
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

名古屋市立上志段味小学校     

学校だより（世帯配付）                                               

  

 

 

≪７月行事予定≫ 
※ 予定を変更する場合がありますので、ご了承ください。 

日 曜 行 事 名 

1 金 引き落とし日 心臓検診予備日（大森小） 

4 月 
1･2年4時間授業(13:20下校)～8日まで 

4年出前授業「上下水道訪問授業」 

5 火 
1･2年4時間授業(13:20下校) 

委員会④(5･6年6限) 4年5時間授業 

6 水 
1･2年4時間授業(13:20下校) SC松井 

5年中津川野外学習  

7 木 
1･2年4時間授業(13:20下校)  SC村上 

5年中津川野外学習  

8 金 
1･2年4時間授業(13:20下校)  

5年家庭学習日  

11 月 1~3年4時間授業(13:20下校)～15日まで 

12 火 
1~3年4時間授業(13:20下校)  

クラブ③(4~6年6限) 

13 水 1~3年4時間授業(13:20下校) SC松井 

14 木 
1~3年4時間授業(13:20下校)  

分団児童会(全学年2限)  

15 金 1~3年4時間授業(13:20下校) 

18 月 海の日 

19 火 給食終了 全校4時間授業(13:20下校) 

20 水 
終業式 2時間授業(10:30下校) 一斉下校 

PTAアルミ缶回収 

21 木 夏季休業開始(8月31日まで) 

 

≪９月行事予定≫ 

日 曜 行 事 名 

1 木 
引き落とし日 始業式 給食なし 

3時間授業(11:30引き取り下校) 防災訓練(全学年3限) 

2 金 3時間授業(11:30下校) 給食なし 

5 月 
給食開始 4時間授業(13:20下校) 

身体測定(6年･そらほし) 

6 火 4時間授業(13:20下校) 身体測定5年 

7 水 4時間授業(13:20下校) 身体測定4年 SC松井 

8 木 4時間授業(13:20下校) 身体測定3年 SC村上 

9 金 4時間授業(13:20下校) 身体測定2年 

12 月 身体測定1年 

13 火 
委員会⑤(5･6年6限)卒業アルバム撮影 4年5時間授業 

体力運動能力調査1年 視力検査(6年･そらほし) 

14 水 視力検査5年 SC松井 

15 木 視力検査4年 

16 金 視力検査3年 

19 月 敬老の日 

20 火 視力検査2年 クラブ④(4~6年6限) 

21 水 視力検査1年 SC松井 

23 金 秋分の日 

26 月 修学旅行説明会15:00~ 

28 水 SC松井 PTAアルミ缶回収 

30 金 通知表配付 

※ 夏休み期間中の出校日等は、ありません。 

学校ホームページはこちらから TEL 736-1717（平日 7:45～18:00） 

令和 4 年 6月 24 日 

≪９月の下校時間について≫ 

9 月 1 日(木)・2 日(金)は、給食なしの 11:30 下校、9 月 5 日(月)～9 日(金)

は、給食ありの 13:20 下校となります。普段と下校時間が違いますので、お間違

えのないよう、よろしくお願いします。 

≪９月１日(木)引き取り訓練について≫  

保護者引き取りによる下校訓練を、防災の日(9 月 1日)に実施いたします。保

護者の引き取りによる方法で安全にお子さんを帰宅できるようにしたいと考え

ています。本日スクリレで詳細を示したものをお送りしました。ご多用のところ

申し訳ありませんが、当日の児童引き取りご協力よろしくお願いします。 

 

 

１年生   

給食費 4,400 円 

作品バッグ 100 円 

PTA会費 200 円 

引き落とし手数料 10 円 

合計 4,710 円 

   

２年生   

給食費 4,400 円 

ＰＴＡ会費 200 円 

引き落とし手数料 10 円 

合計 4,610 円 

   

３年生   

給食費 4,400 円 

PTA会費 200 円 

引き落とし手数料 10 円 

合計 4,610 円 

 

 
 
 

４年生   

給食費 4,400 円 

PTA会費 200 円 

引き落とし手数料 10 円 

合計 4,610 円 

   

５年生   

給食費 4,400 円 

中津川野外学習参加費 5,140 円 

PTA会費 200 円 

引き落とし手数料 10 円 

合計 9,750 円 

   

６年生   

給食費 4,400 円 

PTA会費 200 円 

引き落とし手数料 10 円 

合計 4,610 円 

 

 

 

 

 

ホームページには本紙のカラー版を掲載しています。子どもたちの活動の様子が分かる写真も

掲載していますのでぜひご覧ください。 

≪登校時間について≫  

 本校の登校時間は 8:00～8:15となっており、児童には 8:05～8:10の間に門を

通過することを目指すよう指導をしています。 

 しかし、最近は慣れてきたこともあり８時前に門に着いてしまう分団が多くな

っています。登校時間が早くなってしまうと、交通指導員やＰＴＡの交通指導が

効果的に行えないといった問題も生じますので、７月に行う分団児童会において

分団の集合・出発時間を見直す予定です。 

 集合・出発時間に変更があった場合は、保護者の方にも伝えるよう指導をしま

す。7月 14日(木)に分団児童会を実施しますので、集合・出発時間に変更がなか

ったか、保護者の方からもお子様にご確認いただきますよう、よろしくお願いし

ます。 

≪各学年の集金について≫ 

引き落とし日は７月１日です。 

特別支援学級の集金については、別紙でお伝えします。 



お知らせ
国語 おはなしのくに　おおきなかぶ　なごやっ子ひらがなけんてい　えにっき
算数 ひきざん（１）　かずしらべ
生活 なつとなかよし
音楽 にっぽんのうたみんなのうた
図工 すなやつちとなかよし
体育 水となかよし
道徳 しょうじきなこころで　かぞくだいすき

お知らせ
国語 「かんさつ発見カード」を書こう　「言葉のなかまさがしゲーム」をしよう　
算数 かさ　
生活 雨の日にはっけん　花ややさいの大きくなるひみつはっけん②

はっけんかんどう夏休み

音楽 音のかさなりやリズムをえらんで合わせよう　
図工 ざいりょうからひらめき
体育 水と友だち　ボールうんどう
道徳 いのちを大切に　大切なしぜん

お知らせ

国語 なごやっ子漢字検定　登場人物のせいかくを考えながら読もう

社会 はたらく人とわたしたちのくらし　

算数 表とグラフ　たし算とひき算

理科 音のふしぎ　植物の育ち方（３）花

音楽 いろいろな声で表現して遊ぼう

図工 ゴムゴムパワー

体育 水泳運動　

外国語 すきなものをつたえよう

道徳 生きている仲間　身近な自然に目を向けて

総合 地域のたからをものを見つけよう

お知らせ

国語 登場人物のせいかくや、気持ちを想像して読もう

社会 ごみのしょりと利用

算数 垂直・平行と四角形　小数　

理科 とじこめた空気や水　季節と生物【３】夏　星や月【１】

音楽 にっぽんのうた　みんなのうた（2）

図工 カードでつたえる気持ち

体育 体つくりと高とび　体の成長とわたし　水泳運動　

外国語 What time is it?

道徳 自然の大切さ　みんなの場所で

総合 学校や地域の環境を守ろう

お知らせ

国語 伝わるように構成を考えよう

社会 水産業のさかんな地域

算数 合同な図形　

理科 生命のつながり　天気と情報

音楽 オーケストラのみりょく

図工 のぞいてみると

体育 クロールと安全確保につながる運動　

家庭 ひと針に心をこめて

外国語 Callenge　Time

道徳 自分の身は自分で守る

総合 中津川を成功させよう

お知らせ
国語 すぐれた表現の効果を考えて、登場人物の心情を読もう

社会 日本の歴史

算数 分数÷分数　資料の調べ方　わくわく算数広場　復習

理科 植物の成長と水の関わり

音楽 にっぽんのうた　みんなのうた（２）　マイタイム

図工 わたしの大切な風景

体育 平泳ぎと安全確保につながる運動

家庭 夏をすずしくさわやかに

外国語 Challenge　Time１

道徳 命をつなぐ　大切な権利

総合 自分たちの食生活を考えよう

特にありません

１年生からのお知らせ
学習予定

≪植木鉢持ち帰りのお願いについて≫
　生活科で育てているアサガオの植木鉢を７月１１日（月）～
７月１９日（火）（土日を除く）の児童の下校後に保護者の方
に取りに来ていただきます。１６時までは西門からお入りくだ
さい。１６時以降または車でお越しの場合は、正門横の車用の
通用門からお入りください。
≪生活科と図画工作科の用意について≫
　生活科の「シャボン玉」の道具を７月４日（月）までに、
「水鉄砲」の道具とタオル、パンツの替えを７月１１日（月）
までに持たせてください。

２年生からのお知らせ
学習予定

≪図画工作の材料の用意について≫
　教科書Ｐ４６、４７を参考に、ひもや布、綿、ビーズ、ボタ
ン、ストロー、木片、ペットボトルのキャップ、包装紙などを
用意してください。持ってくる日は、学級ごとにお知らせしま
す。よろしくお願いします。
≪植木鉢持ち帰りのお願いについて≫
　生活科で育てている野菜の植木鉢は、夏休みからご家庭で育
ていただくため、お子さんの下校後、保護者の方に取りに来て
いただきます。７月１１日（月）～１９日（火）（土日を除
く）にお願いします。学校にお越しいただく際、１６時までは
西門からお入りください。１６時以降または、車でお越しの場
合は、正門横の車用の通用口からお入りください。植木鉢は、
今後の学習では使いません。

３年生からのお知らせ
学習予定

≪歯みがき指導について≫
　６月３０日（木）に歯磨き指導を予定しています。詳細は後
日別紙を配付します。持ち物等ありますので、ご確認をお願い
します。

４年生からのお知らせ
学習予定

特別支援学級からのお知らせは別紙でお伝えします。

５年生からのお知らせ
学習予定

≪中津川野外学習について≫
　先日、スクリレでもお知らせしましたが、中津川野外学習の
１日目（１４：３０頃）に、ペットボトル(５００ml)のお茶か
水を配付することになりました。どちらも１００円です。６月
３０日（木）までに、どちらを購入するか決め、お子さんに
１００円を持たせていただきますよう、よろしくお願いしま
す。
　また、それでも水分が足りないと判断された場合は、ペット
ボトルのお茶等(スポーツドリンク、経口補水液等も可)を水筒
とは別に持たせていただいても構いません。

６年生からのお知らせ
学習予定

≪卒業アルバム撮影について≫
　７月１３日（水）に、卒業アルバムの個人写真と、学級写真
の撮影を予定しています。みんなの笑顔の写真が撮れるといい
なと思います。できるだけ、体調を整えておいてください。

≪修学旅行説明会について≫
　１１月１４日(月)・１５日(火)に実施する修学旅行について
の保護者説明会を９月２６日(月)に行います。




















