
 

 

 

 

 

 

 

校庭の木々の葉も一層勢いを増し、近頃雨の日が多く早めの梅雨を感じる季節になりまし

た。生活科ではアサガオの種をまきました。子どもたちは「元気に育ってね。」という思い

を込めて、水やりなど世話を一生懸命頑張っています。子どもたちは、学校生活にもすっか

り慣れてきて、生き生きと学習したり遊んだりしています。６月から５時間授業や水泳学習

が始まります。引き続き、ご協力をよろしくお願いします。 

◆６月の行事予定 

月 火 水 木 金 土 

 

 

 

 

★６／１～ 

６／３０ 

読書月間 

１    ⑤ 

なかよし学校探

検（2 年生と３

組・４組） 

タブレットＰＣ

持参日 

２    ⑤ 

なかよし学校探

検（２年生と１

組・２組） 

３    ⑤ 

「呼吸器スク

リーニング」提

出締め切り日 

４ 

６    ④ 

全校朝会 

 

 

SC 

７    ④ 

タブレットＰＣ

持参日 

4 時間授業Ｂ時程 

（13:10 下校） 

８    ④ 

4 時間授業Ｂ時程 

（13:10 下校） 

９    ⑤ 

プール開き集会 

 

１０   ⑤ １１ 

13   ④ 

 

 

SC 

14   ⑤ 

タブレットＰＣ

持参日 

15   ⑤ 

 

16   ⑤ 17   ④ 

水泳学習 

（１組、３組） 

4 時間授業 

18   ③ 

土曜授業プラン 

20   ④ 

水泳学習 

（２組、４組）

SC 

21   ⑤ 

タブレットＰＣ

持参日 

22   ⑤ 

体力テスト 

 

23   ⑤ 

 

24   ⑤ 

避難訓練 

（集団下校） 

25 

 

27   ④ 

 

SC 

28   ⑤ 

タブレットＰＣ

持参日 

29   ④ 

個人面談１ 

4 時間授業 

30   ④ １    ⑤  

SC…スクールカウンセラー来校日 〇内の数字…授業時間数 

※予定が変更になる場合は、緊急メールやホームページにてお知らせいたします。 

※学校に忘れ物をしても、学校に取りに来ないようにしましょう。 
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令和４年５月３１日（火） 

 

 

 



 

                 ※コロナウィルス感染症対策により、学習内容が変更になる場合があります。 

 

 

 

☆お知らせとお願い☆ 

◎６月からの下校時刻について 

6 月より火曜日～金曜日が５時間授業になります。下校時刻の目安は下記の通りです。 

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

１３：２０頃 １４：２５頃 １４：１５頃 １４：２５頃 １４：１５頃 

◎連絡帳について 

本日から連絡帳を書き始めます。ご家庭では毎日確認していただき、サイン（押印）をして励ま

してあげてください。連絡帳に「マークの見方」を貼っていますので、併せてご覧ください。 

 

◎音楽指導について 

6 月から音楽の指導を村上玲子先生も担当します。担任も一部担当して指導にあたりますので、

ご承知おきください。 

 

◎毎日必ず持たせる学習教材について 

時間割に書かれていなくても、国語と算数の教科書とノート、計算ドリルを必ず毎日持たせてく

ださい。よろしくお願いします。 

こくご 
さとうとしお はをつかおう とんこととん をへをつかおう 

きいてつたえよう ちいさいっ ことばあそび あひるのあくび 

さんすう 
いくつといくつ あわせていくつふえるといくつ 

のこりはいくつちがいはいくつ 

せいかつ きれいにさいてね なかよしがっこうたんけん 

おんがく はくにのってリズムをうとう 

ずこう チョッキンパ みて、みて、いっぱいつくったよ 

たいいく たいりょくてすとにむけて みずあそび とぶうんどうあそび 

どうとく つばめ あとかたづけ もりのぷれぜんと ぞうさんとおともだち 

６月の 



◎タブレットＰＣについて 

６月から、週１回程度、タブレットＰＣを学校に持って登校します。前日までに充電をお願いし

ます。タブレットカバーにＰＣとマウスを入れて、ランドセルに入れて持たせてください。なお、

タブレットＰＣ持参日は荷物が重くなるため、持参日の授業に使用する教科書等は前日に学校に置

いて帰りますのでご了承ください。 

 

◎算数の宿題ついて 

１日（水）から算数の宿題が始まります。計算ドリル１ページかプリント 1 枚を基本に出しま

すので、毎日ご家庭で丸付けをして、学校に提出をしてください。また、間違いがあった時には、

直しもさせてください。宿題は、お子さんの習熟の度合いをご家庭で把握できるチャンスですの

で、お子さんのために丸付けや直しは忘れずにお願いします。 

 

◎集団下校について 

 24 日（金）の 5 時間目は集団下校となります。 

・集団下校の場合は、色コースごとに下校します。色コースで集合し、人数の確認をしてからの下

校になるため、最初に下校するコースと最後に下校するコースの下校時間に約 15 分程度のずれ

が生じる場合があります。下校時間について緊急メール等は配信しませんので、あらかじめご了

承ください。 

・さんさんタイム登録児童（就労証明書未提出）は利用を中止します。但し、下校しても保護者が

自宅に居ない児童に限り受け入れを行いますが、基本的にはあいキッズは学校からの依頼を受け

て、受け入れを行うことになります。あいキッズでの受け入れが必要な場合は、学校とあいキッ

ズに連絡してください。 

・きらきらタイム登録児童、さんさんタイムオレンジ（出席・帰宅時間管理）登録児童は、通常通

り利用可能です。 

 

 

◎読書月間について 

６月 1 日(水)～６月 30 日（木） 

取り組みが可能な日に１０分程度、親子で読書をお願いします。保護者の方が本を読み聞かせた

り、児童が読んだり、交互に読んだりなどいろいろ工夫して親子で読書の時間をもっていただけれ

ばと思います。読んだ本は、1 日に配布される「おやこどくしょ・どくしょのきろく」に記入して

ください。1 年生は、1 学期に限りおうちの方に記入していただけると幸いです。記入したカード

はいつも連絡袋に入れておいてください。 

 

 

 



◎水泳学習について 

6 月中旬より、水泳学習を実施する予定です。詳細については、昨日別紙を配布しておりますの

で、そちらでご確認をお願いいたします。 

※水泳指導が始まる前に、事前に水着を着て、サイズの確認をお願いします。 

 

水泳学習中は特別時間割になっています。水泳指導の日でも天候の関係で他の教科を行うことが

あります。また、雨天の場合など、プール使用時間に通常の体育を行うこともあります。引き続き、

体育着は毎週月曜日に持たせてください。 

 

○プールに入る日 

1 組：6 月 17 日（金）２時間目・7 月７日（木）２時間目・7 月 14 日（木）２時間目 

2 組：6 月 20 日（月）２時間目・7 月７日（木）3 時間目・7 月 14 日（木）3 時間目 

3 組：6 月 17 日（金）3 時間目・7 月６日（水）２時間目・7 月 13 日（水）２時間目 

4 組：6 月 20 日（月）3 時間目・7 月６日（水）3 時間目・7 月 13 日（水）3 時間目 

（雨天の場合や水温の低い場合、入らないこともあります。） 

 

○持ってくる物  

①プールのけんこうカード 

プール指導日の朝に全員提出します。プールに入らない人も提出してください。また、例え 

悪天候で中止が予想される場合でも、「けんこうカード」は提出します。 

必ず、体温とその日の健康状態を保護者の方が確認した後で、押印（サイン可）をしてくだ

さい。→「けんこうカード」は連絡袋に入れてください。 

※カードの記入漏れや誤記、押印・サインなしについては見学となります。その場合にこちら

から確認の電話連絡はいたしませんので、ご了承ください。 

②プールセット 

スクール水着（紺色か黒色）、水泳帽（赤・マジックテープ付き）、バスタオル（腰に巻ける

もの）、ビニール袋（濡れたものを入れる袋）→全てをプールバッグに入れてください。 

※水着や帽子、タオル等の持ち物忘れがあった場合も見学となります。その場合も「けんこう

カード」の記入漏れ等と同様に、確認の連絡はいたしませんので、ご了承ください。 

 

○水泳授業に関するお願い 

・「水泳指導について」の水泳指導参加確認票（担任への連絡事項）の締切りが６月８日（水）ま

でとなっています。押印を忘れずにご提出ください。 

・ゴーグルの使用は可能です。使用を希望される場合は、自分でゴーグルをつけたり外したりで

きるようにしておいてください。長さの調節なども、自分でできるようにお願いします。紛失



や破損につきましては、学校では責任を負いかねますのでご了承ください。なお、水慣れの学

習で、あえてゴーグルをはずさせる場合があることもご承知おきください。 

・長い髪の子はゴムで結んで、髪の毛を帽子の中に自分で入れる練習をさせてください。また、

ヘアピンや飾りの付いたゴムは使えません。プールの前には手や足の爪を必ず切ってください。

できるだけお子さんに切らせてください。 

・帽子の名前はフルネームで書きます。全ての持ち物、下着、靴下にも名前を書いてください。 

・水着を自分一人で脱ぎ着できるように、また、濡れた髪や体を自分でしっかりとふけるように、

ご自宅でも練習してください。 

・初回はプールに入れなくても着替えの練習をしますので、天候等関わらず、必ずプールの用意

を持たせてください。（水泳カードも提出する練習をします。） 

・プールカードは、毎回、水泳学習のある日の前日までに子どもたちに返します。  

（詳しくは配布されたプリントをお読みください。） 

 

◎6 月１８日（土）の土曜授業プランについて 

５月の土曜授業プランでは御来校くださいまして有り難うございました。今月は 18 日（土）を

予定しています。詳細は後日配布のお手紙にてご確認ください。 

 

◎個人面談について 

６月２９日（水）～7 月 8 日（金）に本年度２回目の個人面談を実施いたします。今回も全家庭

との面談となります。６月６日（月）に希望調査を配布しますので、６月１３日（月）までにご提

出ください。 

 

◎体力テストの児童調査票について 

6 月に東京都の児童・生徒全員を対象に体力調査が行われます。学校で測定を行い、その結果を

東京都に提出します。その際、調査票の質問紙調査があります。1 年生児童の記入は難しいため、

保護者の方にご記入をお願いしています。 

後日、ピンクファイルに入れて児童調査票を持ち帰ります。６月 17 日（金）までにご提出くだ

さいますよう、よろしくお願いいたします。記入説明の用紙をご覧になり、質問紙調査の③から⑩、

裏面の⑪から㉗までの質問に答えてください。①②は学校で記入します。 

＊なお、体力測定の結果については、東京都から調査結果が届いてからお渡し致します。 

２学期末ごろの報告になる予定です。 

 

 

 

 

◆集金のお知らせ◆  

～次回の引き落としは６／１５（水）です～ 

・給食費       ３,９９０円 

手数料の 10円を含み、４，０００円の引き落としになります。 


