
March 16, 2020 

Parents and guardians 

Principal of Chiryu Higashi Elementary School 

Makoto Kawabe 

Home schooling during Temporary School Closure 

 

Two weeks have passed since the school was temporarily closed. I think it is hard for your child 

to study by himself. In order to achieve the results of self-study as much as possible, we would 

like to give you some advice as a summary of the school year. Please use it as a reference and 

prepare it for the new grade. 

 

Note 

What to do regardless of grade 

 - Read and transcribe textbooks (use textbooks for various subjects including Japanese. It takes 

about 15 minutes for 1 time. 

Let's set a goal of the area to be transcribed. ) 

・Math, for example, is a review of the same problems you've done so far (Especially bad things, 

wrong problems, etc.). 

・Kanji practice learned in the past years 

・reading 

・Learning using learning support content portal site (Production: Ministry of Education, 

Culture, Sports, Science and Technology) (Internet) 

・Viewing NHK Educational TV Learning Programs 

 

2. What should be done intensively in each grade 

(1) 1’st grader 

・To enable smooth reading and writing of characters (Hiragana, Katakana, Kanji) 

・To look at the clock and tell the time 

(2) 2’nd grader 

・You learn to say Multiplication table (九九 kuku) from “1×1” to”9×9” or  from ”9×9” to“1×1” 

so on smoothly. 

(3) 3’rd grader 

・Practice to say Multiplication table (九九 kuku)  perfectly. 

・Repeatedly practice kanji in a notebook using kanji skills（漢字スキル）. 

・Practice division calculations and too much division calculations. 

・Practice “two-digit × two-digit” and “three-digit × two-digit”  calculations on paper. 

(4) 4’th grader 

・To enable names of prefectures to be written in kanji. 

・To morize the locations of prefectures. 

(5) 5’th grader 

・Review the "Language rules (kotobano-kimariことばのきまり)". 

・To perform addition and subtraction of a fraction while paying attention to the fraction of a 

denominator. 



(6) 6’th grader 

・To look up the meaning of words used in Japanese textbooks and books. 

・Use "Language rules (kotobano-kimariことばのきまり)" to review for 6 years. 

・Practice to write the alphabet and get ready for junior high school. 

・Read English words in "We Can" and look up their meanings. 

 

3. Storage of Textbooks 

The textbooks for this grade will be used for the supplementary learning next year, so please 

don't throw them away.  

The graduations also use them in junior high school. Don't throw them away. 

 

  



令和２年３月１６日 

保護者の皆様 

知立市立知立東小学校長 

河邊 睦 

学校臨時休業中における家庭学習について 

 

 向春の候、皆様におかれましては新型コロナウィルスの感染予防に努めていただいていることと

存じます。  

学校が臨時休業になって 2 週間が過ぎました。お子さんが一人で自習するのは、大変なことだと

思います。少しでも自習の成果をあげるために、一年間のまとめとして、「学習しておくとよいポイ

ント」を下記のとおりお知らせいたします。ぜひ、参考にしていただき、新しい学年に向けてご準

備いただけるようお願いいたします。 

 

記 

１ 学年を問わず行うとよいこと 

 ・ 教科書の音読や視写（国語も含め、いろいろな教科の教科書を使いましょう。1回 15分程度で、 

写す範囲の目標を決めてやってみましょう。） 

・ 算数などは今までにやった同じ問題の復習（特に苦手なところや間違えた問題など） 

・ この１年で習った漢字の練習 

・ 読書 

・ 学習支援コンテンツポータルサイト（制作：文部科学省）を使った学習（インターネット） 

・ ＮＨＫ教育テレビの学習番組の視聴 

 

２ 各学年で重点的に行うとよいこと 

(1) 1年生 

・文字（ひらがな、かたかな、漢字）の読み書きがすらすらできるようにする。 

・時計を読めるようにする。 

(2) 2年生 

・上がり九九、下がり九九などがすらすら言えるように覚える。 

(3) 3年生 

 ・九九を完璧に言えるように練習する。 

・漢字スキルを使って、ノートに繰り返し漢字練習をする。 

・わり算、あまりのあるわり算の練習をする。 

・2桁×2桁、3桁×2桁の筆算の練習をする。 

(4) 4年生 

・都道府県の名前が漢字で書けるようにする。 

・都道府県の位置を覚える。 

(5) 5年生 

・「ことばのきまり（文法）」を見直す。 

・特に、分数のたし算・ひき算で、分母の通分に気をつけて計算できるようにする。 

(6) 6年生 

・国語の教科書や読書の本に使われている言葉の意味調べをする。 

・「ことばのきまり」を使って、6年間の復習をする。 

・アルファベットが書けるように練習し、中学入学の準備をする。 

・「We  can」の中の英単語を読んだり、意味を調べたりする。 

 

３ 教科書の保管について 

今の学年の教科書は、来年度学習補充で使う予定ですので、絶対に捨てないでください。卒業 

生も中学校で使います。 


