
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

   

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 9月 1 日 

≪運動会について≫           

10月 15日（土）の運動会に向けて、9月 26日（月）より練習を開始します。

アルコールでの除菌やマスクの着用等の感染症対策を行います。不安なことなど

がありましたら、担任までご相談ください。 

なお、当日は給食なしの 40 分４時間授業となりますので、12:05 に下校しま

す。観覧は、お子様の競技中のみの観覧（人数制限はなし）とさせていただきま

すので、ご了承ください。また、本年度も Youtubeでのライブ配信を行う予定で

す。 

≪タイムスケジュール（予定）≫ 

 学年 時間 

１部 ３・４年生 8:45 ～  9:45 

２部 １・２年生 9:50 ～ 10:50 

３部 ５・６年生 10:55 ～ 11:55 

※ 新型コロナウイルス感染症の感染状況等により、予定を変更する場合があり

ますので、ご了承ください。 

※ 運動会予備日となっている 19日（水）は、15日(土)に運動会が実施された

場合でも、給食なしの 40 分４時間授業、12:05 下校となりますのでご承知お

きください。 

≪９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 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  

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 SC村上 

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 3年･5年交通安全教室 

 
 
≪10 月行事予定≫ 

日 曜 行 事 名 

3 月 引き落とし日 朝会 3･4年「学級委員選挙」 

4 火 
2年生朝帯学習タイム開始 

委員会⑥(後期)(5･6年6限) 4年5時間授業 

5 水 SC松井 

6 木 6年科学館見学(6時間授業) SC村上 

7 金 6年5時間授業 

10 月 スポーツの日 

12 水 SC松井 

14 金 全学年5時間授業 運動会準備(午後) 

15 土 運動会 40分4時間授業(12:05下校) 

17 月 運動会代休 

18 火 
運動会延期の場合は全学年5時間授業 

午後運動会準備 

19 水 
運動会予備日(給食なし)  40分4時間授業(12:05下校) 

SC松井 

20 木 そらほし出前授業｢買い物体験｣3限 SC村上 

24 月 
学校生活アンケート4~6年､そらほし 

そらほしつき校外学習「ロングウッド水泳教室」 

25 火 
委員会⑦(5･6年6限) 4年5時間授業 

防犯教室(2･4･6年3限) 

26 水 SC松井 PTAアルミ缶回収 

31 月 朝会(認証式) 

 

≪各学年の集金について≫ 

９月分は、本日９月１日に引き落とさせていただきました。金額等の詳細は、

「夏休み号」でお伝えさせていただいております。 

≪睡眠とタブレット等の関係～寝る子は育つ～≫           

平成 26 年に文部科学省が行った調査では、寝る直前までスマートフォンやパ

ソコンなどをよく使う子どもが全体の 52％に上り、そうした子どもほど授業中

の眠気を感じている傾向があることが分かったそうです。昨年度から、１人１台

のタブレットが配付されたことで、本校でも大きな問題だと捉えています。 

この調査では、就寝時刻が遅い子どもほど、「自分のことが好きだ」と回答す

る割合が低く、「なんでもないのにイライラする」と回答する割合が高くなって

おり、睡眠時間が自己肯定感にも関係することが分かっています。 

また、全国学力状況調査では、睡眠時間を８～９時間とっている子どもの正答

率が最も高くなっており、睡眠時間は学力にも影響すると言われています。 

寝る直前までタブレットやスマートフォンを使用したり、携帯ゲーム機等でゲ

ームをしたりしていると、画面から発せられる光で眠気が抑えられ、睡眠時間が

短くなったり、眠りが浅くなったりしてしまうことが考えられています。 

適切な睡眠習慣のため以下を参考に、ご家庭でのルール作り等にご協力よろし

くお願いします。 

≪名古屋市「情報モラル啓発資料」≫ 

 

 ルールの例 

○ 夜８時以降は、インターネット機器を使わない。 

※ リビングで充電し、自室に持ち込まない。 

 

≪２学期が始まりました≫           

夏休みが終わり、２学期が始まりました。休み明け直後は大きなプレッシャー

や精神的動揺が生じやすく、心の不調が起こりやすい時期とされています。本校

は、９日（金）までは給食ありの４時間授業で 13:20に下校します。ゆっくりと

落ち着いて、心と体を学校のリズムに整えていきます。新学期のお子様の様子で

気になることがありましたら、学校までお知らせください。 



お知らせ
国語 なつのおもいでをはなそう　けんかした山　だれが、たべたのでしょう
算数 １０よりおおきいかず　なんじなんじはん
生活 あきとなかよし
音楽 どれみとなかよし　こんにちはけんばんハーモニカ
図工 みてみてあのね　ごちそうパーティーはじめよう！
体育 体つくりとリズムあそび・リレーあそび
道徳 しぜんとなかよく　いきているっていいな　がっこうでたのしく　すきかきらいかでなく

お知らせ
国語 じゅんじょを考えて話しましょう　したことや言ったことから、登場人物の考えを読もう

算数 たし算とひき算のひっ算（２）　図をつかって考えよう（２）　しきと計算
生活 つくる楽しさはっけん
音楽 めざせ楽器名人（１）　きょくに合った歌い方
図工 たのしかったよドキドキしたよ　まどからこんにちは
体育 竹馬ととんではしって　にんじゃごっこ
道徳 すごしやすいクラスに　自分とちがっても　あいても自分も気もちよく　明るい心で

お知らせ

国語 つたえたいことをはっきりさせて書こう

社会 店ではたらく人

算数 長さ　あまりのあるわり算　重さ

理科 動物のすみか　植物の育ち方（４）花がさいた後

音楽 にっぽんのうたみんなのうた（３）　せんりつの流れとへん化

図工 あの日あの時の気持ち　カラフルフレンド

体育 リズムダンス　体のつくりと小がたハードル走

外国語 What do you like?

道徳 はたらくときには　きまりは何のため　度をこさないために　かけがえのない命

総合 地いきのたからをものを見つけよう

お知らせ

国語 写真などの図のよさを知り、活用しよう

社会 自然災害からくらしを守る

算数 小数　２けたでわるわり算の筆算　割合

理科 星や月［１］　季節と生物［４］　雨水のゆくえ

音楽 めざせ楽器名人　曲に合った歌い方　

図工 カードで伝える気持ち

体育 かん単バスケットボール　レッツリズムダンス

外国語 Do you have a pen?(Unit 5)

道徳 楽しい学校に　正直な心で　友だちを大切に　正しいことを行うために

総合 知ろう日本！ことばプログラミング

お知らせ

国語 物語の全体像をとらえ、やま場の場面を見つけて読もう

社会 わたしたちの生活と工業生産

算数 整数

理科 生命のつながり　流れる水のはたらき

音楽 にっぽんのうた　みんなのうた　音楽の旅

図工 心に残ったあの時あの場所

体育 走りはばとび　マット運動

家庭 持続可能な暮らしへ　物やお金の使い方

外国語 Check Your Steps 1

道徳 ケンタの役割　ドッジボール対決　同じでちがう

総合 調べたことをまとめよう

お知らせ
国語 てんかいを考えて、表現を工夫して書こう

社会 日本の歴史

算数 円の面積、立体の体積

理科 月と太陽

音楽 ひびき合いを生かして

図工 わたしの大切な風景、未来のわたし

体育 ハードル走

家庭 思いを形にして生活を豊かに

外国語 Check Your Steps 1、Summer Vacations in the World (Unit4)

道徳 責任を自覚して、自分の心に誠実に、理解し合うために

総合 運動会を成功させよう

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

≪校外学習について≫
　11月９日（水）に、美濃加茂市の「ヤマザキマザック工作機
械博物館」、「アクア・トトぎふ」へ校外学習に行く予定で
す。詳しくは、またお知らせします。

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≫
　９月６日（火）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。
　９月13日（火）には、卒業アルバムの委員会写真の撮影を予
定しています。

≪校外学習について≫
　11月８日（火）に、社会科の「陶磁器をつくるまち・瀬戸
市」の学習の一環として、瀬戸蔵ミュージアムと愛知県陶磁美
術館に校外学習に行く予定です。陶磁美術館では、作陶体験を
行います。詳しくはまたお知らせします。
≪図工　彫刻刀の希望購入について≫
　10月の図工「ほってすって見つけて」で、彫刻刀を使いま
す。９月に彫刻刀の希望購入を行います。希望購入される場合
は、配付する封筒に代金を入れてご提出ください。市販のもの
を購入される場合は、封筒に書かれているセットの内容に準じ
たものをご用意ください。

１年生からのお知らせ
学習予定

≪教科書について≫
　生活と図画工作の下の教科書は、２年生で使います。なくさ
ないよう保管をお願いします。
≪図画工作科の用意について≫
　図画工作科「ごちそうパーティーはじめよう」で紙粘土を使
用して、食べ物をつくります。そこで、図画工作科（上）の教
科書ｐ26、27を参照の上、紙皿や紙コップ等を２個程度ご準備
ください。9月16日（金）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

≪校外学習について≫
　11月４日（金）に、生活科・国語の学習の一環として名古屋
港水族館に行く予定です。詳細については、後日お知らせしま
す。

３年生からのお知らせ
学習予定

≪コンパスについて≫
　10月に算数でコンパスを使います。できれば、鉛筆をつけて
円を描くタイプのものをご用意いただきますようお願いしま
す。学校に持ってくる日は、後日連絡帳でお知らせします。

４年生からのお知らせ
学習予定


