
きあ、 2学期のスタートです :

長い夏休みが終わ り、子 どもたちの元気な姿が学校に戻つてきました。夏休み中は、家

族 との時間を大切にした り、勉強や運動を頑張った りと、有意義な時間を過 ごすことがで

きたと思います。

さて、今 日から2学期です。気持ちを切 り替え、充実 した学校生活を送ってほしい と思

います。 2学期初 日の今 日は始業式があ りま した。始業式では、代表の子 どもたちが 1学

期に頑張つたことと、 2学期に頑張 りたいことを話 しました。

その時の言葉を下に紹介 します。 (※原文の平仮名は漢字に直 してあります。)

私が 1学期に頑張ったことは、図工の「立ち

上がった絵の世界」の絵の具の ところです。特

に、絵の具の色まぜ を頑張 りま した。で も、紳

かい ところはうま くできな くて、 くしゃくしゃ

になったりして しまったので、 2学期の展覧会

の「読書感想画」の絵の具の ところでは、大ま

かにぬ るところも、細かい ところも、 されいに

くしゃ くしゃにな らない よ うに頑張 りたヽヽで

す。

2学期に頑張 りたい ことは もう丁つ あ りま

す。 それは、理科の太陽の動 きの勉強です。私

は理科が大好 きなので、 2学期 も頑張 りたい と

思います。 (3年 生代 表 )
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私が 1学期に一番頑張ったことは、 クラスで

のお楽 しみ会の準備です。クラスのみんなの名

オしに付けるリボンを作った リプ レゼ ン トを作っ

たりしま した。お友逹に、「がんばったで しょう」

の賞状 をもらったのが うれ しかったです。

2学 期に頑張 りたいことは、学校の うんてい

で、一段抜か しで最後までい くことです」たく

さん練習を頑張 ります。   (1年 生代表 )

私が 1学期に頑張 ったことは、中津川野タト学

習です。

特に
`P象

に残 ったことはキャンプファイヤー

です。私は、クラスのスタンツ実行委員だったの

で、同 じ実行委員のみんなで協力 してダンスを

考 えま した。そして本番では、協力 し合って考え

たダンスを、燃 えている人の近 くで踊 って、とて

も楽 しかったです。

2学 期 に頑張 りたい ことは、中津川での経験

を生か して、もっと友逹 を増やすことです。今の

クラスでは、今年初めて同 じクラスになった人

がた くさんいたので、多くの友逹ができま した。

同 ビ5年 生の中で も、まだ話 したことのない人

がいるので、 これか ら同 じ学年のた くさんの人

と話 して、学年目標の「ベス トフ レン ド」に近づ

けるように頑張ってい きたいです。

(5年 生代表 )



2学期:の主な 事:

難宇症予防のた:めの配慮事項について
まだまだ暑い 日が続いています。本校では、学校医の先生 とも相談 しなが ら、以下のよ

うに熱中症予防のための配慮を行つていきますのでご確認 ください。

登下校中に限り、ネッククーラーを着用してもよいこととします。
・ zШ整璽型堕璽塑■主登螢2に限ります。(保冷剤を入れるものは、溶けたら下校

時に使用できないため。)

・ 必ず記名し、登下校時以外はランドセルや手提げかばんに入れておくことがで
きるようにしてください。

お茶等の水分を多めに持たせてください。
経 口補水液やスポーツ ドリンクを持たせていただいても構いませんが、その日

の体調や活動内容に合わせて、必要な場合にのみ持たせてください。
スポーツ ドリンクの飲み過ぎは糖分過多等の注意が必要なので、 2～ 3倍程度

に薄めた り、お茶 と両方を持参 した りするなどしてください。
ペ ッ トボ トルやパ ックのまま持たせず、水筒に入れ替えてください。ただし、

スポーツ ドリンクのような酸性度の高い飲み物を金属製の水筒で保管すると、銅
が溶け出す場合があるそ うですので、水筒に配慮 してください。

ジュースを持たせることのないようにしてください。             |
様々なアレルギーをもつた児童がいますので、スポーツドリンクを友達にあげ |

たり友達からもらったりしないよう、ご家庭でもお話しください。
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始業式 防災訓練

給食開始

6年生修学旅行説明会

ふれあい給食

～28日 (金 )

個人懇談 (13:45下 校)

遠足 (弁当持参)

遠足予備日 (行事食)

学校開放日 (2～ 4限 )

上躍日授業による体業日

就学時健診

(5年生以外は 12125下校)

・ 23日 (火 )

6年生修学旅行

6年生家庭学習日

学区清掃活動 (203限 )

芸術鑑賞会

1月  1日 (本 )

16日 (金 )

19日 (月 )

26日 (月 )

2月 10日 (月 )

20日 (本 )

21日 (金 )

芸術鑑賞会
017日 (土 )

展覧会

土曜日展覧会による体業日

～ 12月 14日 (金 )

教育相談週間

分国会

給食終了 大掃除

終業式

22日 (月 )

24日 (水 )

26日 (金 )

31日 (水 )

※ 校外学習等、各学年の予定については、

学年だよりにてご確認<ださい。
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名古屋市の学校施設 リフレッシュプランに基づき、北校舎の保全改修を行います。
主な内容は、 トイ レの洋式化・暖房便座の設置、外壁補修・塗替え、窓ガラスの飛散
防止、屋上の防水処理 とな ります。 2月 までの工事期間中は、足場を組んで北校舎が
シー トで覆われます。 どうぞご承知おきください。

北校舎保全改修についで


