中野区立桃園小学校
第 1 学年 学年だより
平成３０年 4 月２７日
No.４
５月号

４月２４日は、遠足でせせらぎの里公苑へ行きました。２年生のお兄さん、お姉さんとペアになっ
て歩き、２年生と一緒に遊んだりお弁当を食べたりしました。電車の中でも、マナーを守って行動す
ることができ、楽しく一日を過ごすことができました。初めてのことばかりだった４月でしたが、緊
張しながらも学習や給食、清掃、5 時間授業と少しずつ慣れてきています。保護者の皆様には、持ち
物の準備など、ご協力いただきありがとうございます。ご家庭では一緒にゆっくりと過ごす時間をと
り、心のエネルギーが保てるよう見守りをお願いいたします。
５月は運動会があります。
「早寝、早起き、朝ごはん」で、体調管理をよろしくお願いいたします。
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下校時刻 ５時間授業 14 時 4０分（高学年のクラブや委員会、係活動などがある日は、14:35 下校となります）
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お知らせとお願い
◆時間割
毎日、時間割通り 5 時間分を持たせてください。4 時間授業の日や、運動会練習の期間も、午前
午後の教科を入れ替え、5 時間目の教科を午前中に学習することがあります。また、時間割揃えと
同時に鉛筆削りもさせてください。
◆５月１２日（土） 学校公開日
学校公開日は、保護者や地域の方々に学校生活の様子を見ていただく機会です。
・ 毎回、3 時間授業、給食なし、11:30 が最終下校時刻です。
・ 参観は自由で、どの時間から参観されても結構です。
・ 詳しい授業内容や学習場所等につきましては、受付に掲示いたします。
・ 来校される際はネームプレートと上履きを持参し、東昇降口の受付で名簿に○印をつけてく
ださい。
・ 授業中はお静かにお願いします。写真やビデオ撮影はご遠慮ください。
１校時（08:35 - 09:20）
：授業公開
２校時（09:25 - 10:10）
：授業公開
３校時（10:25 - 11:10）
：避難訓練（引き渡し訓練です。学校からお知らせが配布されますの
でよくお読みください）
◆名札について
５月いっぱいで名札の使用を終わり、学校で保管します。ご承知おきください。
◆入学式写真申し込み

入学式の写真を５月１１日（金）より 2 階中央階段前に掲示します。公開日などの来校時
にご覧ください。５月１１日（金）に配布する申し込み袋に代金を入れて、お子さんに持た
せてください。申し込みは５月１８日の朝です。写真屋さんが昇降口で回収します。また、
「登校したら、写真屋さんに自分で渡す」ということを伝えてください。なお、申し込みが
遅れた場合は、申込み袋裏面に連絡先が載っていますので、大石写真館へ直接届けてくださ
い。

◆鍵盤ハーモニカについて

６月より鍵盤ハーモニカを使用した学習を行います。
（鍵盤ハーモニカを学校で購入され
た方は届き次第、一度持ち帰ります。
）学習の前に 次の物を準備しておいてください。用意が
できましたら、学校で保管しますので持たせてください。
① ガーゼまたはタオル地のハンカチ 1 枚を入れる。
② ケース・本体・ホース・ホース両端の部品・ハンカチなど、すべてに記名する。
◆耳鼻科検診について
５月３１日（木）耳鼻科検診の前日までに、耳垢を取っておいてください。治療が終わらない
と、6 月中旬からの水泳指導においてプールに入れなくなる場合があります。また、髪の長い人
は、耳を出すように結んできてください。
◆あさがおの栽培について
５月下旬より、生活科の学習であさがおを栽培します。つきましては、５００ミリリットルの
空ペットボトルをご用意していただき、記名をして５月１４日（月）までに持たせてください。
◆色鉛筆について
学習で色鉛筆を使用しております。状況を見て色鉛筆を持ち帰らせますので、お子さんがご家
庭に色鉛筆を持ち帰った際は、色鉛筆の芯を削って持たせてください。
★国語の宿題について
授業でひらがなを学習したあと、宿題として自宅で
プリントの裏面に二行繰り返し練習をします。一文字
一文字意識して書くことはもちろんですが、なぞり書
きも丁寧にできるように見てください。
上手にできた部分をほめて、修正したほうがよい部
分があったときは、励ましながら、直させてください。
消しゴムで消す練習にもなりますので、よろしくお願
いいたします。最後の一行はその日習ったひらがなの
つくことばを一つ、書かせてください。
（例：
「つ」を学習した場合…つみき、つくし、つき、
つくえ…など）
鉛筆は、B か２B の鉛筆を使います。宿題は翌日提
出してください。担任がチェックをした後、返却しま
す。
毎日の積み重ねが確かな力になります。ご協力よろ
しくお願いいたします。

先日配布した「きらきら ５月号」ですが、裏面の一部に印刷できていない箇所がありまし
た。お詫びして訂正いたします。
以下、網掛けの部分が印刷できていなかった部分です。ご確認ください。

◆運動会の日程について
運動会は２６日（土）実施の予定です。雨で中止となった場合は２７日（日）に順延、２６日
も２７日も実施できなかった場合は２８日（月）に順延となります。実施できなくなった日は授
業を行わず、休業日となります。保護者会で説明した内容と変更になっておりますのでご承知お
きください。詳しくは学校だより「ももとせ」や後日配布される運動会のお知らせをご覧くださ
い。
◆運動会練習について
・ほぼ毎日体育の授業があります。
・汗をかきやすくなるため、汗ふきタオルを持たせてください。
・練習期間中は週末に限らず、体育着を持ち帰らせることがあります。
・洗濯が間に合わないときには、体育着に準ずる動きやすい服（白半袖・半ズボン）を持たせ
てください。
・髪の長い子は、毎日髪を結んできてください。
（運動会練習に限らずお願いします。
）
・体調が悪く見学の必要がある場合は、運動会までは毎日連絡帳にてお知らせください。
・２３日（水）と２４日（木）は、朝の時間に全校児童による運動会の全体練習があります。
体育着に着替える時間が必要ですので、８時 10 分までに西昇降口に到着するように登校さ
せてください。
【天候次第で２５日（金）に延期になる場合もあります】
・体育着は、２４日（木）に持ち帰ります。運動会当日に間に合うように、洗濯をお願いしま
す。２５日（金）は、動きやすい服で登校させてください。体育着に着替えずに仕上げの練
習をする場合があります。
◆運動会の観覧について
運動会は授業の一環として行っております。入場行進や開会式等ではお子さんの行進する姿や
話を聞く姿を、演技や競技では一生懸命に頑張る姿を、カメラ越しではなく保護者の方の目でし
っかりとご覧いただきたいと思います。その場での大きな拍手が子供たちにとっての達成感につ
ながります。また、児童席に入らないようにお願いいたします。お子さんの水筒に中身を補充す
ることも、ご遠慮ください。
（２本持たせる、大きめの水筒にするなどしていただき、飲み切った
ら水道水を飲ませています。
）

