
学校教育目標 

「笑顔で出発！ 明日にむかって」 

 ～たのしい うれしい みんなの学校～ 

 

 大仙市立大川西根小学校学校報 
 

 市教育委員会からの臨時休校のプリントにもありますとおり、大仙市でも全小･中学校が4月２１日

（火）から５月６日（水）まで臨時休校となりました。急なお知らせで申し訳ありませんが、今回の臨時

休校の趣旨をご理解いただき、新型コロナウイルスの感染拡大防止についてご協

力をどうぞよろしくお願いいたします。次の2点についてお知らせいたします。 

 

  

 ・お子さんに課題や、学校の本を持たせます。家での学習や読書に役立ててください。 

 ・4月２４日（金）に学級担任が家庭訪問を行い、お子さんの様子や学習の進度等を確認します。 

 ・臨時休校中の暮らし方については、別のお便りをご覧ください。 

 ・学級担任より随時電話等で連絡させていただくことがあります。 

 ・お子さんが担当している楽器を貸し出しいたします。（４～6年）学級担任にお知らせください。 

 ・市教育委員会からFMはなびで学習支援番組を放送しますのでご活用ください。 

 （放送スケジュールはこの裏にあります）  

 ・スマホやパソコンでＦＭはなびを聞く場合は右のページを参考にしてください。 

  

 

 PTA総会等の開催についてＰＴＡ会長と協議し、４月２４日（金）に予定しておりましたPTA総会、

専門部会、学年懇談および引渡し訓練を中止といたしました。 

 PTA総会は会員の過半数の出席で成立し、総会での議案は出席者の過半数の賛同で決定されます。本

来は委任状の提出をもって総会出席者とみなしますが、今回は総会自体の開催が困難なことから、PTA

会長と協議し、次のようにして進めることといたしました。  

 ・４月２４日（金）の家庭訪問の際に、総会資料をお届けいたします。 

 ・資料と共にに今回の総会でご理解いただきたい点について簡潔にまとめた資料、学年懇談資料、学年

集金予算案もお届けいたします。 

 ・ご覧いただき、内容についてご承諾いただけるようであれば資料の配付をもって賛同いただいたもの

とさせていただきたいと思います。 

 ・各学年の集金計画は通常年度を想定して作成しており、今年度の状況により見学や活動ができなかっ

たことによる余剰金は年度末に返金させていただきます。あらかじめご了承ください。 

 ※不明な点等、何かありましたらＰＴＡ事務局の教頭までお知らせください。 

  どうぞよろしくお願いいたします。 

臨時休校に伴う本校の対応について 

令和２年４月20日  

＜臨時休校対応号＞ 

 

１  臨時休校中の対応について  

２ PTA総会について  



大仙市防災ラジオについて（大仙市からのお知らせ） 

 災害時に、FMはなびからの緊急信号を受信し、自動的に電源が入り、緊急放送に切り替わる大仙市

オリジナルの「防災ラジオ」を低価格（税込み２０００円）で販売しております。

「FMはなび」だけでなく、「NHK－FM」と「FM秋田」も聴くことができるの

で、災害時だけでなく普段から使用することができます。災害時への備えとして

「防災ラジオ」を多くの市民の皆さまから活用していただきたいと思います。興味

のある方は次のQRコードから市のHPをご確認ください。 

スマートフォンやパソコンでFMはなびを聞くときは 

 下にあるリンクをパソコンのインターネットブラウザの検索ウインドウに入力するか、

ＱＲコードを活用してHPにアクセスし、FMはなびのアプリをダウンロードすること

で視聴可能です。 

  ＦＭはなびのURL →  http://fmhanabi.com/sma/      FMはなびのQRコード→ 

  あるいはFMはなびのHPを開いて、画面上にあるいずれかのFMはなびのアイコンをクリックして、  

 

 

 

 

 

 

 

  

新たに現れるFM＋＋の画面の中の中央部やや右側のブラウザ版プレーヤーの 部分をクリックす

ることで聞くことができます。また、その下のスライダーで音量調節ができま す。 

どちらかをクリック 

ここをクリックす

ると聞くことがで

きます 

ここをスライドす

ると音量調整でき

ます 



 FMはなび「大仙っ子学習ひろば」番組スケジュール（第1回～第5回） 

      

 第1回(4/22) 第2回(4/23) 第3回(4/24) 第4回(4/27) 第5回(4/28) 

9:30 低学年国語１ 低学年算数１ 低学年国語２ 低学年算数２ 低学年国語３ 

 休憩 休憩 休憩 休憩 休憩 

9:45 中学年国語１ 中学年算数１ 中学年国語２ 中学年算数２ 中学年国語３ 

 休憩 休憩 休憩 休憩 休憩 

           

10:30 高学年国語１ 高学年算数１ 高学年国語２ 高学年算数２ 高学年国語３ 

 休憩 休憩 休憩 休憩 休憩 

10:45 中学校国語１ 中学校数学１ 中学校英語１ 中学校国語２ 中学校数学２ 

 休憩 休憩 休憩 休憩 休憩 

10:59 終了 終了 終了 終了 終了 

      

 午後は午前の再放送    

      

 第1回(4/22) 第2回(4/23) 第3回(4/24) 第4回(4/27) 第5回(4/28) 

14:00 低学年国語１ 低学年算数１ 低学年国語２ 低学年算数２ 低学年国語３ 

 休憩 休憩 休憩 休憩 休憩 

14:15 中学年国語１ 中学年算数１ 中学年国語２ 中学年算数２ 中学年国語３ 

 休憩 休憩 休憩 休憩 休憩 

14:30 高学年国語１ 高学年算数１ 高学年国語２ 高学年算数２ 高学年国語３ 

 休憩 休憩 休憩 休憩 休憩 

14:45 中学校国語１ 中学校数学１ 中学校英語１ 中学校国語２ 中学校数学２ 

 休憩 休憩 休憩 休憩 休憩 

14:59 終了 終了 終了 終了 終了 

      

 内 容     

 ①低学年国語１ ⑤低学年算数１ ⑨低学年国語２ ⑬低学年算数２ ⑰低学年国語３ 

 

朗読 

１年「はなのみち」 

 

２年「ふきのとう」 

「しゅんばんをつけ

てみよう」 

「お話を読んで確か

めよう」 
「かずをさがそう」 「日記を書こう」 

 ②中学年国語１ ⑥中学年算数１ ⑩中学年国語２ ⑭中学年算数２ ⑱中学年国語３ 

 

朗読 

３年「きつつきの商

売」 

「かけ算１」 
朗読 

４年「白いぼうし」 
「かけ算２」 

Ｈ２８，２９全国フォ

ローアップシート解

説 小４Ａ  

 ③高学年国語１ ⑦高学年算数１ ⑪高学年国語２ ⑮高学年算数２ ⑲高学年国語３ 

 
朗読５年「なまえつ

けてよ」 

Ｈ２８全国フォロー

アップシート解説

【前半】小４Ａ  【後

半】小５Ａ  

朗読６年「帰り道」 

Ｈ２９全国フォロー

アップシート解説

【前半】小４Ａ  【後

半】小５Ａ  

Ｈ２９全国フォロー

アップシート解説 小

５Ａ・小６Ａ  

 ④中学校国語１ ⑧中学校数学１ ⑫中学校英語１ ⑯中学校国語２ ⑳中学校数学２ 

 

Ｈ２８全国フォロー

アップシート解説 

中１Ａ・中２A  

県学習状況調査

フォローアップシー

ト特別シート解説 

中１・中２・中３ 

Ｈ２９県学習状況調

査フォローアップ

シート１年 

Ｈ２９全国フォロー

アップ解説 中１Ｂ・

中２Ｂ 

県学習状況調査

フォローアップシー

ト特別シート解説 

中１・中２・中３ 

      

 ○低学年・中学年の算数は、プリント等の配付はありません。教科書、ノート、メモ用紙、 

  筆記用具の準備をお願いします。  



 FMはなび「大仙っ子学習ひろば」番組スケジュール（第6回～第10回） 

      

 第6回(4/30) 第7回(5/1) 第8回 第9回 第10回 

9:30 低学年算数３ 中学校国語３ 低学年算数４ 中学年国語４ 低学年算数５ 

 休憩 
  

休憩 休憩 休憩 

9:45 中学年算数３ 中学年算数４ 中学年国語５ 中学年算数５ 

 休憩 休憩 休憩 休憩 休憩 

           

10:30 高学年算数３ 中学校国語４ 高学年算数４ 高学年国語５ 高学年算数５ 

 休憩 
  

休憩 休憩 休憩 

10:45 中学校英語２ 中学校数学３ 中学校英語３ 高学年国語５ 

 休憩 休憩 休憩 休憩 休憩 

10:59 終了 終了 終了 終了 終了 

      

 午後は午前の再放送    

      

 第6回(4/30) 第7回(5/1) 第8回 第9回 第10回 

14:00 低学年算数３ 中学校国語３ 低学年算数４ 中学年国語４ 低学年算数５ 

 休憩 
  

休憩 休憩 休憩 

14:15 中学年算数３ 中学年算数４ 中学年国語５ 中学年算数５ 

 休憩 休憩 休憩 休憩 休憩 

14:30 高学年算数３ 中学校国語４ 高学年算数４ 高学年国語５ 高学年算数５ 

 休憩 
  

休憩 休憩 休憩 

14:45 中学校英語２ 中学校数学３ 中学校英語３ 高学年国語５ 

 休憩 休憩 休憩 休憩 休憩 

14:59 終了 終了 終了 終了 終了 

      

 内 容     

 ㉑低学年算数３ ㉕中学校国語３ ㉗低学年算数４ ㉛中学年国語４ ㉟低学年算数５ 

 「たしざん」 

朗読 

３年「握手」 

「どんな式になるの

かな１」 

朗 読 

３年「きつつきの商

売」 

「どんな式になるの

かな２」 

 ㉒中学年算数３ ㉘中学年算数４ ㉜中学年国語４ ㊱中学年算数５ 

 「かけ算３」 「わり算１」 
朗 読 

４年「白いぼうし」 
「わり算２」 

 ㉓高学年算数３ ㉖中学校国語４ ㉙高学年算数４ ㉝高学年国語４ ㊲高学年算数５ 

 

Ｈ２８全国フォロー

ア ッ プ シ ー ト 解 説

【前 半】小 ４ Ｂ － １  

【後半】小５Ｂ－１  朗読 

２年「アイスプラネッ

ト」 

Ｈ２８全国フォロー

ア ッ プ シ ー ト 解 説

【前 半】小 ４ Ｂ － ２  

【後半】小５Ｂ－２  

朗読５年「なまえつ

けてよ」 

Ｈ２９全国フォロー

ア ッ プ シ ー ト 解 説

【前半】小４Ｂ  【後

半】小５Ｂ  

 ㉔中学校英語２ ㉚中学校数学３ ㉞中学校英語３ ㊳高学年国語５ 

 

Ｈ２９県学習状況調

査 フ ォ ロ ー ア ッ プ

シート２年 

県 学 習 状 況 調 査

フォローアップシー

ト 特 別 シ ー ト 解 説 

中１・中２・中３ 

Ｈ２８県学習状況調

査 フ ォ ロ ー ア ッ プ

シート１年 

朗読６年「帰り道」 

      

 ○低学年・中学年の算数は、プリント等の配付はありません。教科書、ノート、メモ用紙、 

  筆記用具の準備をお願いします。  


