
 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

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














