世帯数配布
名古屋市立楠小学校
No.１０

くすのき

令和４年度
学校だより１２月号
１２月２２日

明日で２学期が終了します。自分のめあて達成に向け、「まじめに楽しく努力する」姿がたくさん見
られました。くすのき展(作品展)も開催でき、充実した２学期でした。
明後日から冬休みに入ります。クリスマス、お正月と子どもたちも楽しみにしている冬休みですの
で、生活のリズムをくずさないよう、まずは規則正しい生活を心がけ、家族で過ごす時間を大切にして
ほしいと願っています。
１月１０日には、全員が、新しい目標をもち元気な顔を見せてほしいと思っています。
最後になりましたが、子どもたちが元気で無事に２学期の終業式を迎えることができたのは、保護
者の皆様のご理解・ご協力のおかげです。本当にありがとうございました。３学期からもどうぞよろし
くお願いいたします。

１

３学期 始業式について

３学期は、１月１０日(火)からスタートです。日時を間違えたり、忘れたりしないように登校してくださ
い。よろしくお願いいたします。持ち物は、学年だよりをご覧ください。

１月１０日（火）
２

登校時刻
下校時刻

８：１５（分団登校）
１０：３５

安全で健康な冬休みを過ごすために

子どもたちにとって楽しみな冬休みも学校生活同様に生活目標をもち、自主的・計画的に過ごして
いただきたいと思います。特に、以下の内容に気を付けて、安全で健康な生活を送り、お子さんの大切
な命を守り、有意義な冬休みを過ごしていただきたいと思います。
①

命を守る取り組みをお願いいたします。近年、児童の自殺が増加傾向にあります。お子様の命の見守り
をお願いいたします。「24 時間子供 SOS ダイヤル」など利用（別紙参照）して、積極的に相談してください。
なお、孤独・孤立対策に関するホームページ「あなたはひとりじゃない」（別紙参照）も必ずお読みください。
携帯電話やスマートフォン、インターネット、SNS 等の利用における危険性・犯罪性について、ご家庭でも
ご指導いただき、管理・監督の徹底をお願いいたします。
万引き、金品のやりとり、喫煙、飲酒等の迷惑行為の防止に努めて生活してください。
自転車の乗り方（ヘルメット必着）、交通規制の遵守、危険な遊びによる事故、水難事故等についてご指導
いただき、危険個所に近付かない等、安全に生活してください。
誘拐、連れ去り、家出、痴漢、たかり、悪質商法によるトラブル等の犯罪被害防止に努め、その危険性に
ついてご指導いただき、安全に生活してください。
健康の保持に留意し手洗い、うがいの徹底をして、外出時には人混みをできるだけ避け、マスクを着用
するなどの感染症の予防に努めつつ、熱中症や食中毒等の予防にも気を付けてください。
家族の一員としての役割や、家族内での仕事の分担をしっかりと決めて生活してください。

②
③
④
⑤
⑥
⑦

以上７点です。お願いばかりで申し訳ございませんが、ご家庭でのご指導よろしくお願いいたします。

３

防寒着（手袋の着用）について

１２月に入り、寒い日が増えてきました。登下校時の防寒具（マフラー、手袋、耳当て）等をしっか
りと着用して、３学期も健康に過ごしてほしいと思います。とりわけ、手袋の着用は、防寒だけではな
く、ポケットに手を入れずに安全に登下校することができます。学校でも、手袋の着用を指導していき
ますので、ご家庭においても、手袋の着用への呼びかけをお願いいたします。なお、手袋がない場合
は、ご準備していただければ幸いです。ご理解とご協力をどうぞよろしくお願いいたします。
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４

学校教育努力点の取り組みについて

楠小学校では、昨年度より「ことばの力を高め、自分の考えを伝えることができる児童の育成」を目
指し、ＩＣＴを活用した授業実践に取り組んでいます。タブレット（ＩＣＴ）を活用した授業づくりに
よって、自分の考えを明確にでき、伝える力を確実に伸ばすことができたことは大きな成果でした。そ
こで、今年度も同内容の研究を継続し、ＩＣＴを活用した多くの授業実践を通して、自分の考えをも
ち、積極的に伝え、自分らしい学びができる児童を育成できるように研究を進めています。
２学期も多くの研究授業がありましたので、ご報告させていただきます。

５年３組の実践【理科『流れる水のはたらきと土地の変化』】
５年３組の子どもたちと寺本先生が理科でタブレットを使用し、学習しました。
『流れる水のはたらきと土地の変化』の学習では、事前実験の
様子をタブレットに録画し、「流れる水には、どのようなはた
らきがあるのか、実験結果をもとに確かめよう」という課題に
対する自分の考察をロイロノートに記入し、伝えることがで
きていました。また、同じ実験場所で観察した児童同士の交流
後に、班で交流し、流れる水の働き（浸食・運搬・たい積）を
まとめることができました。
タブレットというＩＣＴ機器を活用した実験結果から仲間
との意見交流を通して、考察を導き出す学びによって、子ども
たち一人一人が、自分の考えをもち、仲間に積極的に伝えることができました。
以上のような研究授業を、全学級で行うことができました。ＩＣＴ機器（タブレット）を活用して、
子どもたち一人一人が、自分の考えを伝える力を高めることができました。

５

「運動大好き

なごやっ子」育成推進校としての取り組み

楠小学校では、昨年度より運動が大好きである気持ちを継続・発展させるために「仲間と運動する
喜びを味わう」をテーマとして「運動大好き なごやっ子」育成推進校として体育（体づくり）教育に
も力を入れています。
１２月９日（金）には、東京パラリンピック銅メダリストの大島選手との交流活動（運動集会）を
行いました。陸上という個人競技であっても、仲間と
運動することは、とても楽しいことが分かり、運動す
る意味・意義を感じ取ることができました。
大島選手の姿から、障害があろうとも運動すること
の楽しさは、変わらないことを学びました。
そして、パラリンピック選手と一緒に走ったり、ふ
れあったりする活動を通して、運動する喜びを味わえ
るすてきな一日となりました。

令和４(2022)年の１年間、お支えいただき、ありがとうございました。
良い年をお迎えください。令和５（2023）年もどうぞよろしくお願いいたします。
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名古屋市立楠小学校
No.９

くすのき

令和４年度
作品展お知らせ号
１０月２５日

くすのき展（作品展）に関わるお知らせとお願い
１

くすのき展（作品展）の日程について

くすのき展（作品展）を、１１月１０日（木）、１１日（金）に行います。来校者を保護者２名
までとさせていただき、感染拡大予防をしながらのくすのき展（作品展）となります。
また、各学年、出品作品を１点（１年、３年、５年、くすのきあすなろ学級は立体作品、２年、
４年、６年は平面作品）とします。
感染拡大防止のため、児童と保護者の鑑賞は、別々に行います。鑑賞場所は、本校体育館
です。ソーシャルディスタンスを保つため、保護者の皆様には、地域別に鑑賞日時をわけて、
人数制限しながらの鑑賞となります。ご理解とご協力をどうぞよろしくお願いいたします。
鑑賞日時

地 域

１０日（木）１２：００～１２：５０

如来・苗田・如意一・如意二

１０日（木）１３：００～１３：５０

五反田・丸新・若鶴町

１０日（木）１４：００～１４：５０

如意五・三軒町

１１日（金）１３：００～１３：５０

楠一

１１日（金）１４：００～１４：５０

楠二・楠三・池花

１１日（金）１５：００～１５：５０

楠四・楠五

※上記の日時にどうしても鑑賞できない場合は、枠内の別の日時に来校されても構いません。

２

鑑賞について

本年度の鑑賞は、新型コロナ感染症拡大防止のため、各世帯２名までとします。来校されました
ら、体育館入口付近に設置する受付にある「学級名簿」にチェックして（○をつけて）いただき、
手指の消毒をして、体育館へご入場ください。
なお、未就園児（乳幼児も含む）の入場はしていただいても構いませんが、中学生以上、園児の
兄弟姉妹の入場はできません。ご了承
体育館
ス ライ ド上 映

ください。
また、鑑賞（来校）当日は、ご自宅

台

重ねてお願い申し上げます。

３年

１年
４年

なお、体育館内は入口と出口を指定
しています。(右図参照)
入口より履き物を袋に入れて、入場
後、密を避けながらご鑑賞いただき、
出口より退場してください。

入口

テ ーマ 表示

舞

れない場合は、ご来校されないよう、

１年

くすあす

５年

着用もお願いいたします。体調がすぐ

４年

にて検温をしていただき、保護者証の

6年

２年

出口

２年

４年

３

その他のお知らせ

① 校内へは、東門・西門より入場し、体育館入口へお越しください。
② 鑑賞時は、必ずマスクを着用し、保護者同士の会話はご遠慮ください。
また、周囲の方と十分な距離(最低 1.5ｍ)をとり、密集しないようにしてください。
③ 保護者の皆様は、鑑賞マナーに気を付けて（別紙プログラムを参照して）ご覧ください。
④ 体育館の入口や出口では、密にならないように気を付けてください。
⑤ 中学生以上の兄姉、園児の弟妹は、感染拡大防止・安全確保のため来校しないよう
にしてください。（未就園児は入場できます）
⑥ 保護者の皆様が使用できるトイレは、 体育館内トイレのみです。
⑦ 自動車での来校はご遠慮ください。（駐車場はありません）
※警察の見回りもありますので、気を付けてください。
⑧ 自転車でご来校の方は、駐輪場を設けますので、ご利用ください。（下図参照）
⑨ 衛生上、ペット類をお連れになっての来校はご遠慮ください。
⑩ 学校の敷地内は、すべて禁煙です。

個別懇談会ありがとうございました。引き続き、くすのき展（作品展）へのご理解・ご協力どうぞ
よろしくお願いいたします。保護者の皆様のご協力がくすのき展開催の成功につながります。
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名古屋市立楠小学校
No.８

くすのき

令和４年度
学校だより 10 月号
９月２８日

９月も下旬を迎え、実りの秋にふさわしく、子どもたちはタブレットを使って学習をしたり、
くすのき展に向けて、作品づくりを楽しんだりして学校生活を充実させています。

１

学習参観について

９月２２日（木）には、秋の学習参観を行うことができました。お忙しい中、保護者の皆様におかれま
しては、コロナ対策へのご協力もいただきながら、参観いただき、子どもたちも励みになったことと思い
ます。ありがとうございました。１０月１７日からの個別懇談会もどうぞよろしくお願いいたします。

←【１年】
国語科
算数科など
【２年】→
国語科
図画工作科など
←【３年】
理科
図画工作科など
【４年】→
国語科
理科など

【くすのき学級】
【あすなろ学級】
２限

学級活動
３限

音楽科
←【５年】
図画工作科
【６年】→
図画工作科
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２

これから（後半）の学校行事について

１０月以降の予定をお知らせいたします。

１０月
６日(木)～

７日(金)

１７日(月)～２１日(金)
２５日(火)

６年

修学旅行

個別懇談会（13:15 下校）

就学時健康診断

１～４年、６年

３時間授業（11:35下校：給食なし）

５年 午後：健康診断の手伝い（お弁当）
１１月

１２月

１０日(木)・１１日(金)

【冬季休業日

くすのき展(作品展)

８日(木)
２３日(金)

１２月２４日～１月９日】

分団児童会（５限）
終業式（10:35下校）

１月
１０日(火)

始業式（10:35下校）※給食なし

２月

３月
２日(木)
１４日(火)
１５日(水)

１６日(木)
２４日(金)

入学説明会
１・２年 学習参観
学級懇談会
３・４年・くすのきあすなろ学級
学習参観
学級懇談会
５・６年 学習参観
学級懇談会
分団児童会 現地下校指導

１４日(火)

６年生を送る会

１６日(木)

５年

卒業式準備

１～４年・６年

４時間授業

給食終了
１７日(金)

卒業式

２０日～２３日
２４日(金)

３時間授業（11:35下校）

修了式（10:35下校）

※変更する場合があります。毎月の学年だよりにてご確認をお願いいたします。

くすのき展に関わるお知らせとお願い
くすのき展（作品展）を、１１月１０日（木）、１１日（金）に行う予定です。本年度も感染
拡大予防をしながらの「くすのき展（作品展）」となります。ご協力どうぞお願いいたします。
また、各学年、出品作品を１点（１年、３年、５年、くすのきあすなろ学級は立体作品、２年、
４年、６年は平面作品）とします。
感染拡大防止のため 、児童と保護者の鑑 賞は、別々に行います。鑑賞場所は、本校体育
館です。ソーシャルディスタンスを保つため、ご鑑賞の皆様には、地域別に鑑賞日時をわけ
て、保護者２名（未就園児も可）の鑑賞となります。申し訳ございませんが、ご理解・ご協力ど
うぞよろしくお願いいたします。
鑑賞日時

地 域

１０日（木）１２：００～１２：５０

如来・苗田・如意一・如意二

１０日（木）１３：００～１３：５０

五反田・丸新・若鶴町

１０日（木）１４：００～１４：５０

如意五・三軒町

１１日（金）１３：００～１３：５０

楠一

１１日（金）１４：００～１４：５０

楠二・楠三・池花

１１日（金）１５：００～１５：５０

楠四・楠五

※詳細につきましては、１０月中旬頃、『学校だより』で再度お知らせいたします。
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名古屋市立楠小学校
No.７

くすのき

令和４年度
学校だより夏休み前号
７月１９日

明日で１学期が終了します。めあて達成に向け、「まじめに楽しく努力しよう」と学校生活を送る姿
がたくさん見られました。１学期は、保護者の皆様にもご協力をいただいたおかげで、学習参観や運動
会、中津川野外学習等の学校行事も無事に開催することができました。
明後日から子どもたちも楽しみにしている夏休みに入ります。長い休みですので、生活のリズムを
こわさないよう、まずは規則正しい生活を心がけ、夏休みにしかできない挑戦をして、楽しい思い出を
たくさん作ってほしいと願っています。９月１日には、全員が、ひと回りたくましく成長した姿で、元
気な顔を見せてほしいと思っています。
最後になりましたが、１学期間、子どもたちが元気で無事に生活し、明日の終業式
を迎えることができるのも保護者の皆様のご協力のお陰です。本当にありがとうござ
いました。２学期からもどうぞよろしくお願いいたします。

１

２学期

始業式について

２学期は、９月１日(木)からスタートです。日時を間違えたり、忘れたりしないように
登校してください。よろしくお願いいたします。

９月１日（木）

登校時刻
引取開始時刻

８：１５ （分団登校）
１１：２５～（全学年、引取訓練）

持ち物は、学年だよりをご覧ください。夏の課題や夏の応募作品（裏面）を集めます。ご協力

よろしくお願いいたします。本年度は、下校時に全学年、引き取り訓練を行います。（別途、お手
紙をご参照ください）

２

安全で健康な夏休みを過ごすために

子どもたちにとって楽しみな夏休みも学校生活同様に生活目標をもち、自主的・計画的に過ご
していただきたいと思います。特に、以下の内容に気を付けて、安全で健康な生活を送り、お子さ
んの大切な命を守り、有意義な夏休みを過ごしていただきたいと思います。
①

携帯電話やスマートフォン、インターネット、SNS 等の利用における危険性・犯罪性について、ご家庭でも
ご指導いただき、管理・監督の徹底をお願いいたします。

②

万引き、金品のやりとり、喫煙、飲酒等の迷惑行為の防止に努めて生活してください。

③

自転車の乗り方（ヘルメット必着・飛び出し防止等）、交通規制の遵守、危険な遊びによる事故、水難事故
等についてご指導いただき、危険個所に近付かない等、安全に生活してください。

④

誘拐、連れ去り、家出、痴漢、たかり、悪質商法によるトラブル等の犯罪被害防止に努め、その危険性に
ついてご指導いただき、安全に生活してください。

⑤

猛暑が続いています。帽子の着用やこまめな水分補給など、ご家庭でも熱中症対策に努めてください。

⑥

健康の保持に留意し手洗い、うがいの徹底をして、感染症の予防に努めつつ、食中毒等の予防にも気
を付けてください。

⑦

地震・暴風・大雨等による災害が発生した場合の具体的な避難方法や連絡体制等をご家庭でも話し合い、
夏休み中も安全確保に努めて生活してください。

⑧

家族の一員としての役割や、家族内での仕事の分担をしっかりと決めて生活してください。

以上８点です。お願いばかりで申し訳ございませんが、命に関わる大切な内容です。
各ご家庭での指導の徹底をお願いいたします。

世帯数配布

３

作品募集のお知らせ（希望者）

締め切りはすべて９月１日です。

１ 赤い羽根協賛児童生徒作品コンクール
(1) ポスターの部…四つ切り（たて 54 ㎝×横 38 ㎝程度）ただし、４年生以下は図画でもよい。
○ たすけあい、社会福祉、赤い羽根、共同募金等の意味を含んだものとする。
※作品のうら右下に〔学校名、学年、氏名(ふりがな）〕を必ず記入。
(2) 書道の部…用紙は書道用半紙、書体は随意、墨書でたて書きで、次のうち１点とする。
※〔学年、氏名(学校名は不要）〕を必ず記入。漢字、ひらがなでも可とする。
小学校３年生、４年生は「ぼきん」「赤いはね」「たすけあい」
小学校５年生、６年生は「共同募金」｢赤い羽根」「思いやり」
↑漢字の間違い（誤字）に気を付けてください。

２ 明るい選挙ポスター・書道作品
(1) ポスターの部…四つ切りまたは八つ切り
※作品の裏右下に〔区名、学校名、学年、氏名(ふりがな）〕を必ず記入。
○

明るい選挙を呼びかける内容。

(2) 書道の部…用紙は書道用半紙大(かい書、たて書き）
○

小学校３年生、４年生は「しろばら」「せんきょ」
小学校５年生、６年生は「明るい選挙」「清き一票」
※作品の左側に〔学校名、学年、氏名〕を必ず記入。

３ 税に関する習字
書道の部…用紙は書道用半紙大(たて書き）
○ １年生は「ぜい」、２年生は「ぜいきん」、３年生は「税」
４年生は「税金」、５年生、６年生は「税と生活」※〔学校名、学年、氏名〕を記入。

４ 名古屋市「家庭の日」普及啓発ポスター
日頃の家族のふれあいや明るく対話のある家庭の様子が伝わる内容で、名古屋市の｢家庭の日｣
普及啓発にふさわしい作品。
○ 四つ切り画用紙を使用。紙質、絵の具などの材料は自由。
○ 作品には、①の標記又は②の標語を取り入れる。
①「家庭の日」 ②「手をつなごう 心もつなごう 家庭の日」（ひらがな表記も可）
〇 丸めたり折り曲げたりせずに提出。
※ 作品のうら右下に〔区名、学校名、学年。氏名(ふりがな）〕を記入。

４

「学校生活アンケート〈ＷＥＢＱＵ〉」について

４年生以上の子どもたちは、５月中旬に学校生活アンケート
を実施しました。これは、子どもたちのよさを見つけ、さらによ
りよい学級や学校にするためのアンケートです。その結果が届
いていますので、７月２０日にお配りします。お子様の健やかな
心の成長もご確認いただき、ご家庭でも、よさを伸ばしていただ
きたいと思います。どうぞ素敵な夏休みをお過ごしください。
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くすのき

No.５

令和４年度
学校だより７月号
６月２０日

梅雨らしい季節となり、気温も徐々に上がってきて蒸し暑い日が続いております。子ど
もたちは、新型コロナウイルス感染防止に努めながら、一生懸命勉強をしたり、外で元気
いっぱいに遊んだりしています。さて、７月２１日からの夏季休業日まで残り１か月をき
りました。引き続き、感染防止・熱中症に気を付けながら、元気に登校できるよう、指導
していきます。保護者の皆様のご理解、ご協力どうぞよろしくお願いいたします。

１

「家庭学習」(７つの約束)について

よりよい生活習慣を身に付け、
家庭学習の習慣を定着させるた
めには、家庭と学校がそれぞれの
役割を果たし、連携して取り組む
必要があります。
そして、「確かな学力」を身に
付けるためには、「時間を決めて
勉強する」などの学習習慣や、
「朝
ごはんを食べる」「元気にあいさ
つをする」といった生活習慣を形
成することがとても大切です。
ご家庭でも学習しやすい環境
づくりを整えていただき、右表の
「七つの約束」を意識していただ
きたいと思います。子どもたちが
継続して取り組めるよう、ご協力
をよろしくお願いします。

２

交通安全について

６月１０日（金）に、交通安全教室を行いました。交通安全教室では、ねらいを「交通
ルールや車の怖さについて学び、交通安全に気を付けることができるようにする」として、
『クイズ！危険をさがせ

自転車に乗るとき』のＤＶＤを視聴して学びました。交通ルー

ルの基本、自転車の交通安全ルールを学習しました。また、標語づくりにも挑戦し、安全
に対する心構えを高めています。
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子どもたちが交通事故によってけがをしたり、けがをさせたりすることがないようにご
家庭においても、以下の交通安全ルールを徹底していただきたいと思います。

○ 飛び出しをしない。（一旦停止して、安全を確認して通行する）
○ 自転車に乗るときは、必ずヘルメットを着用する。
ぜひ、ご家庭でも、交通安全についてお子様と話し合っていただき、命を守る教育を進
めていただきたいと思います。ご協力どうぞよろしくお願いいたします。

３

忘れ物について

原則、下校後は、再登校をしないよう指導しています。しかし、最近、学校に忘れ物を
して子どもだけで取りに来ることがあります。どうしても必要な物を忘れてしまった場合
には、学校へ事前に連絡をし、安全のために保護者の方が付き添い、来校していただきた
いと思います。
また、朝、忘れ物をお届けにくるご家庭も多くあります。登校前にご家庭でも十分ご確
認いただき、家での忘れ物が減るようにご協力をお願いいたします。

４

努力点の取り組みについて

楠小学校では、よりよい学校教育の推進とお子様の学力向上を図るために、昨年度から
「自分の考えを伝えることができる児童の育成～ＩＣＴを活用した授業づくり～」をテー
マとした学校教育努力点に取り組み、様々な実践を進めています。今年度も多くの実践を
通して、ＩＣＴを活用した授業づくりに取り組みたいと思っています。そして、自分の考
えをもち、積極的に伝え、自分らしい学びができる児童を育成できるように研究を進めて
います。
☆今までに取り組んだ実践の紹介
４年２組

図画工作科

４年２組の子どもたちと
武田先生が図工に取り組み
ました。ロイロノートを活用
し、まぼろしの花を想像し、
どんな色や用具を選んで表
していくとよいのか考えて
いました。

３年１組

理科

３年１組の子どもたちと
小林里実先生が理科に取り
組みました。モンシロチョウ
の飼育を通して、どのように
成虫になったのか自分の考
えを友達と伝え合っていま
した。

６年４組

算数科

６年４組の子どもたちと
南先生が算数に取り組みま
した。分数×分数の計算の仕
方についてロイロノートを
使って、考えを交流し、公式
を導き出すことができまし
た。
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５月２８日（土）に運動会を行いました。保護者の皆様には、新型コロナ感染予防の取り組みにご協
力の上、ご来場いただきましてありがとうございました。子どもたちは、運動会の児童会目標「優笑！
最後は笑って終わる最高な運動会にしよう！」を掲げて、予定した全ての演技を行うことができまし
た。そして、最後まで全力で走ったかけっこ・短距離走や学級･学年で協力した競技など、すばらしい
運動会を全校のみんなでつくりだすことができました。感染症対策で多くの制限がある中、子どもた
ちは練習時から本番当日まで粘り強く、努力し続けることができました。ぜひ、ご家庭でも褒めてあげ
ていただきたいと思います。
本年度も、新型コロナ感染対策や熱中症予防に気を配りながら、子どもたちは、大きな声で声援を送
ることができない中、友達を拍手で応援したり、テレビを通して違う学年を応援したりして、全児童で
運動会を楽しむことができました。どの子も輝く運動会になったと思います。
このような状況下の中、保護者の皆様には、ご観覧の人数を２名までとさせていただくなど、学校だ
よりやメールなどで様々なお願いをさせていただきました。ご負担をおかけしたご家庭もあったと思
いますが、皆様のおかげで感動あふれる運動会を行うことができました。温かいご支援、ご協力に感謝
いたします。ありがとうございました。

かけっこ・短距離走
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１年生「玉入れ」

２年生「息を合わせて！ワンツーパンツ！」

３年生「つなぐ！ころがす！３shine パワー」

５年生「力の限り

Let`s

棒！」

応援団も運動会を盛り上げました‼

４年生「グルグルタイフーン

パレード」

６年生「熱盛～A

bestie～」

bond

of

委員会も運動会を支えました‼

保護者の皆様、お弁当や心温かい観覧・応援のご支援・ご協力ありがとうございました‼
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No.４
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令和４年度
運動会お知らせ号
５月１６日

運動会に関わるお知らせとお願い
１

運動会日程について
◎開催日５月２８日(土) 〇予備日６月２日(木）◇振替休業日５月３０日(月)
※通常どおりの時刻に分団登校し、体操服の着替えは、登校後に学校で行います。
８時３０分 ３年生保護者入場

(1)

開始（開会宣言・準備運動・応援団）８時４０分

(2)

３年生の競技開始

８時５０分

(3)

３・４年生、保護者観覧入れ替え

９時２０分

(4)

４年生の競技開始

９時３０分

(5)

４・１年生、保護者観覧入れ替え １０時００分

(6)

１年生の競技開始

(7)

１・２年生、保護者観覧入れ替え １０時４０分

(8)

２年生の競技開始

(9)

２・５年生、保護者観覧入れ替え １１時２０分

４年生保護者入場

１年生保護者入場

１０時１０分
２年生保護者入場

１０時５０分
５年生保護者入場

(10) 応援団

１１時３０分

(11) ５年生の競技開始

１１時３５分

(12) お昼休み（閉門）

１２時１５分ごろ

(13) 開門

１３時００分

(14) 応援団

１３時１０分

(15) ６年生の競技開始

１３時１５分

６年生保護者入場

(16) 結果発表・優勝旗授与・校長先生の話など １３時４５分

この時程は、あくまでも予定時刻です。当日の状況により、多少早めたり、

開門

遅らせたりすることがあります。その際は、ご了承ください。

(0)

下校時刻

１４時２０分

６月２日（木）は、お弁当の準備をお願いいたします。
※ ５月２８日（土）が雨天の場合、月曜日の内容で３時間授業を行い、下校時刻が１１時３５分
になります。その場合、運動会は６月２日(木)に実施します。お昼は弁当を食べ、５時間授業
後に下校します。下校時刻１４時３０分になります。
※ 当日、運動会の実施がはっきりしないような天候の場合は、授業の用意と運動会の用意の両方
を持たせていただきますようお願いします。
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２

観覧カード及び入退場の仕方について

本日、児童 1 名につき、保護者２名の観覧カードを配布しました。
ご観覧の際は、児童名、保護者名（続柄）、当日の朝の検温をしっかりと記載していただき、受
付で提出していただきたいと思います。また、保護者証の着用もお願いいたします。
連続して観覧する場合も、一度退場していただき、再度入場していただきますので、見通しをも
ってご移動いただきたいと思います。
（※詳しくは、「観覧カード配布について」の手紙をご覧ください。）

３

運動会の実施の確認について

運動会の実施については、メール配信と楠小ホームページで確認できます。ホームページでは、
トップページの【緊急のお知らせ】に「運動会は予定通り実施いたします」等の文章を掲載します。
メール配信も同様の文章です。運動会当日の午前７時以降の連絡となります。

楠小学校ホームページ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｋｕｓｕｎｏｋｉ－ｅ．ｎａｇｏｙａ－ｃ．ｅｄ．ｊｐ

４

その他のお知らせ

① 入場は、南門。退場は、東門・西門になります。
② 観覧時は、必ずマスクを着用し、保護者同士の会話や声援はご遠慮ください。また、周囲の方と
十分な距離(最低１ｍ以上)をとり、密集しないようにしてください。
③ 保護者の皆様は、観覧スペースにて（「プログラム」を参照して）ご覧ください。
④ 移動の際は、児童に近付いたり、児童エリアに入ったりしないように気を付けてください。
⑤ 学校の敷地内は、すべて禁煙です。また、敷地内での飲酒も禁止です。
⑥ 中学生・高校生の兄姉は、安全確保のため観覧はご遠慮ください。
⑦ 保護者の皆様が使用できるトイレは、 運動場トイレ、体育館トイレです。
⑧ 自動車や自転車での来校はご遠慮ください。（駐車場・駐輪場はありません）
※警察の見回りもありますので、気を付けてください。

⑨ 衛生上、ペット類をお連れになっての来校はご遠慮ください。
⑩ 暑さも心配ですので、スポーツドリンクやタオルの熱中症対策をお願いいたします。
⑪ 子どもたちは、競技中には、原則マスクをとりますが、競技以外の時には、基本的にマスクを着
用します。ただし、熱中症防止のため、適宜、マスクをとったり、ずらしたりしてもよいと指導してい
ます。

保護者の皆様の温かいご支援が運動会の開催成功につながります。ご理解・ご協力どうぞよろしく
お願いいたします。
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令和４年度
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４月も下旬を迎え、子どもたちは本格的に学習したり、生活を楽しんだりして学校生活を進め
ていく時期となりました。本年度の学校の取り組みについて、改めてお伝えします。

１

年度目標について

令和４年度は「まじめに 楽しく 努力しよう」
を年度目標として取り組んでいきます。
そして、年度目標達成のために、月ごとに重点的
に取り組む月目標を決めます。この取り組みは、毎
月の学年だよりで、その学年ごとの取り組み内容や
子どもたちの成長を伝えていきます。
５月２８日（予備日６月２日）は、運動会があり
ます。そのため、来月は「じょうぶな体をつくろう」
として、体力や運動能力を高めていきたいと考えて
います。また、集合や整列を素早く行うなど、集団
行動の基本についても学び、学級・学年の団結力を
高めていきたいと思っています。

２

学校教育努力点について

学校教育努力点のテーマを「自分の考えを伝えることができる児童の育成」として、ICT を活
用した授業づくりを目指しています。昨年度は、タブレットを使用した授業の仕方を工夫し、自
分の考えを伝えることができるようになってきました。そこで、本年度も引き続き、自分の考え
をもち、積極的に伝え、自分らしい学びができるように、ICT を活用した授業づくりにチャレン
ジしていきたいと考えています。取り組みの様子や成果については、学校だよりで伝えていきた
いと思っています。保護者の皆様の応援、どうぞよろしくお願いいたします。

３

運動会日程について

(1)

開催日５月２８日(土)

予備日６月２日(木）

振替休業日５月３０日(月)

(2)

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、運動場に全校児童は集合しません。
競技の進行は、１学年ずつ運動場に出て行います。競技時間及び競技種目は、以下の通りです。

競 技 学 年 ・時 間

３年生
４年生
１年生
２年生
５年生
６年生

８時５０分～
９時３０分～
１０時１０分～
１０時５０分～
１１時３５分～
１３時００分～

競技種目

短距離走・大玉転がし
短距離走・台風の目
かけっこ・玉入れ
かけっこ・デカパン競争
短距離走・棒引き
短距離走・つなひき

※

運動会当日（２８日）の下校時刻は１４時２０分です。お弁当の準備をお願いします。

※

当日（２８日）が雨天の場合、月曜日の時間割で１～３限の授業を行います。（弁当なし）
１１時３５分ごろ下校する予定です。当日、朝７時に 開催の有無をメールいたします。

※

当日（２８日）が雨天の場合、運動会は６月２日(木)に実施します。

※

運動会の予備日（６月２日）は、天気に関係なくお弁当の準備をお願いいたします。

※ くわしくは、運動会前の学校だより、運動会プログラム等で、またお知らせします。
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４

学習参観について

４月２３日（土）に久しぶりに学習参観を行うことができました。保護者の皆様のご理解・ご
協力に感謝いたします。お忙しい中、参観していただき、子どもたちも励みになったことと思い
ます。ありがとうございました。５月９日からの個別懇談会もどうぞよろしくお願いいたします。

【１年】
算数：かずとすうじ
国語：こえをあわせて あいうえお

【２年】
算数：ひょう と グラフ
国語：ひろい公園

【３年】
外国語：Hello!
算 数：わり算
など

【４年】
社会：わたしたちの愛知県
理科：季節と生物（春）
など

【くすのき学級】
【あすなろ学級】
２限
タブレットで
メッセージカードづくり

３限
お母さんへ感謝の
気持ちを伝えよう

【５年】
算数：体積
社会：国土の地形の特色

など

【６年】
国語：３字以上の熟語の構成
社会：わたしたちのくらしと日本国憲法
など

２３日（土）は、PTA 総会紙面審議の結果報告及び新旧役員あいさつも行いました。
テレビ放送でのご参加、本当にありがとうございました。
今後もより一層ご家庭と連携して参りたいと思いますので、ご協力よろしくお願い
します。

【クスマイル】学校オリジナルキャラクター

世帯数配布
名古屋市立楠小学校
No.２

１

くすのき

年度目標（一年間の目標）
【まじめに 楽しく 努力しよう】
○
○
○

２

仲よくしよう
しっかり勉強しよう
健康な体をつくろう

令和４年度
学校だより５月号
４月１９日

楠小学校では、年度目標の達成を目指し、月目標を設定
して、各教科、総合的な学習の時間、行事、児童会活動など
に取り組みます。本年度も学校教育努力点では、ＩＣＴを活用し
た授業づくりに取り組みます。そして、どの子もが自分の考えを
伝えることができるようにしていきます。

楠小の特色ある教育活動

（１） 仲よくしよう
○「規律意識の高揚」
あいさつ運動を実施します。また、学習面・生活面でのルールやマナーを守る指導をします。

○「心の教育の充実」
「心と体のチェックリスト」や「学校生活アンケート」などを実施し、子どもが楽しい学校生活
を送るようにします。

○「対人関係の向上」（相談タイム…月１回程度の木曜日 第６時限）
希望に応じて、児童と教師、また保護者と担任が生活・学習・交友関係等について相談します。

（２）しっかり勉強しよう
令和４年度学校教育努力点 『自分の考えを伝えることができる児童の育成』
○

ＩＣＴを活用した授業づくりに取り組みます。

ＩＣＴ機器を活用することによって、自分の考えを教師だけでなく、他の児童にも伝えること
ができる学習に取り組めるようにします。
○ 「くすのき漢字チャレンジ」「くすのき計算チャレンジ」
学習のねらいを達成するために、意欲的に反復練習をします。

（３）健康な体をつくろう

３
３

○丁寧な手洗いや消毒などに努め、新型コロナウイルス感染防止を行います。
運動会日程について
○運動集会による簡単な体操・短縄跳びなどを通して、丈夫な身体づくりを行います。
○年間を通して、養護教諭による保健指導や「ほけんだより」にて啓発を行います。

学習参観について（再度お願い）
☆日時 令和４年４月２３日（土）

９：４０～１１：２５（２限・３限）

〇お子さん一人につき保護者１名のみ（各家庭１名のみ）の参観とさせていただきます。
○授業参観後、子どもたちの下校が済みましたらテレビ放送で PTA 総会紙面審議の報告及び新旧役員挨拶が
行われます。(２０分程度)そのまま教室に残っていただき、テレビ観覧によるご参加をお願いいたします。
〇２・３時間目の授業をそれ

時間/学年

１年

２年

３年

４年

５年

６年

くすのきあすなろ学級

ぞれ前後半の時間（２０分間）

２限前半

１～７

１～7

１～８

１～８

１～９

１～８

１年生

に分け、参観を４分割し、右表

（9:40～）

（７人）

（7 人）

（８人）

（８人）

（９人）

（８人）

３年生

のようにお子さんの出席番号で

２限後半

８～14

8～14

９～16

９～16

10～17

９～17

参観時間の割り振りをします。

(10:05～)

（７人）

（7 人）

（８人）

（８人）

（８人）

（９人）

〇なお、４月２３日（土）の振替

３限前半
(10:40～)

15～21

15～21

17～24

17～24

18～25

18～25

４年生

（７人）

（7 人）

（８人）

（８人）

（８人）

（８人）

５年生

３限後半

22～28・29

22 ～26・27

25～32

25～32・33

26～32・33

26～32・33

（５・６人）

（８人）

（８・９人）

（８・９人）

（８・９人）

休業日は５月２日（月）となり
ます。

(11:05～) （7.8 人）

２年生

6 年生

４

主な学校行事予定

６月

５月
☆２日（月）土曜日学習参観による休業日
９日(月)～１３日（金）
個別懇談会（13:15下校）
２８日(土)

運動会（予備日：６月２日）

３０日(月)

土曜日運動会による休業日

２日(木)

運動会予備日（※お弁当）

７日(火)

水泳学習開始

９日(木)

中津川野外学習説明会(５年)

１０日(金)

交通安全教室（２・３限）

７月
７日(木)～８日(金) ５年 中津川野外学習
【夏期休業日７月２１日～８月３１日】
８月
１５日(月)～１９日(金)

１２日(火)

分団児童会（２限）

２０日(水)

終業式（10:35下校）

学校閉庁日

９月

１０月
１日(木)

始業式

２日(金)

３時間授業（11:35下校）

３日(月)

給食開始

８日(木)

修学旅行説明会

２２日(木)

防災訓練

６日(木)～

７日(金)

６年

修学旅行

１７日(月)～２１日(金)

研究部会（13:25下校）

個別懇談会（13:15 下校）
２５日(火)

学習参観（２・３限）

就学時健康診断

１～４年、６年 ３時間授業（11:35下校：給食なし）
５年 午後：健診の手伝い（お弁当）

１１月
１０日(木)・１１日(金)

くすのき展(作品展)

１２月
８日(木)

【冬期休業日 12 月 24 日～１月９日】

２３日(金)

分団児童会（５限）
終業式（10:35下校）

２月

１月
１０日(火)

始業式（10:35下校）

２日(木)
１４日(火)

入学説明会
１・２年

学習参観

３月

学級懇談会

１４日(火)

６年生を送る会

１６日(木)

５年

１５日(水)

卒業式準備

１～４年・６年

３・４年・くすのきあすなろ学級

５・６限

学習参観

４時間授業

給食終了
１７日(金)

卒業式

２４日(金)

修了式（10:35下校）

学級懇談会
１６日(木)

５・６年

学習参観
学級懇談会

２４日(金)

分団児童会

※変更する場合があります。詳細は、学年だより等でご確認ください。

現地下校指導

名古屋市立楠小学校
No.1

くすのき

令和４年度
学校だより４月号

４月８日

１年間、どうぞよろしくお願いいたします!!
今年度は、新１年生１４３人が入学しました。そして、８０４人
の子どもたちが楠小学校で学ぶことになりました。
子どもたちが、楽しく充実した学校生活を送られるように、新し
い教職員を迎え、心を一つに指導・支援していきたいと思います。
ご心配なことがありましたら、いつでもご相談ください。しばら
く新しい学級に慣れるまで、心が不安定になりがちな子もいるかと
思いますので、ご家庭でも安心できる声掛けをお願いします。
保護者の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

【４月６日

入学式の様子】

☆学校目標及び年度目標
今年度も学校目標の実現に向けて、昨年度からさらにバージョンアップさせて年度目標を立てました。

楠小学校の学校目標
【喜びを味わい、仲よく、がんばる楠の子】
○ みんな仲よく協力する 〔仲よく〕
○ みずから進んで実行する〔進んで〕
○ ねばり強く、最後まで努力する〔根気よく〕

年

【まじめに

度

目

楽しく

標

努力しよう】

○仲よくしよう
○しっかり勉強しよう
○健康な体をつくろう

学校目標の実現に向け、職員一同、気持ちを一つにして努力を重ねてまいりますので、保護者
の皆様、本年度もご協力をよろしくお願いいたします。

☆令和４年度の学年曜日別授業時間数 及び 下校時刻
下校時刻を５分短縮いたします。ご理解・ご了承をいただきますようお願いいたします。

☆メール登録のお願い
学校行事の連絡や変更など学校から臨時で連絡をすることが多くあります。学校としまして
は、そのような重要な情報を各ご家庭にすばやく知らせるため、メール配信を活用しています。
新型コロナウイルスによる臨時休業のお知らせ等、本年度も様々な重要な情報を配信するこ
とがありますので、メールの登録をよろしくお願いいたします。
なお、携帯電話の機種変更やメールアドレスの変更をされた場合は、再度登録をお願いいた
します。再登録の際は、担任まで必ずご連絡をお願いいたします。ご協力をいただきますよう、
お願いいたします。

