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2011年独学でハサミによる切り絵制作を始める。切り絵を幾重にも重ね立体的
に見せる独自の手法で、可愛らしい夢のある作品から繊細で美しい作品まで、バ
ラエティーに富んだ作品を次々と発表。

岡島由紀子｠ プロフィール

「歴史の里」マスコットキャラクター

埴輪氏武
はにわうじたける しだみこちゃん

SHIDAMU
イベント案内

時 間 11：00～
場  所 １F ロビー｠

2/11
（土）

2/23
（木・祝）

2/25
（土）

3/4
（土）

ミニ邦楽
コンサート

暦のなかの宇宙

はさみの歴史と
切り絵体験

体感しよう！
色彩の魅力

たいかん

しきさい

き え たいけん

れきし

みりょく

古代からの色彩の話を学んだ後に、貝殻からできた白絵の具や、
顔料を使って、オリジナルの古墳カードを作ります。

こだい しきさい はなし まな あと かいがら しろ え ぐ

がんりょう つか こふん つく

文具や工芸など身近な道具“はさみ”の
歴史を学び、切り絵体験ではミニランプを制作。
親子で気軽に楽しめるプログラムです。

ぶんぐ こうげい みじか どうぐ

れきし まな き え たいけん せいさく

おやこ きがる たの

何気なく使っている暦。この暦はいつ、どのようにそして
何故作られたか、その誕生の謎に迫ります。

なにげ つか

なぜ つく たんじょう なぞ せま

こよみ こよみ

時 間 ①10：00～ ②13：30～
参加費 300円/人 対象年齢 5才以上

対象年齢 小学校4年生以上

場  所 2F体験活動室

●講師
色彩作家／内藤 麻美子

岡島 由紀子｠

2/4（土）受付開始事前予約

1/25（水）
受付開始

事前
予約1/24（火）

受付開始
事前
予約

1/19（木）
受付開始

事前
予約

2/19（日）
受付開始

事前
予約

1/12（木）
受付開始

事前
予約

定  員 各8組（１組2名まで）

定  員 各7組（１組2名まで）

時 間 13：30～
参加費 300円/人

場  所 2F体験活動室
定  員 80名程度

時 間 ①10：30～ ②13：30～
参加費 500円/組

場  所 2F体験活動室

れきさと こうざ歴里講座 れきさと こうえんかい歴里講演会

考古天文学と古代の景観
こうこてんもんがく こだい けいかん

◆各講演会共通

定  員 100名 参加費 500円

時  間 開場12：30 開演13：30

時  間 開場11：30 開演12：30

「群れを成す」小幡古墳群
おばた

ミーティング

なむ こふんぐん

場  所 2F 体験活動室

2/19（日）開催日

しだみゅーmeeting

3/19（日）開催日

場  所 2F 体験活動室
開催日時 2/12（日）

しだみ村の庭づくり
むら にわ

定 員 20名
参加費 500円

埴輪ガーデンピックの
型を作り、焼き上げます。

はにわ

つく やき あかた

古墳花壇へ花と一緒に
焼き上げた埴輪を飾ります。

こふんかだん いっしょはな

かざはにわや あ

予約開始日は各イベント案内をご確認ください。
事前予約は右記電話番号で受付☎052-739-0520

名古屋大学箏曲部

●講 師
あさだ考房／浅田英夫

無料参加費

13：00～

場  所 体験農園（農園横古墳型花壇）
開催日時 3/12（日）13：00～

箏、三味線、尺八による楽しい演奏を
お届けします。ジブリや懐かしの曲を
演奏しますので、お気軽にお越しください。

こと しゃみせん しゃくはち たの えんそう

とど なつ きょく

えんそう きがる こ

こよみ うちゅう

なごやだいがく そうきょくぶ

ほうがく

しん

しゅん

おかじま ゆきこ

あんない

しだみゅー

令和5年2月〜3月

連続講座

1回目

2回目

※2回すべてにご参加ください。

新新春春！！

※体験は各組お一人となります。

名古屋おもてな
し

武将隊®が参上！！
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新型コロナウイルス感染拡大防止に
ご理解ご協力をお願いします。

新型コロナウイルス感染
拡大防止のため定員を
減らす場合があります。

来館前に検温を実施していただき、発熱や咳、倦怠感などの体調不良時には来館を控えていただきますようお願いし
ます。 また、来館時は、マスクの着用、手洗いの徹底、できるだけ人と人の距離を空け、近距離での会話や大声を出
すことを避けていただきますようお願いします。（施設入口等に手指消毒液を設置していますので、ご利用ください）

瀬戸方面

●開館時間／9：00～17：00（展示室最終入場16：30）  
●休館日／月曜日（休日の場合はその翌平日）、年末年始（12/29～1/3）
●入館料／無料（展示室のみ有料200円、中学生以下無料）
〒463-0001 名古屋市守山区大字上志段味字前山１３６７ ☎052-739-0520 

「歴史の里 しだみ古墳群」 「しだみこちゃん」
@shidamikochan

「体感！しだみ古墳群ミュージアム」
@shidamu_nagoya

※一部体験プログラムは有料

？古墳の秘密
こふん ひみつ

リアル謎解きゲーム
なぞ と

受付・ゴール／体感！しだみ古墳群ミュージアム　受付時間／9:00～16:00
うけつけ たいかん こふんぐん うけつけじかん 300円参加費

※参加費の他に展示室の入館料が
　必要です。（中学生以下は無料）

しだみ調査隊

第2弾

初めての依頼編
にち お かいとうようし さいちょうせん

さいちょうせんじ てんじしつ にゅうしつ ひつよう ばあい べっと にゅうかんりょう ちゅうがくせい いか むりょう ひつよう

１日で終わらなくても、解答用紙があればいつでも再挑戦できます。

※再挑戦時に展示室へ入室が必要な場合は別途入館料（中学生以下無料）が必要です。

ちょうさたい はじ いらいへん

謎の人物からの依頼を調査せよ！
なぞ じんぶつ いらい ちょうさ

だい だん

制作協力：謎制作サークル moju

埴輪、勾玉、管玉づくりといった体験プログラムがいっぱい！
誰でも楽しめる初心者向けのものから、
ちょっと高度で複雑なものまで、
何度来ても楽しめるよ！

はにわ

だれ たの しょしんしゃ む

こうど ふくざつ

なんど き たの

まがたま くだたま たいけん

古代体験プログラム
こだい たいけん

埴輪づくり

展示室ガイド

勾玉または
管玉づくり

古代オリジナル
バッグづくり

古墳形スタンプを
使い、世界にひとつ
だけのバッグを
作ります。

組紐づくり
くみひも こだい

こだい

ひ たいけん

こふん

こふん

てんじしつ

たくほん

まがたまはにわ

こ さま

あつか

ねんど しよう

ての

はにわ

こふんがた

つか せかい

つく

でんき

こだい せいかつ

たいけん

ねんど け

け つく

つか

こふんがた

せき かみ けず

こだい

つく

ほんもの

す いろ ししゅういと

くみ あ

つく

つく

しだみ こふんぐん

しだみ こふんぐん しゅるい わ

しせつ せつめい

しゅつどひん み こだい いしょう たいけん

でき てんじしつ み しせつ あんない

はにわ はへん

つか もよう うつ

くだたま

こふん

け

好きな色の刺繍糸
を組み合わせて、
オリジナル
アイテム
が作れます！

古代の
火おこし体験
電気もガスもない
古代の生活を
体験しよう。

古墳グッズ
づくり

コースター・チャーム・
フェイクケーキを
作ることが
できます。

志段味古墳群からの出土品を見たり、古代衣装体験が
出来る展示室の見どころを施設スタッフがご案内します。 

古墳ガイドツアー
志段味古墳群を3種類のコースに分けて
施設スタッフがご説明します。 

拓本
しおりづくり

古墳
消しゴム

粘土消しゴムを使い、
カラフルな古墳形の
消しゴムを作ります。

ロウ石を紙やすりで削り
古代アクセサリーを
作ります。

日替わり開催
かいさいひ が

所要時間や参加費、イベントスケジュールなど、詳しくは公式ホームページでご確認ください。
しょようじかん さんかひ くわ こうしき かくにん

本物の埴輪の破片を
使い、模様を写し
とってみよう！

お子様にも
扱いやすい
　粘土を使用し、
　　手乗りサイズの
　　埴輪を作ります。

お越しの際は
公共交通機関をご利用下さい。





















「安心」して暮らせる「安全」な愛知に向けて

◎ 管理者不在時には店舗内に現金を保管しない

病院荒し ＋７.５倍 ・ 出店荒し ＋1.６倍
※令和４年11月末現在（暫定値）の前年同期比

夜間、休業日など不在となった病院、飲食店等

でレジスターの釣銭や金庫等が盗まれています。
窃盗グループは、ホームセキュリティを設置し

ていても短時間のうちに犯行に及んでおり、被害

を防止するためには更なる対策強化が必要です。

◎ 現金を保管しない「防犯宣言」を掲示する

◎ 防犯性能の高い金庫（破壊や搬出に耐え得る

性能を有する金庫）の活用や、ベースボード
に金庫を固定する

「防犯宣言」は、愛知県警察

ホームページからダウンロー

ドできます。👉



「安心」して暮らせる「安全」な愛知に向けて

◎ 防犯性能の高い金庫（破壊や搬出に耐え得る性能を有する金庫）の活用

や、ベースボードに金庫を固定する

◎ ＳＮＳで自己資産、現在の行動に関する情報を安易に発信しない

◎ 警備業者と相談し、ホームセキュリティへの加入や、自宅の外周に侵入

を検知できるセンサーを設置する

◎ ＣＰ建物部品など防犯性能の高い玄関ドア、窓にリフォームする

住宅を狙った侵入盗（１件当たり被害総額 約196万円）

県内の住宅を狙った侵入窃盗の被害総額は約18億８千万円で、全国の被害総額の

約20％を占め、全国ワーストとなっています。窃盗グループの「狙い撃ち」による

被害も散見され、名簿、ＳＮＳ、過去に発生した高額窃盗現場等を調べた上で犯行

に及んでいるものとみられます。その犯行は荒々しく、玄関扉をバールで破壊した

り、窓ガラスを割るなどして侵入し、現金、貴金属類のほか、中には自動車を盗む

事例も発生しています。

自 動 車 盗 ( 特 定 車 種 に 被 害 集 中 )

自動車盗の認知件数は813件（前年同期比＋128件、＋18.7%）と増加傾向にあり、

ランドクルーザー（プラド含む。）、プリウス、レクサスＬＸといった特定車種に

被害が集中しています。純正のセキュリティーが無効化される実態もみられます。

◎ 後付けのイモビライザ等、エンジンが始動できない電子機器を追加装着する

◎ ハンドル固定装置、ブレーキペダルロック、タイヤロックを複数施す

◎ 外から見えないガレージ（車庫）に格納する

◎ 振動警報アラーム、ＧＰＳ装置を追加設置する ※数値は令和４年11月末現在（暫定値）



 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

名古屋市立上志段味小学校     

学校だより（世帯配付）                                               

  

 

 
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 11月 25 日 

≪12 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 木 引き落とし日 SC村上 

2 金 演劇鑑賞会 1~3年･そ…10:20~11:50 

4~6年…13:00~15:10 

5 月 朝会(人権教育) 人権週間(～9日まで) 

そらほしつき校外学習「ロングウッド水泳教室」 

7 水 SC松井 

8 木 分団児童会 一斉下校 

9 金 3年3組･4組校外学習「古墳ミュージアム」 

12 月 4時間授業(13:20下校) 個人懇談会・作品展 

13 火 4時間授業(13:20下校) 個人懇談会・作品展 

5･6年外国語なし 

14 水 4時間授業(13:20下校) 個人懇談会・作品展 SC松井 

3年1組･2組校外学習「古墳ミュージアム」 

15 木 4時間授業(13:20下校) 個人懇談会・作品展 SC村上 

16 金 4時間授業(13:20下校) 個人懇談会・作品展 

作品展夜の部(17:00～19:00) 

17 土 作品展(PTA実施 9:00～12:00) 

19 月 1･2年4時間授業(13:20下校) 

そらほしつき校外学習「ロングウッド水泳教室」 

3年出前授業「守山消防署」 

20 火 1･2年4時間授業(13:20下校) 

21 水 1･2年4時間授業(13:20下校) SC松井 

PTAアルミ缶回収 

22 木 給食終了 全学年4時間授業(13:20下校) 

23 金 終業式 2時間授業(10:30下校) 

24 土 冬季休業(1月10日まで) 

 
≪1月行事予定≫ 

日 曜 行 事 名 

1 日 元日 

2 月 振替休日 

4 水 引き落とし日 

9 月 成人の日 

10 火 始業式 3時間授業(11:30下校) 

11 水 給食開始 4時間授業(13:20下校) SC松井 

身体測定(6年･そらほし) 

12 木 4時間授業(13:20下校) 避難訓練 

身体測定5年  

13 金 4時間授業(13:20下校) 身体測定4年 

16 月 身体測定3年  

17 火 身体測定2年 クラブ⑥ 

18 水 身体測定1年 SC松井 

4年校外学習「科学館」 

19 木 SC村上 

24 火 委員会⑨ 4年5時間授業 

きらめき展(～2月1日) 

25 水 SC松井 PTAアルミ缶回収 

30 月 4年出前授業「命の授業」 

 

 
 

１年生   

給食費 4,134 円 

PTA会費 200 円 

校外学習 バス代 2,885 円 

引き落とし手数料 10 円 

合計 7,229 円 
   

２年生   

給食費 4,134 円 

PTA会費 200 円 

校外学習 水族館入場料 500 円 

校外学習 バス代 2,962 円 

引き落とし手数料 10 円 

合計 7,806 円 
   

３年生   

給食費 4,400 円 

PTA会費 200 円 

校外学習 バス代 3,258 円 

引き落とし手数料 10 円 

合計 7,868 円 

 

 

４年生   

給食費 4,134 円 

PTA会費 200 円 

校外学習 バス代 2,945 円 

引き落とし手数料 10 円 

合計 7,289 円 
   

５年生   

給食費 4,134 円 

PTA会費 200 円 

校外学習 バス代 2,855 円 

校外学習 有料道路代 176 円 

校外学習 アクアトト入場料 420 円 

引き落とし手数料 10 円 

合計 7,795 円 
   

６年生   

給食費 3,602 円 

PTA会費 200 円 

引き落とし手数料 10 円 

合計 3,812 円 

 

 

 

≪各学年の集金について≫ 
引き落とし日は 12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。 
 
※ 今月は、校外学習等により以下のように給食費が減額されています。 

１年生…11月 8日校外学習による給食カット −266円 
２年生…11月 4日校外学習による給食カット −266円 
４年生…11月 8日校外学習による給食カット −266円 
５年生…11月 9日校外学習による給食カット −266円 
６年生…11月 14日～16日修学旅行（家庭学習日含む）による 

給食カット－798円（266円×3日） 

≪お金や暴力が絡む指導について≫           
２学期が終盤に差し掛かるこの時期は、どの学校でも様々な問題が起きや

すいと言われています。本校でも、暴力によりけがをさせてしまう事案やお
金の貸し借りによるトラブルなどが発生しています。学校では、以下のよう
に指導を行っています。 
 
① 暴力について 
  人を叩いたり蹴ったりすることは当然やってはいけないこと。特に顔を
叩いたり、首を絞めたりする首より上への暴力や、ほうきで体を叩いたり、
人に向かって石を投げたりする武器を使った暴力は、どんな理由があって
も絶対にしてはいけない。 

 
② お金の貸し借り等について 
  お金の貸し借りや、おごる・おごられるはしない。お金を人にあげるこ
ともしない。お金を使うときは、必ずお家の人に報告や相談をすること。 

 
 
①の暴力については、児童の命にかかわる重大な問題につながります。一

緒に過ごす中で、ついかっとなり喧嘩になってしまうこともあります。その
ような時でも「絶対に暴力はしてはいけない」という気持ちをもつことがで
きるよう、指導を行っていきます。暴力は、相手の人生はもちろん、自分や
自分の家族の人生も不幸にしてしまうものです。ぜひご家庭でも、暴力の怖
さについてお話いただければと思います。 
 
②のお金の貸し借り等については、ご家庭ごとに違った考え方があるので

はないかと思います。学校としては、金銭トラブルから児童を遠ざけるため
に②のように指導をしていますが、大切なことは「お金を使うときは、お家
の人に相談すること」だと考えています。年末年始は、児童がお金を持つ機
会も多くなります。保護者の皆様には、お子様がいくらお金を持っていて、
何にお金を使ったのかを把握していただければと思います。 
 
 
児童をよりよく育てていくためには、学校と家庭の連携が必要不可欠です。

学校としては、保護者の皆様と同じ方向を向いて、児童を育てていけたらと
考えています。学校の指導について疑問等がありましたら、遠慮なく担任や
教務主任までお知らせください。 



お知らせ
国語 しゃしんと文から、だれがなにをしたかをたしかめよう
算数 ひきざん（２）　０のたしざんとひきざん　ものとひとのかず　もののいち
生活 ふゆとなかよし
音楽 ねこのなきごえであそぼう
図工 でこぼこはっけん！
体育 なわとびと川とび・ゴムとび
道徳 あいてにしんせつに　がんばってはたらく　かぞくのために

お知らせ
国語 わかりやすくせつめいするための、くふうをたしかめよう
算数 三角形と四角形　図をつかって考えよう（３）
生活 つくる楽しさはっけん
音楽 おまつりの音楽をつくろう
図工 パタパタストロー
体育 なわとびとキックベース
道徳 つながるいのち　みんなのために　かぞくの一人として

お知らせ

国語 「おすすめ図書カード」を作ろう　はっとしたことを詩に書こう　ことわざ・慣用句

社会 くらしを守る

算数 分数

理科 電気の通り道

音楽 チャチャチャのリズムで遊ぼう

図工 クリスタルアニマル　

体育 竹馬・一りん車と鉄ぼう

外国語 カードをおくろう

道徳 美しい自然　昔からつたわる物　他の国の人となかよくなるために

総合 地域の宝

お知らせ

国語 大事な言葉や文に気をつけて要約しよう　調べたことをわかりやすく書こう

社会 きょう土の伝統・文化と先人たち

算数 小数のかけ算やわり算

理科 ものの温度と体積　星や月【３】冬の星

音楽 音階をもとにして音楽をつくろう

図工 コロコロガーレ―コロコロワールド―

体育 ハンドベースボール　体つくりと空想の世界

外国語 What do you want?(Unit7)

道徳 祭りだいこ　わたしの大切なもの　より遠くへ

総合 ことばプログラミング

お知らせ

国語 表現の効果を考えながら、搭乗人物の関わりをとらえて読もう

社会 情報化した社会と産業の発展

算数 分数（2）　割合

理科 ふりこの動き

音楽 いろいろな声で音楽をつくろう

図工 使って楽しい焼き物

体育 はげしい感じや急変する感じ　なわとびと持久走

家庭 気持ちがつながる家族の時間

外国語 Check Your Steps 2

道徳 家族のために　他国の人々を理解して

総合 かみっこ笑顔プロジェクト

お知らせ
国語 登場人物の変化を読み、自分の考えをまとめよう

社会 明治の国づくりを進めた人々　世界に歩みだした日本

算数 比例と反比例

理科 てこのはたらき

音楽 ジャズとクラシック音楽の出合い

図工 くるくるクランク

体育 なわとびと持久走

家庭 まかせてね今日の食事

外国語 Check Your Steps 2

道徳 つながる命　感謝の心を伝えるために　他国の人々を理解して

総合 卒業文集を作ろう！

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

≪総合について≫
　総合の時間「かみっこ笑顔プロジェクト」で、これからのイ
ベントに向けて、学年みんなで準備をしています。百人一首大
会グループ、縄跳び大会・駅伝大会グループ、学年レク大会グ
ループ、来年度の５年生に向けての動画撮影グループに分か
れ、それぞれ張り切って活動しています。
　年明けに、百人一首大会、なわとび大会、駅伝大会を開催す
る予定です。ご家庭でも、ぜひ練習にお取り組みください。
≪体育について≫
　12月から、体育で、なわとびを使用します。縄の長さは、
「3年生からのお知らせ」の欄をご参照ください。

６年生からのお知らせ
学習予定

≪修学旅行の返金について≫
　修学旅行代金の迅速なお振り込みありがとうございました。
全国旅行支援により旅行代金が割引され、返金が行われます。
返金の金額が確定し次第、お伝えいたします。しばらくお待ち
ください。

≪１月の校外学習について≫
　1月18日（水）に理科「星や月」の学習で名古屋市科学館に
出掛けます。弁当持参となります。ご用意をお願いします。
≪なわとびについて≫
 3学期に使います。縄の長さは、「3年生からのお知らせ」の
欄をご参照ください。

１年生からのお知らせ
学習予定

≪植木鉢について≫
　生活科では、夏の間アサガオを育てた植木鉢を使って、春に
咲く花の球根を植え、世話や観察をします。１２月２日（金）
までに、土を抜いた植木鉢、受け皿、水やりキャップのついた
ペットボトルを持たせてください。支柱は２年生で使いますの
で、ご家庭で保管をしてください。

２年生からのお知らせ
学習予定

≪九九について≫
　かけ算の学習では、ご家庭でのご協力もいただいて、九九暗
唱は順調に進んでいます。すらすらと暗唱できるようになった
としても、しばらくすると忘れてしまうことがあります。九九
が定着するまで、いつでも、どこでも、リズムよく唱えられる
よう、繰り返し練習させてください。
≪なわとびについて≫
　体育の授業でなわとびを使用します。なわとびを持たせてく
ださい。縄の長さは、「3年生からのお知らせ」の欄をご参照
ください。

３年生からのお知らせ
学習予定

≪なわとびについて≫
　3学期の体育でなわとびを使用します。今からいろいろな跳
び方に挑戦してもらいたいので、なわとびの準備をお願いしま
す。縄の中央を足で踏み、ひじを自然に曲げて、持ち手の付け
根が胸元あたりにくるように長さを調整してください。

４年生からのお知らせ
学習予定
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