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新型コロナウィルス感染拡大防止のため、本校は 4月 15日から再び臨時休校となりました。休校 2週目は、学年毎の

分散登校に加え、Zoom・Seesaw・Class Dojoなどのアプリを使って学びを進めながら、児童の健康や自宅学習をサポー

トしています。その一部をご紹介します。 

 

昭和・平成・令和と長い間仕事をしてきた私ですが，今回のように長引く一斉休校は初めてのことです。4 月 27 日

（月）28日（火）の二日間，オンライン授業をしました。6年星組の児童が Zoomの画面に登校してきました。手を振っ

たり，弟や妹，可愛がっているペットが登場してきたりで久しぶりに気持ちが和みま

した。1日目は理科を 2時間しました。理科は，電磁石の問題に対して自分の予想を

書き，実験画面を見て結果をまとめ，感想を画面上で交流しました。実験をすること

はできませんでしたが，オンライン授業を静かに聞いて，しっかり考えて書いている

子どもたちの姿は素敵でした。2 日目は社会と算数の授業をしました。少し気持ちの

ゆとりが出て子どもたちは笑顔いっぱいでした。つぶやきや質問も出てきました。互

いの顔を見ながら，相手の発言を聞いてコミュニケーションが取れるよう意識してい

るところはさすが 6年生です。ネット環境の不具合から画面から消えてしまう児童が

いたり，ホワイトボードを使って書いているうちにこちらの画面が消えたりもしましたが，子どもたちの機転で助けら

れました。保護者の方にも応援していただき進めることができ感謝しています。       6年星組担任 松本 悦美 

 

  

                                 

Dear parents,  

The start of the new school year has been a challenge for all of us. With the Coronavirus pandemic, many 

changes and adaptations had to be made. It is saddening that we teachers cannot meet our students in 

school, but thankfully we can still connect with them through Zoom lessons and the Seesaw app.  

Students are able to receive lesson materials and videos through Seesaw. They can submit their work, 

send photos and also showcase what they have learned. Seesaw has also helped us stay connected, as 

teachers can send announcements and students can use it to send messages. 

    

Students were excited to try out Zoom to see their friends again. We had our morning meetings and a few 

trial classes using Zoom. It was a fun experience and a different learning atmosphere compared to a 

classroom environment. With smaller groups for each Zoom lesson, I can talk to students about their daily 

lives and provide additional explanations, and review the materials given through Seesaw.  

Everyone is trying their best through these difficult and strange times. We hope to support students and 

parents in whatever way possible. Thank you for your understanding and please let us know if there are any 

concerns.                                                               Regards, Ms. Tracy (G6 Star Class) 

保護者のみなさま  新学期が始まり 挑戦の日々が続いています。新型コロナウィルス感染拡大により、多くの変更が

余儀なくされています。私たち教員が学校で児童に会えないのは悲しいことですが、ありがたいことに、Zoomでの授

業や Seesawアプリを使って児童とつながることができます。児童は Seesawを通じて教材やビデオを受け取ることがで

きます。課題を提出したり、写真を送ったり、学んだことを発表することもできます。また、教員がお知らせを送り、

児童もメッセージを送ることができます。児童は Zoomを使って友達と再会し、とても喜んでいました。私たちは Zoom

を使い、朝の会や授業も行っています。教室とはまた違った雰囲気で楽しく学ぶことができました。Zoom授業では少

人数のグループと普段の生活の様子を話したり、Seesawで出された教材の追加説明をしたり復習することもできま

す。困難な日々の中、みんな頑張っています。児童のみなさんや保護者のみなさまを少しでもサポートできればと思っ

ております。ご理解に感謝申しあげます。ご質問等ございましたらご連絡ください。  心をこめて トレイシー(6年 Star)                                                              

学年 

クラス 

休校 2週目 時間割 Schedule 課題例 

Homework 1 2 3 4 

4年虹組 オンライン授業 算数・算数・算数・算数/理科 漢字ドリル，ほーぷ，計算ドリル，予習 等 

5年太陽組 学活 算数 算数 読書 国語の力，算数の力，計算スキル，漢字プリント 等 

6年星組 オンライン授業 理科・理科・社会・算数 力試しプリント，国語ドリル，英語ノート・自主学習 等 

G1 Sky オンライン授業 English・English・国語・算数 音読，しょしゃ，プリント，校歌,Jolly phonics WB, Math WB 等 

G2 Ocean English   English 学活 国語 音読，作文，drawing a picture, Spelling 等 

G3 FA 国語 国語 English English 音読，ドリル，童話づくり，Reading Log, Spelling, Seesaw 等 

G3 FB English 国語 Science English/国語 音読，ドリル，童話づくり，Reading Log, Spelling, Seesaw 等 

G4 Rainbow 
オンライン授業 算数・算数・算数・国語 

Math・Math・Math・ English 

ワークシート，ほーぷ，作文，都道府県，自主勉 

Seesawにて課題を提示 等 

G5 Sun 国語 算数 English English 音読，プリント，ドリル， Seesawにて課題を提示 等 

G6 Star オンライン授業 社会・算数・Science・Math プリント，ドリル，ワークシート，Reading Log, Book Review 等 

体調、一日の過ごし方、課題の進め方について 

各クラス 毎朝確認しています 

担任からのメッセージ Seesaw 

 5年生 Zoomでの「朝の会」   

 みなさんの笑顔が 

       6年生 専用アプリを使って 

         線対称について学習  

Seesaw  

   保護者のみなさまのご協力、 

      大変ありがとうございます 

うれしいです!! 

おはようございます! 

4月末からは「おわりの会」も行っています 

6年生 理科のオンライン授業 
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みなさんへ 

こんにちは。大内です。みんな元気にしていますか？先生はとても元気に過ごしています。今は「STAY HOME週間」

となっていて外にあまり出かけられない日が続いています。早く外で遊びたいと思う人もいるのかなと思います。 

そこで 先生がお家でも元気ですごせる方法をお伝えしようと思います。 

  １、運動（お家の中でストレッチ、家の近くでなわとび） 

  ２、食事（1日 3食、いろんな物を食べます） 

  ３、勉強（読書、好きなことについて調べ学習をする） 

  ４、睡眠（寝る時間をできるだけ同じにする） 

この４つです。みんなもやっていることばかりですね。大切なことは、「自分は何をするのが楽しいか？」を考えてや

ってみることです。(ゲーム以外にもあるはずですよ 笑) 5月 31日まで分散登校（自由登校）になってしまいました 

が、先生はみんなと楽しく体育ができる日を楽しみに待っています。みんなもコロナに負けずお家時間を楽しんでくだ

さい。                                                                                     

大内先生 なわとび動画はこちら →  

 

1年生 国語のオンライン授業 

 
みんな おおきなこえで 

よめていますね！ 
課題は Class Dojoで提出 

みなさんすばらしいです！ 

Seesaw・Class Dojoなどのアプリを使って、課題を配信 → 提出 → 先生から返信しています 

 

3年生 課題提出、先生がアプリ上で丸つけをして返信 

3年生 児童の課題を確認 

毎日ストレッチをしています 

Morning Meetingで 

発表しましょう 

2年生 動画で英語読み聞かせ 

2年生 UOI(道徳×生活科×国語) 

4年生 算数のオンライン授業 


