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板橋区立北野小学校
３年学年便り夏休み号
令和４年７月２０日（水）

充実した夏休みを

３年生としての学校生活が始まり、約３ヶ月が経ちました。子どもたちは徐々に学校生
活に慣れていき、感染症予防に気を配りながら過ごすことができました。担任一同、保護
者の皆様のご支援、ご協力に心から感謝しております。
さて、明日から待ちに待った夏休みが始まります。例年通り、長い夏休みになります。
まずは、健康に気を付けて、学校では経験できないことをできる範囲で経験し、充実
した夏休みを過ごしてください。
２学期に大きく成長した子どもたちに会えることを、楽しみにしています。

（１） 夏休みの宿題について
① ドリルパーク（国語・算数）・チェック表
国語・算数の宿題について、タブレット内にあるドリルパークで行います。２１日
（木）の午後に、夏休みの宿題を一斉配信します。宿題は、全部で１５日分出します。
内容や進め方については、子どもたちに配布している「チェック表」をご覧ください。
宿題を行う日は、それぞれのご家庭のペースに合わせて取り組ませてください。

② 読書感想文
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。
・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。

③ 読書の記録
じっくり本を読む時間がとれる夏休みなので、ぜひ、たくさんの本を読んでほしい
と思います。
読書カードは、１学期に使っていたものに記録をします。

④ 理科「ホウセンカの観察」（２枚）
育てているホウセンカの花と実の観察を行ってください。観察カードを２枚渡しま
すので、花・実、それぞれ１枚ずつ観察させてください。

○ ２学期も継続してホウセンカの観察の学習を行いますので、大切に育ててく
ださい。９月２日以降に、学校に植木鉢を持ってきてください。枯れてしま
った場合も、そのままの状態で構いませんので、学校に持ってきてください。

⑤自由課題（自由工作・自由研究など）
一人 1 つ、「自由工作」か「自由研究」のどちらかを選び、進めるようにしてく
ださい。進め方やまとめ方については、１学期中に学校で指導しています。子どもた
ちには学習に活かせそうな資料も渡していますので、そちらを参考に進められるよう
に、お声かけをお願いします。
○ 掲示する関係上、模造紙などの大きなものは使用しないでください。

調べる学習コンクール
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）
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。

⑥野菜ポスター
用紙は四つ切りサイズの画用紙です。学校の方で下書きを描いています。
背景には絵の具を使用して、中心になる物や文字にはクレヨンを使うとはっきりし
ます。

⑦音楽「リコーダー」
○教科書２４ページ「わらべうた」３曲と２５ページ「きれいなソラシ」をリコー
ダーで練習します。
○注意すること
・音穴のおさえ方、息の強さ、タンギングに気を付けて吹きます。
・練習前後は手を洗います。
・壁側を向いて吹くなど、人がいる方向を向いて吹かないようにします。
・自分や家の人の体調が悪いときには吹かないようにします。
・音を出すことができないご家庭では、指使いの練習だけでもよいです。

⑧アルゴリズム体操
2 学期が始まってもできるように練習をしておきます。体育学習発表会の「表現」
で行います。

⑨タイピング練習
進んで練習できるようにお声かけをお願いします。
各ご家庭でタブレットを使う時間やルールをもう一度ご確認ください。

（２） 持ち帰った物について
各教科の教科書、道具箱、音楽袋、体育着、上履き、防災頭巾、防災頭巾
カバー、絵の具セット、習字道具、ローマ字練習帳。
○ 筆箱の中身（鉛筆、赤青鉛筆、名前ペン）、道具箱の中の物（はさみ、色鉛筆、
のり、セロハンテープ、色鉛筆等）を点検して、不足している物は補充してお
いてください。また、記名が薄くなったものは、濃くしておいてください。
＜学校で保管しておく物＞
国語・算数・理科・社会ノート、外国語の教科書とファイル、道徳の教
科書・ノート、探検バック、図工の作品、総合ファイル、地図帳、雑巾。
※リコーダーの掃除用のガーゼを新しい物に取り替えてください。

７月２２日（金）、２５日（月）、２７日（水）に
予定していた夏季補習教室は、感染症予防の観点か
ら、中止とさせていただきます。

（３） 夏季補習教室について
＜日時＞

７月２２日（金）、２５日（月）、２７日（水）
８月２５日（木）、２６日（金）、２９日（月）
９：１５～１０：００ ３組、４組
１０：４５～１１：３０ １組、２組
＜場所＞
３年 1 組の教室
※夏季補習教室の参加は、参加可能のお知らせが来た児童のみになります。
※持ち物は、別紙で確認してください。

（４） 夏季水泳指導について
７月２７日（水） のみです。
９：００～１０：２０

1 組・２組

１０：３０～１1：５０

３組・４組

予定していた夏季水泳指導は、
感染症予防の観点から、中止と
させていただきます。

参加する場合
○校帽をかぶる。 ○プールカード（１学期に使用していたもの）を持ってくる。

○水着を着てこない。○歩いてくる。

（５） 夏休みの図書室開放について
＜日時＞

８月２５日（木）、２６日（金）、２９日（月）
９：１５～１１：３０
＜持ち物＞ 校帽、借りた本、手さげ、上履き
※熱中症対策を十分にして来てください。

図書室開放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。

（６） 今年度の課題図書（中学年）について
「チョコレートタッチ」 パトリック・スキーン・キャトリング （文研出版）
「１１１本の木」 リナ・シン（光村教育図書）
「この世界からサイがいなくなってしまう」 味田村太郎（学研プラス）
「みんなのためいき図鑑」 村上しいこ（童心社）
たくさん時間があるときだからこそ、ぜひ読んでみてください。

（７） ２学期始業式について
日時

９月１日（木） ４時間授業（給食なし）
通常通り８時１５分までに登校 １２時１５分頃下校

持ち物

校帽・連絡帳・筆記用具・上履き・防災頭巾・マスク・マスク入れ・
水筒・夏休みの宿題①～⑥・国語、算数の教科書・
健康観察記録表（７・８月の記録表は、特に変わった様子がなければ学校
に持ってくる必要はありません。９・１０月分の記録表を持ってきてくだ
さい。）

○ 夏休み中も健康記録表に、毎日記録をお願いします。
○ 7/２７（水）と８月３１日（水）にクラスルームを確認してください。
担任からのメッセージが届きます。

（８） 完全休校日について
８月８日（月）、９日８日（火）、１２日（金）、１８日（木）、１９日（金）
※完全休校日は学校に入ることはできません。

（９） 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

１年生

２年生

３年生

４年生

５年生

６年生

始

８：４５

９：２０

１０：００

１０：３５

１１：１５

１３：１０

終

９：１５

９：５０

１０：３０

１１：０５

１１：４５

１３：５０

再延期の場合：１０月１２日（水）
※給食あり

８：４５～

（１年生から順に行う予定です）

４時間授業

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。
※予定が変更す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。

（１０）

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。

（１１）
９月

２学期の主な行事予定について

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

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）

１２月

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。

