
各学年の担任の先生方からのメッセージです。 

 

１ねんせいのみなさんへ  
 

おうちで かんがえて みてね！ せんせい くいず！ 

それぞれの １ねんせいたんにんの せんせいから くいずを だします。 

もんだいを よく よんで こたえを えらびましょう。 

 

１くみ の せんせい 

【もんだい】せんせいの すきな いろは なんでしょう。 

①あか ②きいろ ③みずいろ 

はるにさく おはなで このいろが おおいので、はるが だいすきです。とくにすき

な おはなは たんぽぽです。 

もう きおんが あつく なってきましたね。たいちょうを くずさずに しよう！ 

 

２くみ の せんせい 

【もんだい】せんせいの かっている どうぶつはなんでしょうか？ 

①ねこ   ②たぬき  ③いぬ 

みんなは いえで どんなことをして すごしているのかな？がっこうが はじまっ

たら たくさんおはなししましょうね。そのときに こたえをいいますよ。はやく み

んなにあって おはなししたいです。 

 

３くみ の せんせい 

【もんだい】せんせいの すきなそとあそびは なんでしょうか？ 

つぎの ３つのなかから えらんでください。 

①おにごっこ ②ぶらんこ ③どっじぼーる 

ひんとは たくさんのおともだちと あそびます。せんせいは よけるのが とくいで

す。 

 

みどりがっきゅう１くみ の せんせい 

【もんだい】せんせいの すきな たべものは なんでしょうか？ 

①どーなつ ②みたらしだんご ③あいすくりーむ 

ひんとは、きゅうしょくにも でてきますよ。こーひーも すきなので こーひーをの

みながら たべると さいこう！（こーひーは、きゅうしょくに でませんけどね。）

みんなと いっしょに おいしいきゅうしょくをたべるひを たのしみにしていま

す！ 

 



みどりがっきゅう３くみ の せんせい 

【もんだい】せんせいが このおやすみのあいだに ４日（よっか）れんぞくで たべ

たものは なんでしょう？ 

①かれー ②ぎょうざ ③はんばーぐ 

せんせいにも みんなとおなじ １ねんせいのこどもがいて、まいにち おうちで べ

んきょうをしたり、あそんだりしているよ。おうちにいるじかんが ながいから、おて

つだいなども がんばってみようね！ 

 

こたえはどれか わかりましたか？ 

はやく みんなとあそべるひが くることを ねがっています！ 

 

２年生のみなさんへ 
先生たちのすきなものをしょうかいします！ 

 

１組 の 先生 

★先生のすきなもの★ 

すきな色    青色  

りゆうは、水えいがとくいで、青色は水みたいな色だからです。 

すきなたべもの ハンバーグ  

りゆうは、お肉がすごくジューシーで、なんこでもたべられる 

からです。（本とうは二つで、おなかがいっぱいです。） 

すきな生きもの 犬 

        りゆうは、いつかチャウチャウという犬をかって、一日中モフモフ 

        するのが、ゆめだからです。 

 

２組 の 先生 

★先生のすきなもの★ 

すきな色    赤色 

りゆうは、げん気がわいてくるからです。 

すきなたべもの チーズ 

りゆうは、しょくパンにのせてやくと、とろりとしておいしいから。 

すきな生きもの ねこ、ハムスター 

りゆうは、ねこは、だきしめると、もふもふしていて、気もちがい 

いからです。ハムスターは、えさをたべるすがたが、とてもかわいい 

からです。 

 

 



★クイズ★ 

２くみの先生は 9 月 16 日生まれです。１くみの先生は 12 月 6 日生まれです。さ

て、先生たちのせいざは、なにざでしょうか。みんなは、なにざですか。 

学校がはじまったら、みんなのことも、たくさん、おしえてくださいね。 

 

みどりがっきゅう１くみ の 先生 

★先生のすきなもの★ 

すきな色    むらさき  

おりがみをえらぶときは、まずこの色をえらびます。 

すきなたべもの アイスクリーム 

スーパーカップのバニラ 

すきな生きもの うさぎ 

今はいないけど、うさぎを３びきかっていました。今は、黒柴（しば） 

犬をかっています。名前は、ココアです。 

 

みどりがっきゅう２くみ の 先生 

★先生のすきなもの★ 

すきな色    きいろ 

大すきなひまわりのいろだからです。 

すきなたべもの ざるそば 

子どものころからずっとすきです 

すきな生きもの 犬 

トイプードルをかっています 

 

 

 

３年生のみなさんへ 
 

１組 の 先生 

３年１組のみなさん、早ね早おきしてますか？ 

ここで、問題です！子どもの日に食べるものと言えば「かしわもち」ですが、先生は

むす子たちと「いちご○○○○」を５月５日に作りました。さて、何でしょう？ 

①はんぺん ②あんぱん ③だいふく 

（答えは･･･③番の「いちごだいふく」です☆） 

 

 

 



 

２組 の 先生 

３年生のみなさん、お元気ですか？ 

今年はどんなゴールデンウィークをすごしましたか？先生は、家でたくさん本を読ん

で、たくさん映画をみました！ 

とつぜんですが、ここでクイズです！先生が大好きな、あま～いおかしは何でしょう

か？（ヒント→食べすぎると鼻血がでちゃうかも・・・） 

 

 

３組 の 先生 

みんな元気にしていますか？ 

突然ですが問題です！先生がすきなことは一体なんでしょうか？？答えは「ひ○○」

です。しゅくだいのプリントにのっていたね。 

第２問！先生のすきな食べ物は一体なんでしょうか？？答えはまた今度！ 

 

 

みどり学級 1 組 の 先生 

３年生のみなさん、元気にがんばっていますか？ おうちの人と いっしょに 今で

きることを見つけてがんばってくださいね。先生は、ちらかっていたリビングのテーブ

ルの上をきれいにかたづけて、なにをしたでしょうか？ せいかいは、たっきゅうだい

に、へんしん！１００きんの たっきゅうグッズで休みの日にあそんでいます。 

 

 

 

 

 

みどり学級 2 組 の 先生 

３年生のみなさん、元気にしていますか？先生は毎日おさんぽしています。なぜかと

いうと、きょ年の１２月からあるどうぶつをかいはじめたからです。 

では、クイズです。先生がかっているどうぶつは何でしょう。→①きんぎょ②ハムス

ター③犬（ヒント：おさんぽ） 

 

 

 

 

 

 



４年生のみなさんへ 
 

１組 の 先生 

元気ですかぁ？ いきなりですが…先生は犬を飼っています。その名前は何でしょ

う？わかるわけないね～。「ルイ」という黒芝（big size 20 ㌔）です。台風でもコロ

ナ自粛中でも朝夜の散歩で一緒に武庫川を走っています。みんなも運動不足にならない

よう、体を動かしてくださいね。 

 

 

２組 の 先生 

Ｓｔａｙ Ｈｏｍｅの期間が長くなりましたが，勉強と運動は計画どおりにできてい

ますか？ 

先生は，しゅみでサッカーをするのが楽しみでしたが…今は家で子どもと一緒に「か

らだダダンダン」をおどっています。知っていますか？全力でおどると良い運動になり

ますよ！！ 

学校再開にむけて宿題をためないようにコツコツと頑張りましょう。 

 

 

みどり学級１組 の 先生 

４年生のみなさん、元気でがんばっていますか？  

学習でつかれてきたら、おうちの人のお手つだいをして気分てんかんすると、一石二

鳥！よろこんでもらえると思いますよ！ 先生は、家のバルコニーで、みんなが３年生

の時に育てていた、マリーゴールドとホウセンカのたねをうえたいと思っています！ 

 

 

みどり学級 2 組 の 先生 

 みなさん、元気ですか？先生はきょ年の１２月からトイプードルを飼い始めました。

女の子で名前は「モア」ハワイ語の「モアニ（そよ風）」からとりました。みんなに早

く会いたいです。 

 

 

 

 

 

 



５年生のみなさんへ 
 

１組 の 先生 

皆さん元気にしていますか？家でできることを一生懸命がんばっていますか？この

期間中にできることは何かを考えて１日１日を大切に過ごしてくださいね。 

それでは，クイズ形式で自己紹介します。 

第一問   

毎週録画をして娘と「アンパンマン」を見ているのですが，好きなキャラクターは 

どれでしょう。 

①ジャムおじさん ②ホラーマン ③てんどんまん 

第二問   

なかなか外出できませんが，休日の楽しみは何でしょう。 

①映画を見る ②料理をする ③本を読む 

第三問   

あまり得意ではないスポーツは何でしょう。 

①水泳 ②バドミントン ③器械体操（マット運動など） 

学校が再開して，皆とたくさん話ができることを楽しみにしています。皆のことも聞

かせてね！ 

 

２組 の 先生 

休校が長くなっていますが、みなさん元気でしょうか？自己紹介もかねて、選択クイ

ズを考えました！ 

さあ、どこまで正解できるかな？（正解は次回会った時に！） 

 第一問    

先生が好きなキャラクターといえば、ミニオンですが、中でも一番お気に入りの 

キャラクターは誰でしょう。 

①スチュアート  ②メル  ③ケビン  ④ボブ  ⑤カール 

 第二問    

先生は休日何をして過ごしているでしょうか。 

   ①エクササイズ  ②マスク作り  ③テレビ電話 

 第三問    

給食がなくてお弁当生活の先生ですが、最近はまっているお弁当のおかずは何で 

しょう。 

   ①からあげ  ②ミンチカツ  ③しょうが焼き 

三問とも正解できたかな？元気な姿で会えるのを楽しみにしています！ 

 



みどり学級１組 の せんせい 

５年生のみなさん、高学年の学校生活を早く送りたいですね！  

それでは、クイズにチャレンジ！ 

第一問 

先生の家でかっている黒柴（しば）犬の名前は、何でしょう？ 

①ココア ②ミルク ③サトウ 

第二問 

体にいいものをみなさん食べていますか？先生は、苦手なあるものを毎日食べるよ 

うにしています。それは、何でしょうか？ 

①ピーマン ②なっとう ③ブロッコリー 

第三問 

最近、初チャレンジで植えた苗は、なんでしょう？ 

①トウモロコシ ②スイカ ③メロン  

（植木ばちに植えるという・・・。果たして実がなるのでしょうか！？） 

 

６年生のみなさんへ 
 

みなさん元気ですか。今回は自己紹介クイズをします。 

１くみの先生、２くみの先生、みどり学級 1 組先生はＡ・Ｂ・Ｃどれでしょうか。

考えてみて下さいね。 

第１問 好きなアニメは何でしょう。 

Ａ．コナン・鬼滅の刃 

Ｂ．ドラゴンボール・キングダム 

Ｃ．名探偵コナン 

第２問 好きな言葉は何でしょう。 

Ａ．努力は人を裏切らない 

Ｂ．由遊自適（当て字） 

Ｃ．笑う門には、福来る 

答えはみなさんと会ったときに。会える日を楽しみにしています。 

    



 

 


