
新３年生 いよいよスタートです!
しっとりとした空気に緑の香りが漂う初夏の季節となりました。

新型コロナウイルス感染症も収束へと進み、子供たちの楽しい学校生活がいよいよ再開します。臨時

休業中には各ご家庭で様々な工夫をされ、この苦しい期間を乗り越えてこられたことと思います。子供

たちも子供なりに考え、自分にできることに精一杯取り組んだことと思います。保護者の皆様には、休

業中の家庭学習を進めるにあたり多くのご協力をいただき、本当にありがとうございました。

さて今週から段階的に授業が始まります。毎日子供たちに会えるのをとても嬉

しく思います。これからの学校生活では、今までとは違った過ごし方も多くなり

ますが、少しでも安全に、楽しく学習ができるよう努めていきます。保護者の皆

様には今後もご協力をいただくこともありますが、引き続きどうぞよろしくお願

いいたします。

《 の行事予定 》 ★は特別な持ち物です。 ○の数字は授業時数です。

月 火 水 木 金 土

１ ③

全校朝会

分散登校始

★防災頭巾

２ ③

★体育着

３ ③

保健調査カード

〆切り

★道具箱

４ ③ ５ ③

ヤゴ取り

★図工バッグ

６

８ ③

全校朝会

給食始

★給食袋

９ ③

習字セット注文

〆切り

10 ③ 11 ③

★音楽バッグ

12 ③

分散登校終

13 ④

土曜授業日

(公開なし 12:00 頃

下校)

15 ⑤

通常授業始

全校朝会

水曜時程５時間

授業(14:15 頃下校)

16 ⑥

安全指導日

17 ⑤ 18 ⑥ 19 ⑤ 20

22 ⑥

全校朝会

23 ⑥

避難訓練

24 ⑤ 25 ⑥ 26 ⑤ 27 ④

土曜授業日

(公開なし 12:00 頃

下校)

29 ⑥

全校朝会

30 ⑥

第３年学年だより ６月号 中野区立中野本郷小学校

令和２年６月１日

校長 柳沢 晶子

６月１日(月)の持ち物

・防災頭巾・国語・算数

・連絡帳・連絡袋

・「どきん」のプリント

・水筒
毎日の持ち物

・マスク・ハンカチ・ティッシュ・

・健康の記録（朝の検温を忘れずに）

・水筒（水かお茶）

《 時間割 》 ※変更がある場合は、連絡帳でお知らせします。

《 お知らせ 》

●ヤゴ取りについて

６月 5日(金)に総合的な学習の時間「みのり」の学習の一環として、プールでヤゴ取りをします。ヤゴを育て

ながら、昆虫の生態について調べ学習を行っていきます。当日は体育着に着替えてプールサイドに行き、主事さ

んにも支援してもらいながら進めていきます。ペットボトルで飼育しますので、当日までに空のペットボトル(２

L)を半分に切ったもの 1つと、割り箸を 1膳、タオル（足拭き用）を用意してください。お家でも飼育したい方

は、ペットボトルを 2つ用意してください。全てに記名をお願いします。

●習字セットについて

3年生の国語では毛筆書写の学習をします。つきましては習字セットの用意をお願いします。ご兄弟がいるご

家庭は、既にあるものを使用しても構いません。本日、習字セットの申込書を配布しました。購入する場合は 6

月 9日(火)までに担任へご提出ください。見本の習字セットを 3年教室前に展示しておきますので、ご自由にご

覧ください。

●ホウセンカについて

臨時休業中にホウセンカの種を配布しました。各ご家庭で種植えをし、毎日お世話をしていただい

ていると思います。ご協力ありがとうございます。今後は学校で植え替えをし、理科の学習の中で観

察を続けていく予定です。双葉の観察が終わった頃に改めてご連絡しますので、連絡がありましたら

ポットのままビニール袋等に入れて学校まで持たせていただきますようにお願いします。

●図工セットについて

図工の授業が始まります。図工バッグの用意をし、6月５日(金)に持たせていただきますよう、お願いします。

布製の手提げバッグをご用意いただき、以下の物を入れてください。クレパスと色鉛筆は必要に応じて使用しま

すので、道具箱に入れておくようにしてください。

・はさみ ・木工用ボンド ・ホチキス ・セロハンテープ ・教科書 ・油性ペン

・のり（でんぷんのり(つぼ型、又はチューブ型)、液体のりのいずれか。スティックのりは不可）

また、絵の具セットの中身の確認もしておくようにお願いします。

・絵の具 ・丸筆(中・大 1年生の時に購入したもの) ・パレット ・筆を拭く布

・歯ブラシ(パレットを洗うときに使う物) ・水入れ

●音楽セットについて

音楽の授業も始まります。音楽バッグの用意をし、６月 11日(木)に持たせていただきますよう、お願いしま

す。布製の手提げバッグをご用意いただき、以下の物を入れてください。

・教科書 ・歌はともだち ・音楽ファイル

●道具箱について

道具箱には ・はさみ・スティックのり・色えんぴつ を入れ、6月３日(水)に持たせてください。

月 火 水 木 金 土

６月１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日

登校

午前 8::20

午後 12:40

１組 ２組 １組 ２組 １組 ２組 １組 ２組 １組 ２組

１校時 学活 学活 国語 国語 国語 国語 国語 国語 みのり みのり

２校時 算数 算数 算数 算数 道徳 道徳 算数 算数 みのり みのり

３校時 国語 国語 社会 社会 体育 体育 理科 理科 算数 算数

８日 ９日 10日 11日 12日 13日

登校

午前 8::20

午後 12:00

１組 ２組 １組 ２組 １組 ２組 １組 ２組 １組 ２組 １組 ２組

１校時 算数 算数 国語 国語 社会 社会 道徳 道徳 算数 算数 国語 国語

２校時 図工 みのり 体育 体育 国語 国語 理科 理科 音楽 国語 算数 算数

３校時 みのり 図工 算数 算数 体育 体育 算数 算数 国語 音楽 外国語 外国語

４校時 学活 学活


