
栃木市立

栃木第五小学校

第１学年

夏休み号

長い夏休みが始まります。普段できない経験をたくさんし，元気に，楽しく，そして有意

義な夏休みを過ごしてほしいと願っています。先日お配りしました「夏休みの過ごし方につ

いて」のプリントをご覧になり，お子様との話題にしていただきたいと思います。保護者の

皆様のご指導，ご協力をよろしくお願いいたします。

休みに入ると，どうしても生活のリズムが崩れやすくなります。冷たいものをと

りすぎたり，涼しい部屋の中だけで過ごしたり，夜更かしをしたり・・・学校に来

ていたときのように，早寝・早起き・朝ご飯を心がけ，リズムよく過ごせるように

しましょう。

家族の中で，また，地域の中でルールやマナーを見直し，身に付けるよい機会で

す。生活する上で大切なことを言って聞かせたり，好ましくない行動を注意したり，

そして「よくできたね。」と声をかけ，ほめてあげることが意識を高めます。よくで

きたことをたくさん見つけ，ほめてあげてほしいと思います。

暑い毎日ですが，外でたくさん遊んで，体を鍛えましょう。早起きして地域のラ

ジオ体操にも参加しましょう。学校の水泳にもたくさん参加できるといいと思いま

す。たくさん体を動かして，たくさん汗をかいて，９月の暑さに負けない体作りを

してほしいと思います。・・・水分補給も，忘れないでくださいね。

毎日の学習習慣を身に付けることが大切です。少しの時間でも机に向かい，「読み

・書き・計算」など，１学期の基本的な学習に取り組みましょう。読書もたくさんで

きるといいと思います。

☆全員の課題
・「あかねこ」なつスキル・・・終わったら，お家の人と○付けをします。

間違えたところは，直しましょう。

・えにっき・・・思い出の２日分を書きましょう。

・図工の募集作品から，絵・ポスター・工作のうち１点以上

・国語の募集作品から，作文・感想文のどちらか１点以上

・あさがおの世話と観察カード３枚（様子が変わったら書きましょう）

・読書３冊以上，読書ノートに記録しましょう。

☆自由課題
・下野書道展 ・理科研究

・自主学習・・・ひらがな・計算練習・音読など

☆プールには入れる日
7/21（火） 10:40～ 11:50

☆図書の貸し出し 7/22（水） 9:00～ 10:10
・開館時間は 8:30～ 11:30です。 7/23（木） 13:00～ 14:10
・１回に３冊借りられます。 7/27（月） 9:00～ 10:10
・個人カードは使いません。 7/30（木） 10:40～ 11:50

7/31（金） 9:00～ 10:10
☆始業式について 8/3 （月） 9:00～ 10:10
９月１日（火） 8:10登校 11:35下校 8/6 （木） 10:40～ 11:50

元気に登校してください ＊プールカードを忘れずに

＊「夏休みの過ごし方」を見て，持ち物の ＊着替える場所

確認をお願いします。 男子・・・１Ｆ多目的ホール

女子・・・更衣室



栃木市立

栃木第五小学校

第１学年

９月号

長い夏休みが終わり，いよいよ今日から２学期が始まりました。夏休み後半になって暑い

毎日が続きましたが，暑さに負けず元気に過ごせたでしょうか。学校には日焼けした子ども

たちの笑顔と，元気いっぱいの明るい声が戻り，静かだった校舎にまた活気があふれていま

す。夏休みのすてきな体験が自信につながり，一回り成長したように感じます。

２学期は，１年間の中で最も行事の多い学期です。さまざまな体験を通して実りの多い学

期になるよう，担任一同力を合わせて参りますので，ご協力をよろしくお願いいたします。

日 月 火 水 木 金 土

1 2 清掃相談 3 運動会練習 4 運・練習 5
始業式 身体計測 親子

給食開始 奉仕活動

下校 11:35 15:10 14:10 15:10 8:30～
6 7 読書 8 運・練習 9 運・練習 10 運・練習 11 運・練習 12

口座引落 アルミ缶回収 全体練習① 全体練習②

15:10 15:10 15:10 14:10 15:10
13 14 15 運・練習 16 運・練習 17 運・練習 18 運・練習 19

全体練習③ みどり募金 全体練習④ 運動会
みどり募金 口座引落 特日課Ａ

短縮４時間

15:10 15:10 15:10 14:10 13:25 15:10
20 21 22 23 24 25 学級裁量 26
予備① 敬老の日 国民の休日 秋分の日 運動会振替休

予備② 日 15:10
27 28 読書 29 30

教育相談日課 教育相談日課

15:10 15:10 15:10

国語 ・かん字のはなし ・かぞえうた

算数 ・１０より大きいかず ・しきであらわすと

生活 ・はなのたねをまこう ・しごとめいじんのなろう

音楽 ・しろくまのジェンカ ・手をたたきましょう

・ぶんぶんぶん ・ことばあそび

図工 ・たのしいなすごいな ・どんどんならべ

体育 ・水あそび ・うんどうかいのれんしゅう

☆ 教科書を配布しました
始業式の日に３冊の教科書（国語下・生活下・図工下）を配布しました。国語は，ま

だ「上」を使っておりますので，「下」の教科書は記名をして，ご家庭で保管しておい

てください。使うときになりましたらご連絡します。生活と図工の「下」は，２年生に

なってから使いますので，記名し保管しておいてください。

☆ 親子奉仕活動があります
５日（土）には例年ご協力いただいております親子奉仕活動があります。お忙しいと

ころとは思いますが，きれいな環境で子どもたちが学習したり，楽しみにしている運動

会を実施したりできるよう，ご協力をよろしくお願いいたします。

☆ 運動会の練習が始まります
１９日（土）は，小学校に入学して初めての運動会です。早速３日（木）から全体で

の練習が始まります。２学期がスタートしてすぐ，まだまだ暑い日差しの中での練習に

なりますので，汗ふき用のタオルを持たせてください。また，体育着の洗濯もよろしく

お願いします。

☆ いろいろな形の箱を集めて
算数の「かたちあそび」の学習で，箱を使います。教科書の写真を参考に，いろいろ

な形の箱を４～５個集めておいていただきたいと思います。



栃木市立

栃木第五小学校

第２学年

夏休み号

いよいよ長い夏休みが始まります。ふだんはできない経験をたくさんさせ，事故のない楽

しい夏休みになるよう，ご指導，ご協力をお願いいたします。

夏休みの生活については，学校からもお便りが出ていますので，よくお読みください。新

学期，みんなが元気に登校できることを願っています。

夏休み中は時間にルーズになりがちです。規則正しい生活をし，毎日きちんと学習

時間が確保できるようご協力ください。毎日継続して取り組むことをお子さんと話し

合って決め，夏休み中にチャレンジさせてほしいと思います。

ルールやマナーを見直し，身に付けるよい機会です。生活する上で大切なことを言

って聞かせたり，好ましくない行動を注意したり，きちんと「しつけ」をしたいもの

です。そして「よくできたね。」と声をかけ，ほめてあげることで意識を高めること

ができます。よくできたことをたくさん見つけ，ほめてあげてほしいと思います。

また，家族で過ごせる時間が多くなります。お子さんと一緒に楽しみ，感じること

で会話も弾み，感性も豊かに育てられることでしょう。ぜひ，いろいろな体験活動を

させてあげてください。

暑い夏休み，涼しい部屋の中ばかりにいるのではなく，体を鍛えましょう。夏休み

にしっかりと体を動かしていると，9月からの新学期をスムーズにスタートできます。
ラジオ体操や水泳，ジョギングなど継続して取り組めるといいですね。でも，熱中症

にならないよう，水分補給はしっかりと

低学年のうちに学習習慣を身に付けることが大切です。毎日，少しの時間でも学

習するようにしましょう。夏休みの課題と併せ，1 学期不振だった教科（単元）に
時間を掛けて遅れを取り戻し，得意教科には磨きを掛けることが大切です。頑張り

ましょう。

☆全員の課題
・夏ドリル「なつはともだち」・・・終わったら，家の人と○付けをします。

間違えたところは，直します。

・日記・・・思い出の２日分を書きましょう。

・図工の募集作品から，絵・ポスター・工作のうち１点以上

・国語の募集作品から，作文・感想文のどちらか１点以上

・野菜の世話（しっかり世話をして，たくさん収穫できるように）

・読書３冊以上，読書ノートに記録しましょう。

☆自由課題
・下野書道展 ・理科研究

・自主学習・・・漢字・カタカナ・計算練習・音読など自主学習ノートを使って

★ポケモンドリル（計算ドリル）が2回終わってない子は，7月21日，学校に来て頑張る

ことになっています。

☆プールに入れる日

☆図書の貸し出し 7/21（水） 9:00～ 10:10
・開館時間は8:30～11:30です 7/22（木） 10:40～ 11:50
・１回に３冊借りられます 7/23（金） 14:40～ 15:50
・個人カードは使いません 7/28（水） 9:00～ 10:10
・開館日 7/30（金） 9:00～ 10:10

7/23 7/28 7/30 8/2 8/6 8/9 8/2 （月） 9:00～ 10:10
8/12 8/20 8/6 （金） 9:00～ 10:10

☆始業式について 8/9 （月） 9:00～ 10:10
９月１日（水） 8:10登校 11:４０下校 8/10（火） 9:00～ 10:10



元気に登校してください ＊プールカードを忘れずに

＊持ち物 ＊着替える場所

手さげ袋 連絡帳 筆記用具 男子・・・１Ｆ多目的ホール

上ばき 三角巾 ぞうきん2枚 女子・・・更衣室

学びの姿 宿題・作品 図書室の本 ＊方面別の集団下校です
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