
 

 

 

 

      

 

明日は運動会です 

副校長 大類 英美  

 いよいよ明日は待ちに待った運動会です。緊急事態宣言下での開催ということで、保護者の皆
様にはいろいろとご不便をおかけしながらではありますが、昨年の今頃のことを思い起こせば開
催できる喜びはひとしおです。 
 昨年の 5月２９日は長く続いた臨時休業日が終了し、分散登校が始まった日でした。久しぶり
に子供たちが登校した日です。教育委員会から示されたガイドラインに基づき、感染を防ぐため
に様々なことを模索しながらの再開でした。子供たちは始業式、入学式以来の学校での再会、し
かもクラスの半分しかいない状態でしたから、不安でいっぱいだったと思われます。2，3日経つ
と友達に会えた喜びでうれしさを爆発させる姿が見られるようになりました。そして、約 2週間
の分散登校を経て、6月 15日から通常登校になり、学校に明るい日常が戻りました。 
 一方、1年前のデジタル版新聞ニュース記事一覧を見ると、コロナ禍のニュースがほとんどで、
先行きの見えない中でなんとか早く収まってほしい、といった記事で占められていました。新規
感染者数の数字は、各県では一桁台、東京は 22人、全国では 75人とあります。１年後の今の状
況は、だれも予想できませんでした。 
 今後も先行きが見えない状態が続きそうですが、学校ではガイドラインに基づき、感染症対策
を工夫しながら行い、笑顔あふれる学校づくりを続けていきます。保護者の皆様には、今後とも
ご協力よろしくお願いいたします。 

 
 
 

 

  

  

  

  

  
 

 
 

 
 

 

  

  

  

                              再度のお知らせ 

 6月中旬より9月中旬まで、校舎の非構造部材耐震化対策工事と、体育館の空調設置工事が行われます。学期中

は教育活動に支障のない範囲での工事になりますが、7月21日～8月26日の夏季休業日期間中は、校舎東半分、

プール周辺、体育館は立ち入り禁止となります。また、校庭は工事車両が侵入及び停車することになります。 

 上記のような状況ですので、夏季水泳指導は行いません。また、校庭・体育館の開放は中止です。ご理解ご協力

のほど、よろしくお願いいたします。 

  

  

四小だより ６月号 
令和３年５月２８日（金） 

国立市立国立第四小学校 

校  長  牧野  陽一郎

    
合言葉「夢いっぱい 感動いっぱい チャレンジいっぱい  国立第四小学校」 

 



 

 
【各学年からのお知らせ】 

 

 
 

 
 

１年 
① １学期の教材費について   合計 ４８７６円  
  

国語ノート １５０円 のり １００円 

算数ノート １５０円 掲示用ファイル １１０円 

自由帳 １５０円 粘土 ７００円 

ひらがなの練習 ３８０円 歌集 ４００円 

鍵盤練習帳 ２８０円 朝顔セット ８６０円 

クーピー ８５０円 キャリアパスポートファイル １４６円 

クレヨン ６００円   

 

②  金曜日の時間割について…６月４日（金）から金曜が５校時までになり下校時刻が変わります。ご注意ください。 

２年 

① １学期の教材費について  合計 ２９００円    
 

国語ワークテスト ３６０円 国語ノート １５０円 

算数ワークテスト ３６０円 算数ノート １５０円 

計算スキル ３５０円 運動会表現用「ポンポン」 １９０円 

漢字練習ノート ４２０円 図工「ホイップねんど」 ※１ ３４０円 

ミニトマト苗 ５８０円   

※１  ５月 14日（金）の学級通信でお知らせした教材費の金額について、下記の通り訂正があります。 

図工「ホイップ粘土」：３７４円（税込み）→３４０円（税込み）  

② 短なわについて 

６月４日（金）より、短なわとび旬間が始まります。短なわを６月１日（火）までに、持たせてください。 

１学期中は、学校で保管します。 

③ 「ヤゴ救出作戦」について 

生活科の学習の一環で、６月４日(金)３・４校時に清掃前のプールからヤゴを獲る活動を行います。 

当日はNPO国立市動物調査会の方々に来ていただき、生き物調査も行います。 

【持ち物・服装】 着替え、タオル、（ヤゴを持ち帰って、家で育てたい場合は）ペットボトル 

水の中で履く靴（サンダル・長靴不可、できれば古い上履きなど）、魚を掬う網（ある場合のみ） 

 

 



 

 

 
 

３年 
① １学期の教材費について  合計 ３１７０円   
    

漢字スキル ３６０円 計算スキル ３６０円 

漢字スキルノート １４０円 国語ノート １３０円 

算数ノート １３０円 社会ノート １３０円 

理科ノート １３０円 国語テスト ３５０円 

算数テスト ３５０円 理科テスト ３５０円 

社会テスト ３５０円 図工費 ３９０円 

 ※１ 図工費が加わりましたので、４月にお配りした学年便りと合計金額が変更しております。ご注意ください。 

※2 リコーダーの費用（１８００円）は、既に集金しております。ご協力ありがとうございました。 

② 運動会で使用したハチマキについて 

運動会で使用したハチマキは学校で回収します。洗濯・アイロンをかけて持たせてください。 

③ 短なわについて 

６月４日より短なわ旬間が始まります。３年生の短なわ大会の種目は、「後ろ跳び」です。 

④ 木曜日の時間割について 

６月３日（木）から木曜時程が６校時までになります。下校時刻が変わります。ご注意ください。 

４年 
① １学期の教材費について  合計 ３40０円  

国語テスト 290円 計算スキル 350円 

算数テスト 290円 国語ノート 130円 

理科テスト 290円 算数ノート 130円 

社会テスト 300円 理科ノート 130円 

漢字ドリル 350円 社会ノート 130円 

漢字らくらくノート 180円 理科実験教材 480円 

漢字テスト 60円 運動会用フラッグ 290円 

② 分度器について 

算数の授業では、角の大きさについて勉強しますので、分度器をご用意ください。持ってくる日は学級通信にて

お知らせします。必ず記名をして持たせてください。記名は、角の大きさの測定に支障のない箇所にお願いします。 

③ 社会科の学習について 

社会の授業では、「水はどこから」の学習に入ります。ご家庭で使っている水の量を調べる宿題を出す予定です。

詳しくは学級通信でお伝えすると同時に児童にも説明します。お手数ですがご協力をお願いします。 

 



 

 
 

 

【学校からのお知らせ】 

【６月避難訓練（集団下校）のお知らせ】                            生活指導部 １学期避難訓練担当 

 ６月４日（金）に集団下校の訓練があります。集合場所まで教員とPTAの地区班代表の方と引率します。学童へ行くお子

様が当日学童を休む場合は、事前に担任まで連絡帳等で連絡をお願いします。 

 

【教材費引き落とし(１学期)のお知らせ】                                      学校徴収金担当 

６月２５日（金）に１学期の教材費を引き落とします。お知らせした金額、手数料(1人分１０円)の入金をお願いします。 

 

【道徳授業地区公開講座について】                                道徳教育推進教師 

６月２６日（土）に、「道徳授業地区公開講座」を実施します。今年度は、公開は行わず、事前事後に学級通信で内容等を

お知らせします。１校時は１・２年生、２校時は５・６年生、３校時には３・４年生で、道徳の授業を行い、授業後に参観いただ

いた、国立市教育委員会指導主事の先生からご指導をいただきます。子供たちの健全育成を目指し、学校・家庭・地域が

道徳教育について共に考える絶好の機会です。よろしくお願いいたします。 

 

 

５年  
① 運動会で使用した扇子と鈴について…運動会で使用した扇子と鈴は私費購入で５４０円です。 

教材費と合わせて集金いたしますので、よろしくお願いします。今後はご家庭でご使用ください。 

② １学期の教材費について   合計 536０円  

国語  テスト 290円 算数 スキル 360円 

算数  テスト 290円 国語 スキルノート 500円 

理科  テスト 290円 扇子 390円 

社会  テスト 290円 鈴 150円 

外国語 テスト 290円 図工 テラコッタ粘土 200円 

家庭科 テスト 310円 図工 芯材 590円 

家庭科 学習ノート ３６０円 家庭科 小物づくりセット 300円 

ノート ５冊 ７５０円   

③ 短なわについて…６月４日(金)より短なわ旬間です。短なわを６月１日(火)までに、持たせてください。 

④ 稲作体験について…６月２２日（火）に稲作体験を行います。裸足で体験水田に入り田植えを行います。 

用水路で足を洗ったり、田植えをしたり、貴重な経験ができるので、子供たちは楽しみにしています。 

服装や持ち物は、以下をよくご覧になり、ご用意お願いします。予備日は、６月２８日（月）です。 

服装・汚れてもよい服装 ・半袖、半ズボン・赤白帽子 ・マスク 

持ち物（すべてリュックに入れます） 

・タオル ・替えの洋服（田に落ちた時用）・カッパ ・水筒 ・汚れた物を入れるビニール袋 ・サンダル ・予備のマスク 

６年 
① １学期の教材費について  合計 ５９３０円                      

 ワークテスト（国・社・算・理・英） １４５０円 ノート5冊 ７５０円 

計算スキル ３６０円 社会科資料集 ６１０円 

漢字スキル・スキルノート ５００円 信楽粘土 ２００円 

家庭科ワークテスト ３１０円 時計ムーブメントセット ５００円 

家庭科学習ノート ３６０円 法被＆はちまき ５９０円 

英語ワーク ３００円   

② 短なわ跳び大会について…６月４日(金)～６月１８日(金)の週に学年で行います。種目は二重跳びです。 

③ 日光移動教室について…ご準備をよろしくお願いいたします。（持ち物については保護者説明会資料参照） 

・6月 2日（水）に、ゆうちょ銀行より日光移動教室代金（３５０００円）を引き落としさせていただきます。 
※上記①教材費の引き落しは６月２５日（金）です。 上記③も含め、必ず引き落とせるよう、ご準備ください。 

引き落とせなかった場合は、保護者の方に現金をご持参いただくことになります。 



 

【６月の主な予定】 

 

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

委員会活動 委員会活動

木曜日６校時開始
集会・短なわ旬間開始・避難訓練(集団下校) 集会・短なわ旬間開始・避難訓練(集団下校)

金曜日５校時開始 やご取り・教育実習終 お話会

体力テスト計測補助

クラブ活動

移動教室準備

移動教室準備

移動教室前日健診

日光移動教室

日光移動教室

お話会 日光移動教室

田植え

委員会活動 委員会活動

水道キャラバン

田植え予備日

お話会

５-1のみ５時間(研究授業)

1 火
全校朝会　（運動会予備日）　　

1 火
全校朝会　（運動会予備日）　　

3 木
オリパラ教育（朝）

3 木
オリパラ教育（朝）

2 水
耳鼻科健診

2 水
耳鼻科健診

8 火
全校朝会・眼科健診

8 火
全校朝会・眼科健診

4 金 4 金

7 月 7 月

歯科健診・体力テスト

11 金
集会・体力テスト

11 金
集会・体力テスト

9 水 9 水

10 木
歯科健診・体力テスト

10 木

15 火
全校朝会

15 火
全校朝会

14 月
安全指導

14 月
安全指導

17 木 17 木

16 水 16 水

21 月
水泳指導開始・読書週間開始・短なわ大会週間

21 月
水泳指導開始・読書週間開始・短なわ大会週間

18 金
短なわ旬間終了

18 金
短なわ旬間終了

23 水
読書集会

23 水
読書集会

22 火 22 火

25 金
読書集会

25 金
読書集会

24 木 24 木

28 月 28 月

26 土
道徳授業地区公開講座(３時間授業)

26 土
道徳授業地区公開講座(３時間授業)

30 水
午前授業

30 水
午前授業

29 火
全校朝会

29 火
全校朝会


