
日 時

がんばろう、小学生おやこ！柏市家庭教育支援事業

みんなの子育て広場 子育て通信vol.1

新型コロナウイルスについて、子どもと話そう！

スマホ・携帯と かしこく付き合おう！

家庭学習のカタチいろいろ！

親子で工作に挑戦！

・・・。どう答えたらいいの？

なんで夏休みも学校行くの？

いつから友達と校庭で遊べる？

Twitter
はじめました

発行：柏市教育委員会 生涯学習課

～柏市ではさまざまな取組で家庭教育を支援しています～

「みんなの子育て広場」って？

家庭は子どもに一番身近な、一番小さい社会単位です。

学校・保護者・地域・行政が連携して、子どもの健やかな成長のためにできる

ことに取り組みましょう。

● 悩みごとや困りごとについて、座談会で語り合おう！

● スマホやインターネットについて、親子で知ろう、話そう！

● 入学準備の時に色々な情報が聞きたい！

mail:ll-learning@city.kashiwa.chiba.jp 市内小学校で実施中です！
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自己免疫力を高めること（健康な体を作ること）が大切だよ。

次のことができているかな。チェックしてみよう！

□睡眠時間が十分に取れている。（早寝、早起き）

□好き嫌いなく何でも食べている。

□よく運動している。（ゲームやテレビは時間を決めて）

どうだった？こんなことを守ると免疫力が高まるんだよ。

そんな話を聞くと悲しくなるよね。
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～新型コロナウイルスについて、子どもと話そう！～

参考資料：「新型コロナウイルスと上手に付き合っていくために」
国立成育医療研究センター

「新型コロナウイルスの３つの顔を知ろう」
日本赤十字社

つぎ

しんがた こ はな

新型コロナウイルスにかからないように，気を付けることはなんだ？

手洗い，マスク，人との距離を保つ（三密を避ける）

正解！

先生に「毎朝，検温しなさい」と言われるよ。教室では

席が離れているし，給食班もないんだよ。

大変だね。でも，自分のためだけでなく，周りの人のためにも

頑張ろうね。

コロナにかかるの嫌だな。もっとできることないかな。

コロナにかかった人やその家族，病院の人が傷つくことを

言われたという話を聞いたよ。

自分のことだけでなく，相手の立場に立って考えることが

大切なんだね。
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コロナにかかりたくて，かかったんじゃないのにね。

病気を治すために頑張ったり，感染拡大を防いだりしている人を

差別するのはおかしいよね。頑張っている人には労いや感謝の気

持ちを持つことが大切だよ。

びょうき なお がんば かんせんかくだい ふせ ひと

さべつ がんば ひと ねぎら かんしゃ き
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～スマホ・携帯と かしこく付き合おう！～

けいたい

ルールを決めたら、次は、ペアレンタルコントロール！

持てば便利なスマホも、やはり危険な面はあります。

「防ぐ守る」も、とても大事ですが、普段から家族間でしっかりコミュニケーションをとり、

何に興味をもっているのか、生活や体調がおかしくないか、子供を見守ることが第一です。

便利さ危険さを見極めたうえで、便利な社会ツールとして使っていきましょう。

ツールを賢く使える子に育つように、上手に見守りたいですね

ペアレンタルコントロール とは・・・

フィルタリング 閲覧できる範囲の制限。

ダウンロードおよび利用時間の制限 端末本体の制限、強制終了。

居場所確認機能 どこにいるかを把握する。

など、子どもを守る機能を有効に活用しましょう。

「フィルタリングかけてれば

大丈夫よね。」

⇒ すべて制限されるとは
限りません！

「これからの時代、これから

の子どもは、ＩＴ機器もつか

えるようにならないとダメで

しょう？」

⇒ ルールも守らせないと！

スマホ・携帯と かしこく付き合おう！

私たちの生活になくてはならないものになってしまったスマホ・携帯。

便利な反面、近年では小学生の所持率も上がってきており、ネット

によるトラブルや悪影響が後を絶ちません。

大事な家族や子どもを守るため、使い方をしっかり決めて、正しく

使っていきましょう。

巻き込まれるかもしれないトラブル

トラブル

❶

トラブル

❷

トラブル

❸

トラブル

❹

調べたい言葉や画像を検索していたら、
怪しいサイトに紛れ込んでしまった！

ゲームに夢中になって睡眠時間が減り、

勉強や運動に集中できなくなった！

名前とアドレスを公開していたら、
知らない人に声をかけられるように
なった！

面白半分に掲示板やＬＩＮＥに
書き込みをしていたら、
友だちを傷つけてしまった！

(または自分が傷ついてしまった！)

やり方などの詳細は、

次回掲載予定です。

※かしわエデュ H29年8月15日号より

親子で決めよう！一緒に守ろう！

※かしわエデュ H29年8月15日号より

おうちから出られなかった長い自粛生活。

この機に、新規契約またはご家族のスマホやタブレットを使って、お友達と連絡を取り合ったり、

学習動画を見るなどといった行動があったかと思います。

「まあ今だけなら」と、利用時間やルールなど、あいまいな状況で端末を使い始めてしまったかも

しれませんが、ここからは気持ちを引き締めていきましょう。
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～家庭学習のカタチいろいろ！～

けいたい

YouTube
（柏市学習動画サイト）

皆さんご覧になりましたか？

柏市教育委員会と各学校では、

学年ごとの学習支援動画を

約150本配信、1日平均4,000件

以上の閲覧がありました。

小１：小学校スタートプログラム

中１：数学 正の数・負の数

などなど

デジタルコンテンツ
(eboard、学研など)

【 使ってみた人の感想 】

・短い動画授業が、基礎・基本
中心で分かりやすい！

・学び直しが何度でもできる。

・ゲーム感覚でどんどん進めて
楽しくやれました。

・○✕がその場でわかるので助
かります。

課題プリント・ドリル等の

紙コンテンツ

〇つけしてほめてあげられるのは

紙ならではですね。

一緒に調べものをしたりすると、

お子さんの興味が広がるきっかけ

になるかも知れません。

他にもいろいろ

・ＮＨＫ for school

・チーてれスタディネット

・ちばっ子チャレンジ１００

※ 学校ＨＰから入れる
IT Adviser Online Home も 強い味方！

学習支援コンテンツは色々ありますので、休校期間に対応した無料のものなどを活用した家庭も多い

かも知れませんね。こういう時には、他にも親子で将来の夢について話す時間を取ることもおすすめ

です。

夢に近づくために必要な学びをお子さんと一緒に考え、取り組む意欲を育てる機会にできたら、いい

ですね。

休校中のお子さんの課題や家庭学習へのおつきあい お疲れ様です！

まだまだ油断できない時期が続きますが、子ども一人一人に合った関わり方をしてあげたいですね。

お子さんの興味関心は

もちろん、ご家庭のネット

環境やご両親の時間的制約

などの条件も大事です。

楽しく続けられるものを

選びましょう！
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おやこ こうさく ちょうせん

放課後子ども教室の理科講座で２、３年生が作成した工作です。

ぜひ作ってみてください！ 更に工夫してフリスビーにもできます！

ほうかご こ きょうしつ りかこうざ ねんせい さくせい こうさく

つく さら くふう

～親子で工作に挑戦！～

ビニールテープ
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おやこ こうさく ちょうせん

～親子で工作に挑戦！～

じゅう えん か

２重の円はコンパスで描くと

きれいだよ！

輪投げで型取りしてもできるよ！
わな かたど

どんな風に飛ぶかな？ さっそく投げてみよう！

テープを留める時に押さえてあげるなど、少しだけ手伝ってあげるのがお勧めです。

ふう と な

と とき お すこ てつだ すす

画用紙 １枚

ビニールテープ
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お悩み相談窓口

子育ての合言葉 柏の３猿！

スマホ ペアレンタルコントロール 実践編！

生活リズムが戻らない！？

取り上げてほしいテーマも募集中です。

そんな一言は ぜひこちらにどうぞ

● いまさら聞けない、ちょっとした質問...

● 相談とまではいかないけど、今の気持ちを聞いてもらいたい...

mail:ll-learning@city.kashiwa.chiba.jp

イラスト：ペンネーム KIRIN

～次回はこんなメニューを予定しています～


