
 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

≪作品展の保護者アンケートの結果について≫           

先日は、作品展のご観覧ありがとうございました。皆様のご協力によりスムー

ズに会を運営することができました。アンケートの結果、夜の部は 42％、休日

の部は 37％の世帯にご観覧いただき、自由記述でも好評をいただきました。運

営してくださった PTA役員の皆様、誠にありがとうございました。 

自由記述でご意見いただいたものをお伝えさせていただきます。 

 

○ 作品を２つにしてほしい、体育館で開催してほしい 

Ａ 昨年度に引き続き、多くの声をいただきました。２作品展示するためには、

展示スペースの問題から体育館での開催が考えられます。しかし、体育館で開

催した場合、２週間程度体育館が使用できなくなり、体育の授業時間数の確保

が難しくなるため、体育館での開催は避けたいと考えております。来年度以降

も、児童の頑張りを多くの方に見ていただけるよう、内容を検討していきます。 

 

○ クラスごとに展示をしてほしい 

Ａ 学年ごとの展示で、クラスがバラバラなため子どもの作品を見付けることが

難しかったというお声をいただきました。作品は、作品がより際立つよう、色

や内容のバランスを考慮し展示しています。来年度は、お子様の作品を見付け

やすいよう案内等を工夫していきます。 

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 5 年 1月 25 日 

≪２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 水 引き落とし日 SC松井 

2 木 SC村上 

3 金 
運動集会「縄跳び大会」1･2･3年･そらほし 

令和5年度新1年生入学説明会 

6 月 朝会 

8 水 SC松井 そらほし出前授業「音楽療法」3･4限 

10 金 運動集会予備日「縄跳び大会」1･2･3年･そらほし 

11 土 建国記念の日 

13 月 運動集会「縄跳び大会」4･5･6年 

14 火 授業参観･学級懇談会(1･6年) 6年5時間授業 

15 水 
授業参観･学級懇談会(2･5年) 2･5年５時間授業  

SC松井 6年出前授業｢校歌等指導｣1･2限 

16 木 SC村上 

17 金 
授業参観･学級懇談会(3･4年､そらほし) 

3･4年､そらほし5時間授業 

20 月 運動集会予備日「縄跳び大会」4･5･6年 

21 火 クラブ⑦ 

22 水 SC松井 PTAアルミ缶回収 

23 木 天皇誕生日 

27 月 5年出前授業「愛知県立大学神谷先生 命の誕生」 

28 火 委員会⑩ 4年5時間授業 

 
≪３月行事予定≫ 

日 曜 行 事 名 

1 水 SC松井 

2 木 分団児童会(2限) 一斉下校 SC村上 

6 月 朝会 

8 水 SC松井 

10 金 卒業生を送る会(1限) 

13 月 4時間授業(13:20下校) 

14 火 4時間授業(13:20下校) 

15 水 
引き落とし日 4時間授業(13:20下校) SC松井 

6年出前授業｢校歌等指導｣1･2限 

16 木 
給食終了 1～4･6年4時間授業(13:20下校)  

5年6時間授業午後式準備(15:00下校) 

17 金 卒業式 1～5年は家庭学習日 

20 月 3時間授業(11:30下校) 給食なし 

21 火 春分の日 

22 水 
3時間授業(11:30下校) 給食なし  

PTAアルミ缶回収 

23 木 3時間授業(11:30下校) 給食なし 

24 金 修了式 2時間授業(10:30下校) 

25 土 学年末及び学年始休業日 ４月7日（金）始業式 

 

 
 

１年生   

給食費 4,400 円 

まんてんスキル漢字ドリル 350 円 

PTA会費（２月分） 200 円 

引き落とし手数料 10 円 

合計 4,960 円 
   

２年生   

給食費 4,400 円 

PTA会費（２月分） 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 

じしゃくマグネシェーター 260 円 

つくつくのびーる 270 円 

マグネットマジック 250 円 

PTA会費（２月分） 200 円 

引き落とし手数料 10 円 

合計 5,390 円 

 

 
４年生   

給食費 4,134 円 

社会テスト -300 円 

PTA会費（２月分） 200 円 

おもしろだんボールボックス 260 円 

引き落とし手数料 10 円 

合計 4,304 円 

   

５年生   

給食費 4,400 円 

アルミ針金セット 280 円 

PTA会費（２月分） 200 円 

引き落とし手数料 10 円 

合計 4,890 円 

   

６年生   

給食費 4,400 円 

ピタットくんテープカッター 540 円 

PTA会費（２月分） 200 円 

引き落とし手数料 10 円 

合計 5,150 円 

 

 

 

 

≪各学年の集金について≫ 
引き落とし日は２月１日です。特別支援学級については別紙でお伝えします。 

≪スマートフォンの学校への持ち込みについて≫           

文科省は、児童がスマートフォンを学校に持ち込むことを原則禁止としていま

す。これは、SNSを介したトラブル等の増加が懸念されるためです。本校でも、禁

止となっています。しかし、最近、近隣の小学校や中学校でスマートフォンを持

ち込む児童生徒が増えてきているようです。 

 現在は「なごや子どもの権利条約」等から、明確な理由なく荷物検査を行

うことはできず、学校で持ち込みを見付けることは困難な状況です。そのた

め、持ち込みについては、ご家庭の協力が必要不可欠と考えています。 

 お子様が学校に行っている間のスマートフォンの管理場所を決める等、ご

家庭でルールを決めていただき、スマートフォンの持ち込み防止に向けてご

協力よろしくお願いします。 



お知らせ
国語 きいたことを正しくつたえよう　つたえたいことをおもい出してかこう
算数 なんじなんぷん　おなじかずずつ　たすのかなひくのかな　100までのかずのけいさん
生活 かぞくはなかよし　もうすぐ２年生　
音楽 うたでまねっこ　みんなであわせて
図工 かみざらコロコロ　にょきにょきとびだせ
体育 ボールけりゲーム
道徳 がんばってつづける　すきなことをみつけよう　みんながつかうばしょでは

お知らせ２
国語 じゅんじょに気をつけて書こう
算数 １００ｃｍをこえる長さ　１０００をこえる数
生活 自分はっけん
音楽 きょくのながれ　くりかえしとかさなり
図工 たのしくうつして－かみはんで－　ともだちハウス
体育 体つくりとおにあそび　ボールけりゲーム
道徳 ぼくのいのち、わたしのいのち　正直な心で　ありがとうと思える心

お知らせ

国語 図や写真と文章を、むすびつけて読もう　つたえたいことの中心を明らかにして書こう

社会 市のうつりかわり

算数 小数　２けたをかけるかけ算の筆算

理科 ものの重さ

音楽 音のひびきや組み合わせを楽しもう

図工 マグネットマジック

体育 体つくりとイメージを動きに　とび箱運動

外国語 Ｃhallenge　Ｔime　3-2

道徳 よいと思ったことは　家族への思い　つたえたいありがとう

総合 地域の宝物を見つけよう

お知らせ

国語 自分の経験と結びつけて考えよう 伝えたいことをはっきりさせて書こう

社会 特色ある地いきと人々のくらし

算数 分数　変わり方

理科 もののあたたまり方

音楽 わたしたちの表げん

図工 わすれられない気持ち　おもしろダンボールボックス

体育 とび箱運動　かん単ソフトバレーボール

外国語 This is my day.(Unit9)

道徳 分かっているけど　思いでつながる命　すてきな家族に

総合 考えよう！自分の人生

お知らせ

国語 「まんがの方法」とその効果について、自分の考えをもとう

社会 わたしたちの生活と環境

算数 割合のグラフ　角柱と円柱　速さ

理科 生命のつながり<４>

音楽 ずれの音楽を楽しもう

図工 立ち上がれ！ワイヤーアート

体育 バスケットボール　タグラグビー

家庭 ミシンにトライ！手作りで楽しい生活

外国語 Who is your hero?

道徳 誠実に生きる　精いっぱい生きる　家族に感謝して

総合 かみっこえがおプロジェクト

お知らせ

国語 伝記を読んで、人物の生き方について自分の考えをまとめよう

社会 新しい日本、平和な日本へ　日本とつながりの深い国々

算数 図を使って考えよう　わくわく算数ひろば

理科 生物と地球環境

音楽 役割を決めて音階をもとにした音楽をつくろう

図工 １まいの板から

体育 ソフトバレーボール　サッカー

家庭 冬を明るく暖かく

外国語 My Future, My Dream

道徳 真の姿を求めて　自由を実現させる心　やりとげるために

総合 伝統文化や国際社会とのつながりを知ろう
　

≪徴収金について≫
　1月18日に行った校外学習日１食分の給食費は２月分から減
額して引き落としさせていただきます。また、校外学習のバス
代は、３月に徴収させていただきます。
　社会科のテスト代金を誤って徴収したため、２月分から300
円差し引かせていただきます。申し訳ありませんでした。

≪授業参観について≫
　2月17日（金）の授業参観は、各教室で「１０th アニバーサ
リー」と称し、総合的な学習「考えよう！自分の人生」の発表
会を行います。授業参観後は、学級懇談会も行います。ご予定
ください。

１年生からのお知らせ
学習予定

≪生活科・図画工作科の持ち物について≫
　2月の学習で、紙コップを合計4個、曲がらないストローを1
本使用します。2月1日（水）までに持たせてください。
生活科「かぜとなかよし」
・紙コップ2個
・曲がらないストロー1本
図画工作科「かみざらコロコロ」Ｐ５０、５１
・紙コップ2個（用途：紙皿のタイヤを接続する）

２年生からのお知らせ
学習予定

※左下に「お知らせ１」があります。
≪図工について≫
　2月中旬以降に「ともだちハウス」を作ります。教科書P50･
51を参考に、「自分だけの友だち」になるもの（小石やペット
ボトルのキャップなど）や、箱・カップ（のりや木工用ボン
ド、テープで接着できるもの）などの用意をお願いします。学
校に持ってくる日は、学級ごとにお知らせします。

≪算数について≫
　2月下旬から算数科「はこの形」で身の回りにある箱を見比
べて、大きさや形の違いについて学習します。教科書P98を参
考に、箱を1つご用意ください。学校に持ってくる日は、学級
ごとにお知らせします。

３年生からのお知らせ
学習予定

特にありません。

４年生からのお知らせ
学習予定

≪ソプラノリコーダーの購入について≫
　3年生で使用するリコーダーの注文用紙を、本日配付しました。学校で注文される方は、配付
した用紙に書かれたサイトでご購入ください。締め切りは2月3日(金)です。ご家庭で用意され
る場合は、4月当初までにご準備ください。ドイツ式(ジャーマン式)を使用しますので、購入の
際は間違いのないようお願いします。なお、在学中の兄弟姉妹との共用はご遠慮ください。

お知らせ１

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

≪授業参観について≫
　2月15（水）の授業参観は、体育館で学年合同発表会を行う
予定です。１年間の思い出や歌を発表したいと思っています。
ご予定ください。

６年生からのお知らせ
学習予定

≪卒業式について≫
　日　時：３月１７日（金）９：１５～１０：１２
　　　　　　　　　　　　　　　（受付８：４０～）
　
　参加者：６年生　保護者（卒業生１人につき２名）
　※　保護者席は、指定席（くじ引きで決定）となります。
　※　児童の服装については、特に指定はありません。
　　　進学先の制服等でも構いません。






