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令和４年７月２０日

先日は個人面談にお越しいただきありがとうございました。個人面談では学校の姿とはま
た違う子どもたちの様子を知ることができ、非常に有意義な時間となりました。 １学期の様
々な活動を通して、子どもたちは少しずつ成長していることを感じています。
４月から走り続けた１学期が終わり、明日からいよいよ夏休みになります。今年の夏休み
も感染症対策や熱中症対策をしながら過ごすことになります。健康や安全に気を付けながら
是非日頃取り組めなかったことや、夏休みにしかできない経験や体験を子どもたちに味わっ
てほしいと願っています。心と身体のリフレッシュをして力を蓄え、２学期に子どもたちが
元気に登校してくるのを楽しみにしています。
最後になりましたが、保護者の皆様、温かいご理解とご協力、本当にありがとうございま
した。今後も学校と家庭で連携して子どもたちを見守っていきたいと思いますので、どうぞ
よろしくお願い申し上げます。

1 夏休みの生活について
・規則正しい生活をし、健康第一に過ごしましょう。
・きまりを守って生活しましょう。お金の使い方や帰宅時刻など、家庭での約束ごとに
ついて家族で話し合ってみましょう。
・道具箱の中や、習字・絵の具の点検をしておきましょう。きれいにそうじをして、足
りない分は補充し、新学期に気持ちよく使えるようにしておきましょう。
・家のお手伝いをたくさんしましょう。
・「夏休みの生活について」の約束を、きちんと守るようにしましょう。
・プール、遊園地、ショッピングセンター、映画館、デパートなど遠出をする時は、大
人の人と一緒に行きましょう。
・子どもだけで遊ぶときに、お菓子を持って集まることはやめましょう。

２

夏休みの宿題について

①ドリルパーク（タブレット学習）（国語・算数・理科・社会）
本日、ドリルパークの放課後用に夏休みの宿題を一斉配信します。一度に行わず、毎日
少しずつ取り組むようにしてください。宿題に取り組んだら、チェック表に印をつけて確
認するようにしてください。
②自由課題（自由工作・自由研究）※別紙参照
一人ひとつ「自由工作」か「自由研究」のどちらかを選び、取り組 みましょう。
ヒント
・社会や理科、総合的な学習で学んだ事柄の中からさらに追究したいもの
・日頃から不思議に思っていることや知りたいことなど関心があるもの

・帰省先や旅行先で体験したり発見したりしたこと
※工作や手芸なども長期休業ならではの取り組みですが、ただ作るだけでなく、そこに至
る研究、あるいはそれをきっかけとした研究とするのもおすすめです。
※形式は、特にきまりはありませんが、掲示スペースが限られるため、模造紙など大きな
ものにならないようにしてください。
③読書の記録（５冊以上）
１学期に記録しているカードに継続して記録してください。（水色の表紙）
普段はなかなか読めないような長編の物語にも挑戦してみてください。
また、地域の図書館にも行ってみると、素敵な本との出会いがあるかもしれません。
参考までに

中学年向けの課題図書
「みんなのためいき図鑑」村上しいこ 作 中田いくみ 絵 童心社
「チョコレートタッチ」 パトリック・スキーン・キャトリング 作
佐藤淑子 訳 伊津野果地 絵 文研出版
「１１１本の木」 リナ・シン 文 マリアンヌ・フェラー 絵
こだまともこ 訳 光村教育図書
「この世界からサイがいなくなってしまう：アフリカでサイを守る人たち 」
味田村太郎 文 学研プラス

④読書感想文
今年度の読書感想文は全員提出ではなく希望者のみになります。読書感想文を書いた人
は、始業式に感想文と本を担任の先生に渡してください。
・３～６年１２００字以内
・作文用紙は各家庭でご用意ください。
・本の指定は特にありません。
⑤都道府県学習プリント
夏休み明けに検定をするので、４７都道府県をしっかり覚えておきましょう。難しい漢
字もありますが、４年生ですべて学習する漢字です。夏休みに覚えてしまえば、２学期の
漢字の学習にもなります。
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夏休みの水泳指導について
夏季 水 泳指 導 日と 指 導 時間 は 、以 下 の予 定 に なっ て いま す 。
8/25（ 木）
受付 時 間
指導 時 間
1組 ・2組
8:40～8:50
9：00～ 10：00
3組 ・4組
10:10～ 10:20
10： 30～11：50
持ち物：水泳道具、水泳カード、水筒、校帽
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夏休みの図書室開放について

水泳指導と同じ日です！

今年度は、夏休み中に図書室を開放します。
日時 ：８月２５日（木）、２６日（金）、２９日（月）の９：１５～１１：３０
持ち物：校帽、借りた本、手さげ、上履き
※水泳にも図書室にも来る場合、本が濡れないように袋を分けて持ってきてください。
※熱中症対策を十分にして来てください。
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夏季補習教室について
教室：４－２
持ち物：タブレット、筆記用具、校帽、上履き、水筒
健康観察記録表、マスク、ハンカチ、ティッシュ、
夏休みの宿題、計算ドリル、算数ノート、漢字ドリル、漢字ノート、
手提げやリュックサック
※サンダルではなく、運動靴での登下校をお願いいたします。
※夏季補習教室は、希望して別途お便りが配布された方のみ対象です。
前期
後期
7/22（金）25（月）27（水） 8/25（木）26（金）29（月）
9：15～10：00
3組・4組
3組・4組
10：45～11：30
1組・2組
1組・2組

７月２２日（金）、２５日（月）、２７日（水）に予定していた夏季補習教室（全
学年）は、感染症予防の観点から、中止とさせていただきます。
８月２５日（木）、２６日（金）、２９日（月）に予定している夏季水泳指導
（４～６年生のみ）と、夏季補習教室（全学年）、図書室開放（９：１５～１１：
３０）については、予定通り行う予定ですが、感染状況によっては、中止とさせて
いただくことがあります。可否については、前日までに学校連絡メールにて連絡さ
せていただきます。
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調べる学習コンクールについて
板橋区では、毎年『図書館を使った学習コンクール』の作品を募集しています。参加する
人は、始業式に担任の先生に作品を渡してください。
募集する作品：公共図書館や学校図書館を使って調べ、まとめたオリジナル作品
テーマ
：自由、もしくは板橋区に関するテーマ
サイズ
：Ｂ４または八つ切りサイズ（Ａ４でも可）
※模造紙等の作品の場合は、上記のサイズに折りたたんでご応募ください。
ページ数
：５０ページ以内
備考
：調べた時に利用した資料名及び図書館名を書いてください。
※詳細は、クラスルームに載せますのでご覧ください。
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始業式について
日時

：９月１日（木）いつも通り８：００～８：１５に登校
給食なしの４時間授業のため、１２：１５頃下校
持ち物：上履き、連絡帳、筆記用具、夏休みの課題、水筒、防災頭巾、マスク、
健康観察記録表、白衣（給食当番だった人のみ）、道具箱

お知らせ
★「東京マイ・タイムライン」を配布しました。ご家族で話し合いながら作成し、
ご活用ください。ご家庭で保管をお願いします。
★持ち帰っているヘチマの植木鉢は、学校に持ってくることはありません。
★夏休み中の完全休校日 ８／８（月） ８／９（火） ８／１２（金）
８／１８（木）８／１９（金）
※完全休校日は学校に入ることができません。
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２学期の主な行事予定について

《２学期 主な行事予定》
９月 １日（木）始業式 ４時間授業
２日（金）給食始 二計測（２・６年） ４時間授業
５日（月）委員会活動 二計測（１・５年）
６日（火）保護者会（上学年：Meetで行う予定です）
７日（水）二計測（３・４年）
８日（木）保護者会（下学年：Meetで行う予定です）
１２日（月）クラブ活動（２学期から４年生も行う予定です）
１７日（土）土曜授業プラン セーフティ教室（１～５年） 薬物乱用防止教室（６年）
２１日（水）４時間授業B時程（校内研究授業のため）
２７日（火）５時間授業
２９日（木）５時間授業
３０日（金）前期あゆみ配布
１０月

３日（月）委員会活動 読書月間始
７日（金）体育学習発表会前日準備

４時間授業（１年生～５年生）
５時間授業（６年生）

８日（土）体育学習発表会
１１日（火）振替休日
１２日（水）４時間授業B時程（教員の研修のため）
１７日（月）クラブ活動
１９日（水）４時間授業B時程（校内研究授業のため）
２１日（金）４時間授業（１・２年生）、５時間授業（３～６年生 ）
２４日（月）歯科健診（全学年）
２６日（水）４時間授業B時程（教員の研修のため）
３１日（月）委員会活動
１１月

１２月

２日（水）就学時健診（１年生：３時間授業、２～６年生：４時間授業B時程）
７日（月）クラブ活動
１６日（水）４時間授業（全学年）
１７日（木）展覧会（児童鑑賞日①）
１８日（金）展覧会（児童鑑賞日②）
１９日（土）土曜授業プラン 展覧会（保護者鑑賞日）
２４日（木）４時間授業 希望制個人面談①
２５日（金）４時間授業 希望制個人面談②
２８日（月）委員会活動
２９日（火）４時間授業 希望制個人面談③
３０日（水）４時間授業B時程（校内研究授業のため）

１日（木）４時間授業 希望制個人面談④
２日（金）４時間授業 希望制個人面談⑤
９日（金）保護者会（下学年：Meetで行う予定です）
１３日（火）保護者会（上学年：Meetで行う予定です）
１７日（土）土曜授業プラン（学級活動の日）
２２日（木）給食終 ４時間授業
２３日（金）終業式 ４時間授業
※各月の行事は、コロナウイルスの感染状況によって、変更することがあります。毎月の学年便り、
または、北野小ホームページでご確認ください。
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体育学習発表会、図工・家庭科学習発表会について

＜体育学習発表会について＞
感染症対策の観点から密になるのを避けるため、各学年で演技を発表する予定です。
発表する内容は、
１．表現（リズム運動や集団行動など）
２．かけっこ、短距離走（１・２年生：50m ３・４年生：80ｍ ５・６年生：100m）
の２種目で発表予定です。保護者の皆様には、ご自分のお子様が発表する時間のみ鑑賞して
いただく予定ですが、新型コロナウイルスの感染状況によっては、鑑賞方法が変更になるこ
とをご承知おきください。
各学年の発表となるため、日程と各学年の演技順番、時間のご確認をお願い致します。
日時：１０月８日（土） ８：４５～ （１年生から順に行う予定です）
※弁当あり ５校時にふり返りをして、１４：１５頃下校
延期の場合：１０月９日（日） ８：４５～ （１年生から順に行う予定です）
※弁当あり ５校時にふり返りをして、１４：１５頃下校

始
終

１年生
８：４５
９：１５

２年生
９：２０
９：５０

再延期の場合：１０月１２日（水）
※給食あり ４時間授業

３年生
１０：００
１０：３０
８：４５～

４年生
１０：３５
１１：０５

５年生
１１：１５
１１：４５

６年生
１３：１０
１３：５０

（１年生から順に行う予定です）

再延期になった場合、表現のみの開催になります。短距離走は、各学年の体育の授業で実施し
ます。
※予定が変更になる場合もありますので、各学年の学年便りやホームページをご確認ください。
＜図工・家庭科学習発表会について＞
校舎内にて図工・家庭科学習発表会を行います。
日程は１１月17・18・19日の３日間で、保護者参観日は19日（土）です。
図工科は平面作品を各教室の廊下掲示板や教室近くの壁面に展示し、立体作品を各学年の廊下
や１F踊り場に展示します。
家庭科は12月17日（土）の学校公開時に、5・6年生の教室の廊下掲示板に作品を展示しま
す。

