
 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

≪学校評価に関するアンケートの結果について≫           

先日は、学校評価に関するアンケートへのご協力ありがとうございました。ア

ンケートの詳しい結果については、24 日（金）にスクリレにてお伝えさせてい

ただきます。 

学校だよりについても、いくつかご意見をいただきましたので、関連するもの

のみここでご回答させていただきます。 

 

○ 学校だよりなどの保護者のみが見るものは、写真を鮮明にしてほしい。 

Ａ 学校だよりやホームページで掲載している写真の目的は、学校の雰囲気をお

伝えすることであり、児童一人一人の表情等をお伝えするものではありませ

ん。個人情報保護の観点からも、鮮明な写真の掲載はできません。授業中の児

童の様子を記録に残したいという保護者の方のお気持ちは理解できますので、

３学期の授業参観に限り、写真や動画の撮影を許可させていただきます。 

 

○ 学校だよりは B4サイズだとファイリングしにくいので、A4サイズにしてほ

しい。 

Ａ 現在の情報量を A4 にした場合、文字が小さくなり非常に読みにくくなって

しまいます。掲載する内容や方法を工夫し、来年度は A4サイズで配付できる

ようにしていきます。 

 

 

 

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 2月 22 日 

≪３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 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 2～4年2時間授業(10:30下校) 

    ※5年生は、来年度準備のため11:00下校 

25 土 学年末及び学年始休業日 ４月7日（金）始業式 

 
≪４月行事予定≫ 
日 曜 行 事 名 

6 木 入学式 2年～6年は家庭学習日 

7 金 
始業式 

全校3時間授業(11:30下校) 

10 月 
対面式 分団児童会 一斉下校 

全校3時間授業(11:30下校) 

11 火 
離任式 

全校3時間授業(11:30下校) 身体測定6年 

12 水 
2~6年給食開始 1年3時間授業(11:30下校) 

2~6年4時間授業(13:20下校) SC松井 身体測定5年 

13 木 
1年3時間授業(11:30下校) 2~6年4時間授業(13:20下校) 

3年以上「代表･学級委員選挙」 身体測定4年 

14 金 
1年3時間授業(11:30下校) 2~6年4時間授業(13:20下校) 

身体測定3年 5･6年「委員会決め」 

17 月 1年3時間授業(11:30下校) 身体測定2年 

18 火 

1年給食開始 身体測定1年 

委員会①(5･6年)  4年5時間授業 

全国学力学習状況調査(6年)  

19 水 
SC松井 内科検診6年･4-1､4-2 

学級懇談会(2･3年14:30~) 2･3年5時間授業 

20 木 視力検査5年 

21 金 
学級懇談会(4･5年14:30~) 4･5年5時間授業 

視力検査4年 

24 月 1年生交通安全訓練 視力検査6年･そらほし 

25 火 
学級写真 学級懇談会(6年･そらほし14:30~)  

6年･そらほし5時間授業 

26 水 SC 内科検診そらほし､1-1､1-2､2-1､2-2､2-3 

27 木 避難訓練 視力検査1年 

28 金 
遠足(全学年) 

給食なし（お弁当） 

29 土 昭和の日 

31 水 内科検診3年 

 

 

１年生   

給食費 4,400 円 

名札 270 円 

PTA会費（３月分） 200 円 

引き落とし手数料 10 円 

合計 4,880 円 
   

２年生   

給食費 4,400 円 

PTA会費（３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 

PTA会費（３月分） 200 円 

引き落とし手数料 10 円 

合計 4,610 円 

 

 

４年生   

給食費 4,400 円 

バス代（駐車代金を含む） 1,446 円 

PTA会費（３月分） 200 円 

引き落とし手数料 10 円 

合計 6,056 円 
   

５年生   

給食費 4,400 円 

PTA会費（３月分） 200 円 

引き落とし手数料 10 円 

合計 4,610 円 
   

６年生   

給食費 4,400 円 

PTA会費（３月分） 200 円 

引き落とし手数料 10 円 

合計 4,610 円 

 

 

 

 

≪各学年の集金について≫ 
引き落とし日は３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。 

≪令和５年度の年間行事予定について≫           

来年度の年間行事予定は、３月中旬に発行の「学校だより 年度末号」でお伝えさ

せていただきます。 

※ 年間行事予定は、変更する場合がありますので、 

ご了承ください。 



お知らせ
国語 ようすをおもいうかべながらよもう
算数 おおいほうすくないほう　大きさくらべ（２）　かえますか？かえませんか？　 もうすぐ２年生

生活 ふゆとなかよし
音楽 ほしのおんがくをつくろう
図工 すきまちゃんのすきなすきま
体育 力だめしとおにあそび
道徳 のびのびとせいかつするために　ありがとうのきもち

お知らせ
国語 場面の様子や登場人物の行動に気をつけて読もう
算数 分数　もうすぐ３年生
生活 ありがとうをとどけよう　みらいにむかってはばたこう！
音楽 にっぽんのうた　みんなのうた（２）　みんなの音楽時計をつくろう
図工 ともだちハウス
体育 ボールけりゲーム
道徳 友だちっていいな　もくひょうにむかって

お知らせ

国語 登場人物の気持ちのうつりかわりを読もう

社会 市のうつりかわり

算数 □を使った式　そろばん　わくわく算数ひろば

理科 ものの重さ　おもちゃショーを開こう！

音楽 みんなで合わせて

図工 ペタパタひらくと

体育 かん単タグラグビー

外国語 Who are you?

道徳 命のふしぎ　ゆめに向かって

総合 卒業生を送る会を成功させよう

お知らせ

国語 場面のうつり変わりと、登場人物の気持ちの変化を読もう

社会 特色ある地いきと人々のくらし

算数 直方体と立方体

理科 すがたを変える水

音楽 役わりをもとに音楽をつくろう

図工 おもしろだんボールボックス

体育 かん単ソフトバレーボール　かん単サッカー

外国語 Challenge Time 4-2

道徳 みんなのために働く　周りの人にありがとう

総合 卒業生を送る会を成功させよう

お知らせ

国語 みすゞをさがし求めた筆者について、考えをまとめよう

社会 わたしたちの生活と森林　環境を守るわたしたち

算数 変わり方　表を使って考えよう

理科 ６年の学習の準備

音楽 変そう奏曲を楽しもう　わたしたちの表現

図工 形が動く　絵が動く　－紙粘土で－

体育 タグラグビー

家庭 世界で一つだけの作品を楽しく使おう

外国語 Check Your Steps 3

道徳 くじけないで　生きる喜び

総合 かみっこ笑顔プロジェクト

お知らせ
国語 出会った言葉をふり返ろう

社会 世界の未来と日本の役割

算数 ６年のまとめ

理科 生物と地球環境

音楽 音楽に思いをこめて

図工 言葉から想像を広げて

体育 サッカー

家庭 あなたは家庭や地域の宝物

外国語 Check Your Steps 3

道徳 支えてくれた人々に　よりよく生きるために

総合 卒業式を成功させよう

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

≪修了式3月24日(金)の下校時間について≫
　修了式の日、2年生から4年生は10時半に下校となりますが、
5年生は来年度に向けた机の移動等を最高学年の取り組みとし
て行うため、11時下校となります。

６年生からのお知らせ
学習予定

≪卒業式の座席について≫
　保護者席のくじ引きは、２月中に児童が行います。決定した
保護者席とお子様の座席は、３月３日（金）に式次第とともに
お知らせをします。

特にありません

１年生からのお知らせ
学習予定

≪名札について≫
　先日購入いただいた名札は、届き次第配布します。台布に縫
い付け、透明カバーに入れて学校へ持たせてください。

２年生からのお知らせ
学習予定

特にありません

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




