マスクをして） 
・ふでばこ 

・ハンカチ・ちり紙 
・れんらくちょう ・れんらくぶくろ 

・（水とう） 

 
・国語・算数の教科書☆ 

・学習プリント ２しゅるい（１８日にくばったもの） 

・はのひょう語☆ 
 

・こうひつ２まい 

（はじめて書いたもの１まい・一番じょうずに書けたもの１まい） 

・漢字ドリル３３まで 

・漢字ドリルノート３２まで 

・計算ドリルノート１４まで 
 

 

【花だんの なのはなに…】 

なのはなに「モンシロチョウのさなぎ」が 

ついているのを、教頭先生が見つけて持ってきてくれました。茶色のかたまりは、

あおむしがさなぎになる時ぬいだ「かわ」です。 

 みんなが登校する前に、チョウにならないように いのっています。 

３年１組のみなさんへ 令和２年５月２１日 

３年１組 NO．11 

 ３年生のみなさん、元気ですか？ 

みんなの葉書が、とどきはじめました。「ぼくは、お手つだいをがんばってい

ます。」「早く勉強したいです。」…など、がんばる気持ちがつたわってきて、と

てもうれしく思いました。 

２５日から３日間、登校日がよていされています。「早ね・早おき・朝ごはん」

など、生活リズムをととのえておきましょう。 



 

  

理科「ヒマワリ・ホウセンカのたね」かんさつをしました。 

～しっかりかんさつしていますね。しゅるいによって、大きさや色がちがいますね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

じこしょうかいカードを書こう。 

～下のしょうかいカードはだれだろう。みんな分かるかな？ 

 

３年１組のみなさんへ 令和２年５月１９日 

３年１組 NO．10 

 ３年生のみなさん、元気ですか？ 

かだいをかくにんしました。またまた、みんなしっかり学習していて、本

当にかんしんしました！がんばっていますね。学校がはじまった時にこまら

ないように、一つ一つしっかり りかいしておきましょう。２５日（月）に漢

字ドリルノート・計算ドリルノートなどをかくにんする予定です。 

 



 

  

【かだいについて】  

○国語 

幸手市のとりくみが学習予定に、入っています。ちょうせんしてみましょう。 

① 家族読書をしよう ②しょうかい文を書こう ③はがき（あったかハートプロジェクト） 

○算数 

・同じ数ずつ分けるときの計算（わり算）に入ります。 

・算数セットのおはじきを使って、じっさいに動かして考えましょう。 

 

○歯のひょう語 ※ ぼしゅうの紙をよく見て 

・きほん「５・７・５」でつくります。 

・２５日（月）に回しゅうする予定です。 

３年１組のみなさんへ 

 ３年生のみなさん、新しいかだい（18日～22日）をはいふしました！ 

「こうひつ」「わり算」の学習が始まります。分からない所やわすれている所は、お家

の人に聞きながら、学習しましょう。（２５日からのかだいは、２５日の登校日にくばり

ます。） 

ドリル・ドリルノートなどは、こつこつと進めないと、後でたいへんです。がんばって

進めましょう。２５日（月）に漢字ドリルノート・計算ドリルをかくにんする予定です。 

令和２年５月１８日 

３年１組 NO．９ 



 

  ○こうひつ    学校が始まったら、きょう書会をする予定です。 

用 意 
・6B～10Bえんぴつ（はじめる前に他の紙で先をならしておく）・ソフト下じき 

・お手本（自分の名前入り）※まちがってすてないでね！ ・練習帳・中心線の紙 

・紙をとめるもの（クリップ・ダブルクリップなど） 

やり方 

①紙の下に中心線の紙を合わせ、クリップなどでこていする。←上下に気をつける。 

②ソフト下じきを引き、おへその前に紙、左にお手本を用意する。  

←手本を折って、すぐ横に持ってくると書きやすいです。・左ききの人はぎゃくにしてもよい 

③中心線や字の形などに気をつけて書く。←時々、えんぴつを回して、同じ太さで書けるとよい。 

④書き終わったら、お家の人といっしょにお手本とくらべ、よく書けたことや次に気を

つけることを見つける。 

気をつけること 大きく！ しっかり！ 

・自分の名前は、漢字にしましょう。書き順はお家の人にかくにんしましょう。 

・書くしせい・字のポイントに気をつけて書きましょう。 

 

 保護者の皆様へ  
 １８日からの課題を配付させていただきました。お忙しいと思いますが、引き続き、
お子様の学習支援をお願いします。２５日は登校日になりました。２５日以降の課題

は登校日に渡します。ご了承ください。 

【課題について】 

○幸手市からの取組が入りました。御協力をお願いします。 

○算数（わり算）の学習 

 かけ算(九九)はよくできても、わり算はお子様にとって始めは難しい計算です。急

に計算の仕方だけを学習させるのではなく、実際におはじきを操作させ場面を

理解させてください。2 週間かけて、わり算を学習していきます。あせらず取り組ま

せてください。 

○硬筆  

学校が始まったら、競書会をする予定です。練習をしてください。競書会に備え

て、黄色い紙は学校で保管しておきます。家庭学習でどんどん進めていただいても

結構です。（もし、なくなった場合は、新しいものを購入してください。） 添削がしばらくできないので、

1 枚書いたらよい所を誉め、次に気をつけることを一緒に見つけていくとよいです。

次の回収で、初めて書いた 1 枚とその週の 1 番よいものを 1 枚回収させていただく

予定です。 



  

３年１組のみなさんへ 令和２年５月１３日 

３年１組 NO．８ 

 ３年生のみなさん、かだいはじゅんちょうに進んでいますか？ 

18 日(月)にかだいを回しゅうする予定です。学習を進めておきましょう。 

理科の学習のために、４月キャベツを植えました。虫よけのカバーをしてい

ましたが、そろそろ外してモンシロチョウがたまごをうむのを待とうかと思っ

ています。（すでに、他の虫に少し食べられています‥(・_・;) 

【１８日（月）のてい出物】 さかえーるふうとう に入れて  

・学習プリント （丸つけできるものは丸つけをする。） 

・人けん作文  

今回は かくにんできませんが、ここまで終わっているようにしましょう。 

〇国語 

・音読カード 

・漢字ドリル ２４まで 丸つけをしてもらう。 

・漢字ドリルノート ２５まで 丸つけをしてもらう。 

〇算数・計算ドリルノート １２まで 丸つけをしてもらう。 

または、自分で丸つけをして、お家の人にかくにんしてもらう。 

〇自主勉強  

 
 保護者の皆様へ  

 １８日（月）は、職員が課題の配付・課題の回収をさせていただく予定で

す。漢字ドリルノートなど、引き続き使用するものは、結構です。学習プリン

ト・人権作文 だけ回収させていただきます。よろしくお願いします。 

 ※前回の課題で、学習プリントが２つ入って、解答プリントがないご家庭がありました。申し訳

ありませんでした。不明確な所がありましたら、学校までご連絡ください。 



 

  

【かだいより】  

国語「きつつきの商売」３の場面を考えよう。 

～自分で考えて、すてきな場面を 考えることができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

理科「春の生き物」のかんさつをしよう。 

～春のしょくぶつをよくかんさつしています。字や色ぬりも ていねいですね。 

 

 

 ３年生のみなさん、元気ですか？ 

かだいをかくにんしました。みんなしっかり学習していて、本当にすばら

しいです！ 

３年生の学習も進んできています。一つ一つしっかり、りかいしておきま

しょう。学校がはじまったら、かくにんのテストをするよていです。 

 保護者の皆様へ  

 ７日（木）は、課題の配付・課題の回収に、ご協力いただき、ありがとうございまし

た。お手数ですが、引き続き、課題の支援をお願いします。 

令和２年５月８日 

３年１組 NO．7 
３年１組のみなさんへ 



 

  

【７日（木）のてい出物】 

先生がみなさんの宿題をとりにいきます。終わらせておきましょ

う。ただし、続けてやるものは出さなくてよいです。 

さかえーるふうとうに入れて  

・学習プリント２種類 

（丸つけできるものは丸つけをする。） 

今回はかくにんできませんが、ここまで終わっているといいですね。 

〇国語 

・音読カード 

・漢字ドリル８まで 丸つけをしてもらう。 

・漢字ドリルノート 12 まで 丸つけをしてもらう。 

〇算数 

・計算ドリルノート７まで 丸つけをしてもらう。 

または、自分で丸つけをして、お家の人にかくにんしてもらう。 

〇自主勉強  

 

３年１組のみなさんへ 令和２年５月１日 

３年１組 NO６ 

 保護者の皆様へ  

 ７日（木）は、職員が課題の配付・課題の回収をさせていただきます。漢

字ドリルノートなど、引き続き使用するものは、結構です。学習プリント（２

種類）だけ回収させていただきます。よろしくお願いします。 



 

 

【理科】ひまわりとホウセンカ 教科書 P16～ 

これらの種から、こんなきれいな花がさきます。 

連休後、種のかんさつをする予定です。 

 

〇ひまわり 

 

 

 

 

〇ホウセンカ 

 

 

 

 

 

３年１組のみなさんへ 令和２年４月２８日 

３年１組 NO５ 

 ３年生のみなさん、元気ですか？ 

かだいをかくにんしました。ほとんどの人がしっかり学習していて、おどろ

きました。すばらしいです！ 

お家にいると、学習する気持ちになれない時があると思いますが、自分で一

日のスケジュールを考えてしっかりすごしましょう。 

 

【かだいについて】５月１日まで のかだいを進めましょう。 

もし終わっている人は、自主学習を進めましょう。かだいは、３年生の学習

ないようです。分からない時は、お家の人に聞いて進めましょう。 

 

 

 保護者の皆様へ  
 ２８日は課題の提出・引き取りにご協力をいただきありがとうございまし

た。どのお子様も一生懸命学習してあり、感心しました。お家の方のご協力の

おかげです。ありがとうございます。 


