
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

名古屋市立上志段味小学校     

学校だより（世帯配付）                                               

  

 

 

≪４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 

６ 水 入学式 2~6年は家庭学習（登校はなし） 

7 木 始業式(着任式) 1年は家庭学習 11:30下校 

8 金 対面式 分団児童会 一斉下校 11:30下校 

11 月 離任式 身体測定4年 一斉下校 11:30下校 

12 火 

2~6年給食開始  

1年3時間授業(11:30下校 18日(月)まで) 

2~6年4時間授業(13:20下校 15日(金)まで) 

身体測定5･6年 

13 水 身体測定3年･そらほし 

14 木 身体測定2年 

15 金 身体測定1年 

18 月 視力検査6年･そらほし 

19 火 
1年給食開始 視力検査5年 

委員会① 全国学力学習状況調査(6年) 

20 水 
2･3年学級懇談会(14:30～) 

2･3年5時間授業 内科検診4年･そらほし 

21 木 視力検査3年 

22 金 
4･5年学級懇談会(14:30～) 

4･5年5時間授業 視力検査4年 

25 月 視力検査2年 

26 火 

6年･そらほし学級懇談会(14:30～) 

6年･そらほし5時間授業 

学級写真撮影 

27 水 内科検診(1-1､1-2､2-1､2-2､2-3) 

28 木 避難訓練 視力検査1年 

29 金 昭和の日 

≪５月行事予定≫ 

日 曜 行 事 名 

2 月 引き落とし日 遠足 給食カット（お弁当） 

3 火 憲法記念日 

4 水 みどりの日 

5 木 こどもの日 

6 金 遠足(予備日) 6限なし全学年5時間授業 行事食 

10 火 委員会②(5･6年6限:委) 4年5時間授業 

16日(月)～20日(金)まで地域訪問・家庭訪問(希望者) 

 4時間授業(13:20下校)  

24 火 クラブ①(4~6年6限:ク) 

27 金 学級懇談会(1年14:30~) 

30 月 中津川説明会15:00 

 

新年度を迎え、お子様のご入学・ご進級、誠におめでとうございます。本校では、新１年生 137名が入学し、全校児童６７９名でスタートし

ました。今年度も、本校の教育目標「○え…叡智 ○が…頑張り ○お…思いやり」を大切にし、子どもたちの笑顔溢れる上志段味小学校を目指し

ていきます。１年間、ご理解・ご協力よろしくお願いします。 

 

学校ホームページはこちらから 

≪学校だよりについて≫ 

本校では、学校だよりとして「かみっこだより」を毎月発行させていただきま

す。ホームページにも掲載しておりますので、スマートフォンやパソコンでカラ

ー版をご覧いただくことも可能です。５月号以降のホームページ版には、子ども

たちの日々の様子を写した写真も掲載していますので、ぜひご活用ください。 

また、今年度から、学年だよりを廃止し、各学年からの集金や持ち物等のお知

らせについても学校だよりでお伝えさせていただくこととしました。これによ

り、学年からのお知らせ等についても WEB上でご確認いただけるようになりまし

た。 

今後も、より見やすく、分かりやすい学校だよりを心掛けて発行していきます。 

 

 

 

 

 

 

TEL 736-1717（平日 7:45～18:00） 

令和４年４月８日 

≪学級懇談会について≫ 
４月後半に、学級懇談会を行います。各学級で、担任より

学年としての指導方針や１年間の予定等をお伝えさせてい

ただきます。ぜひご参加ください。 

※ 先日配付しました「トワイライトスクールだより」には、

４月 23 日（土）に 1･2 年生の授業参観、学級懇談会を実

施すると掲載されていましたが、実施の予定はありませ

ん。学校だよりの情報が正しいものとなっていますので、

お間違えのないよう、ご注意ください。 

 

 

 

≪各学年で使用するノートについて≫ 

今年度は、以下のノートを使用します。お早めにご準備いただきますよう、よ

ろしくお願いします。 

学年 ご 準 備 い た だ く ノ ー ト 

１年 一括で購入しますので、個別にご準備いただく必要はありません。 

２年 一括で購入しますので、個別にご準備いただく必要はありません。 

３年 一括で購入しますので、個別にご準備いただく必要はありません。 

４年 □漢字 104字  

５年 □漢字 150字  □社会５㎜方眼 

６年 □漢字 150字  □社会５㎜方眼 

※ 算数のノートは、一括で購入しますので、個別に準備する必要はありません。 

≪校長あいさつ 「笑顔で通う学校」≫  
校長  畑  智 秋 

寒い冬の時期にじっと準備を進めていた桜が満開となりました。お子様の入

学、進級おめでとうございます。教職員一同、心よりお祝い申し上げます。 

学校教育の中でも新型コロナウィルス感染拡大防止のため、様々な教育活動を

制限しなくてはならない状況が今もなお続いております。何卒、ご理解いただき

ご協力を賜れば幸いです。 

さて、令和４年度も「子どもたちが笑顔で通う学校」を目指してまいります。

保護者の皆様から「上志段味小学校へ通わせてよかった」と感じていただける学

校にしていきたいと考えております。保護者の皆様や地域の皆様と連携してお子

様の将来を見据えた教育を施していきたいと思います。本年度もお力添えをいた

だきますようお願い申し上げます 

 

 

 

 

≪４月の集金について≫ 新２年生～新６年生 

 

給食費 ４，４００円＋手数料 10円 
 

※ ４月１日に引き落としさせていただきました。 

改訂版 



お知らせ

国語
なかよしのき　たのしいいちにち　わたしのなまえ　おはなしたくさんききたいな
こえのおおきさどれくらい　こえをあわせてあいうえお

算数 どきどきがっこう　かずとすうじ

生活 みんななかよし

音楽 どんなうたがあるかな　おんがくにあわせて

図工 すきなかたちやいろなあに　かきたいものなあに

体育 体つくりとゆうぐ・てつぼう

道徳 がっこうだいすき　きもちのよいせいかつ

お知らせ

国語 ちいさいおおきい　つづけてみようー日記―　声のものさしをつかおう　ひろい公園　「えいっ」

算数 わくわく算数学しゅう　ひょうとグラフ　時こくと時間　たし算とひき算

生活 どんな２年生になろうかな

音楽 歌に合わせてリズムであそぼう　強さやはやさをかんじて（１）

図工 おはなみスケッチ　ひかりのプレゼント　にぎにぎねん土

体育 体つくりとゆうぐ・てつぼう

道徳 きそく正しい生活　気もちのいいあいさつ　きまりをまもって

お知らせ

国語 ことばに親しもう　ばめんのつながりに気をつけて読もう

社会 学校のまわり

算数 九九の表とかけ算　わり算

理科 しぜんのかんさつ　植物の育ち方（１）

音楽 にっぽんのうた　みんなのうた（１）　楽ふとドレミ

図工 しぜんの色　切ってかき出しくっつけて

体育 体つくりとはばとび

外国語 Hello！　あいさつして友だちになろう

道徳 楽しいクラスに　あいさつの心　生活を見直す

総合 東谷山の宝物をみつけよう！

お知らせ

国語 言葉に親しもう　場面の様子や、登場人物の気持ちを想像しながら読もう

社会 わたしたちの愛知県

算数 角とその大きさ　折れ線グラフ

理科 季節と生物［１］春の始まり　天気と気温

音楽 にっぽんのうた　みんなのうた（１）　歌声ひびかせて

図工 絵の具でゆめもよう

体育 体つくりと高とび

外国語 Hello,world!(Unit1)

道徳 一人一人のよいところ　心を表す礼ぎ　思いやりとは

総合 知ろう日本！　47都道府県

お知らせ

国語 わたしは水　水平線　うぐいす　いつか、大切なところ

社会 わたしたちの国土

算数 整数と小数　体積

理科 天気と情報(1)－天気の変化－

音楽 にっぽんのうた　みんなのうた(1)　和音や低音のはたらき

図工 心のもよう

体育 体つくりと鉄ぼう運動

家庭 私の生活、大発見！

外国語 Hello,friends.(Unit1)

道徳 夢を実現するためには　流行おくれ　あいさつって

総合 中津川を成功させよう

お知らせ

国語 言葉で伝え合おう　筆者のものの見方や感じ方などにふれ、随筆に親しもう

社会 わたしたちの生活と政治

算数 わくわく算数学習　対称な図形　文字と式

理科 私たちの生活と環境　学習の準備　ものの燃え方

音楽 にっぽんのうたみんなのうた（１）

図工 光の形

体育 身体ほぐしと走り高跳び　マット運動

家庭 見つめてみよう生活時間　朝食から健康な１日の生活を

外国語 This is me!

道徳 未来に向かって　個性を知って　くじけないで

総合 自分たちの食生活を考えよう

３年生からのお知らせ
学習予定

４年生からのお知らせ
学習予定

１年生からのお知らせ
学習予定

２年生からのお知らせ
学習予定

５年生からのお知らせ
学習予定

６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。

別紙でお伝えします。

≪お道具箱の中身について≫
色鉛筆・パス・でんぷんのり（指でつけるもの）・スティック
のり・セロハンテープ・はさみ・木工用ボンド・名前ペン（油
性）・新聞紙（まわりをガムテープでとめてください）

≪筆箱の中身について≫
鉛筆５本・消しゴム・赤鉛筆・定規（15cm程度で伸縮しないも
の）※毎日、鉛筆を削って、そろえてきてください。全ての物
に記名をしてください

≪名札クリップについて≫
昨年度使用していた名札クリップは、今年度も引き続き使用し
ますので、お子様に持たせるようお願いします。

≪修学旅行について≫
　今年度の修学旅行は、11月14（月）～15日（火）の一泊二日
で予定しています。京都・奈良方面を訪れる計画をしていま
す。

≪中津川野外学習について≫
　今年度は、７月６日(水)～７日(木)の一泊二日で予定してい
ます。

≪自主学習ノートについて≫
　今年度は、家庭学習で「自主学習ノート」に取り組みます。
ＰＴＡからの進級祝いで配付した５ミリ方眼ノートを使用しま
す。詳しくは、お子様を通して後日お伝えします。
　

≪お道具箱の中身について≫
色鉛筆・パス・のり２種類（液状タイプとスティックタイ
プ）・セロハンテープ・はさみ・木工用ボンド・名前ペン（油
性）・新聞紙（まわりをガムテープでとめてください）

≪筆箱の中身について≫
鉛筆５本・消しゴム・赤鉛筆（ペンも可）・定規（15cm程度で
伸縮しないもの）※毎日、鉛筆を削って、そろえてきてくださ
い。全ての物に記名をしてください。

≪お道具箱の中身について≫
色鉛筆・パス・のり２種類（液状タイプとスティックタイ
プ）・セロハンテープ・はさみ・木工用ボンド・名前ペン（油
性）・新聞紙（まわりをガムテープでとめてください）

≪筆箱の中身について≫
鉛筆５本・消しゴム・赤鉛筆（ペンも可）・定規（15cm程度で
伸縮しないもの）※毎日、鉛筆を削って、そろえてきてくださ
い。全ての物に記名をしてください。






