昭島市立拝島第二小学校
第３学年 学年だより
令和３年４月６日(火) 発行

４月号

爽やかな春風が吹き抜ける校庭で、新しい学年での生活が始まりました。お子様は大きな
期待と少しの不安を胸に、始業式を迎えたことと思います。子どもたちひとりひとりの思い
をしっかりと受け止められるように、担任一同、精一杯努力していきます。一年間、どうぞ
よろしくお願い申し上げます。
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※○で囲まれた数字は授業時間です「特」は特別時程です。
※時程が、昨年度のものと変わりましたのでご注意ください。
下校時刻の目安は、⑥➝15:20、⑤→14:35、特⑤→13:55、特④(給食なし)→12:10 です。
多少、前後する場合がありますので、ご承知おきください。

◇国語・・・よく聞いて、じこしょうかい

どきん

きつつきの商売

国語辞典のつかい方 漢字の音と訓 春の楽しみ
◇書写・・・硬筆のつかい方をたしかめよう 点画のしゅるい
◇社会・・・わたしたちの昭島はっけん 学校のまわり
◇算数・・・かけ算 時こくと時間のもとめ方
◇理科・・・春のしぜんにとび出そう たねをまこう
◇音楽・・・明るい歌声をひびかせよう
◇図画工作・・・色・形 いい感じ！（絵に表す）

いつもの場しょで

◇保健体育・・・かけっこ・リレー 体ほぐしの運動
◇道徳・・・友だち屋（友情・信頼）
電話のおじぎ（礼儀） 千ばづる（正直・誠実）
◇外国語・・・Ｈｅｌｌｏ！（言語・挨拶） How are you?
◇総合的な学習の時間・・・小さな生き物たち
◇学級活動・・・３年生になって 掃除当番の約束やきまり
学級目標を決めよう

【社会】
「わたしたちの昭島はっけん」
の単元で「学区域探検」に行きま
す。学区域３地域（赤・青・黄方
面）を３回に分けて探検します。
詳しい予定などは、後日児童を通
してお伝えします。

友達の輪を広げよう

【理科】
「生きものをさがそう」の単
元で、チョウを育てます。ミカ
ンの木やゆず、さんしょう、ユ
リ、えのきなどチョウの食草が
ないか、お子様と調べてみてく
ださい。

保健関係のお知らせ
【身体測定について】
４月８日(木)に身体測定が行われます。身長・体重・座高、視力、
の測定をします。
体育着を忘れずに持たせてください。また、髪を結ぶ場合は、
体の中心線上で髪の毛を結ばないようにお願いします。また、
耳掃除をして、耳垢をとってきてください。

【尿検査について】
尿検査は、４月８日（木）に容器等を配布し、４月１２日（月）に回収します。
よろしくお願いします。

学校公開
引き渡し訓練について
4 月２４日(土)の４校時は、非常災害
時等に備え、児童を安全かつ的確に保護
者の皆様に引き渡すことが出来るよう、
引取・引渡訓練を行います。場所は校庭
です。
（雨の場合は教室です。
）
※保護者の皆様から、「○○（児童名）
の○○（児童との関係）です。」と名
乗っていただいた後、児童を引き渡す
ことになります。児童資料に記載され
た引き取り人以外の方がいらっしゃ
る場合は、事前に連絡帳にてご連絡く
ださい。また、学童に通っている児童
の保護者の方は、連絡帳に必ず『当日、
学童にいくかどうか』を、
４月２１日（水）までに
ご連絡ください。お手数を
おかけしますが、ご協力を
お願いします。

＝その他のお知らせ＝
① ３年生の授業時間割は月・水・木・金
は５時間授業。火は６時間授業となり
ます。週によって予定が異なることも
ありますので、毎月学年だよりで確認
してください。（木曜日の６時間授業
は、２学期より実施いたします。
）
② ７日（水）に教科書を配布します。学
校でも確認しますが、ご家庭でも確認
していただき、落丁や乱丁がありまし
たら、ご連絡ください。
③書写セット（毛筆）の購入については、
保護者会で説明します。
④７日(水)に「児童指導資料」の用紙を渡
します。「児童指導資料」は、前年度の
ものを参考にして、新しく記入してくだ
さい。提出期限は、１５日(木)です。
⑤２年生の学年末にお渡しした「保健調査
票」についてですが、変更箇所について
加筆修正をして、７日(水)までにご提出
ください。

保護者会のお知らせ
４月９日（金）
・学年全体会 １４：４０～（講堂）
・学級懇談会(全体会終了後に講堂にて)
内容：学校長あいさつ
専科紹介
学年・学級目標
学習について
ＰＴＡより
今年度、初めての保護者会となります。
お忙しいと思いますが、ご出席ください
ますようお願いいたします。
音楽・図工は、１２日(月)の週から始まる予定です。

～学習道具についてのお願い～
・持ち物には記名をお願いします。筆箱の中には、削ってあるＢか２Ｂの
鉛筆、油性ペン、消しゴム、赤鉛筆、定規を入れてください。
・道具箱には、色のある筆記具（クーピー、色鉛筆など）、のり、はさみ、セ
ロテープ、ステープラーを用意してください。よろしくお願いします。
・授業等で使うノートは、学校で購入したものを使用します。
一冊目が終わった時は、各家庭で同じような形式のものを
新しくご購入ください。一括購入等詳細につきましては、
保護者会で説明させていただきます。

担任紹介
１組担任

２組担任

３組担任

進級おめでとうございます。
今年もこの学年を担当するこ
とができ、とても嬉しく思い
ます。
この学年の良いところは、
気持ちを一つにすることがで
き るところ だと思 っていま
す。拝二ピックやおもちゃラ
ンドなど、ここぞという時に
気持ちを一つに力を発揮でき
たことを私は知っています。
新しいメンバーでもぜひ、
気持ちを一つに頑張っていき
ましょう。

進級おめでとうございま
す。そして、はじめまして。
４月から拝二小に着任しまし
た、日下です。
新しい学年での生活を子供
たちが楽しみにしているよう
に、私自身も皆さんに会える
ことをとても楽しみにしてい
ました。
子供たちに寄り添い、笑顔
が あ ふ れ る一 年 間に な る よ
う、頑張ります。よろしくお
願いします。

進級おめ でとう ございま
す。元気いっぱいの３年生を
担当できてとてもうれしく思
っています。
今年は初めてのクラス替え
があり、音楽、図工の専科授
業、毛筆の授業なども始まり
ます。新しい仲間と新しいこ
とにどんどん挑戦して、実り
あ る一年に したい と思いま
す。たくさん遊んで、たくさ
ん学び、大きく成長できるよ
う、一緒に頑張りましょう。

担任一同、力を合わせて頑張ります。どうぞよろしくお願いいたします。

４月７日（水）の持ち物
ふでばこ

ぼうさい ず き ん

どうぐばこ

れんらくちょう

ランドセル・筆箱・防災頭巾・上履き・道具箱・連 絡 帳 ・
れんらくぶくろ

連絡 袋 ・雑巾２枚(記名してあるものとしていないもの)・保健調査票
※進級名簿の出席番号を確認していただき、
下駄箱は自分の番号の場所を利用するようになります。

