
 

 

 

 

 有意義な夏休みを！          

                 校 長  寺田 育 

 いよいよ子どもたちにとって楽しみな夏休みが始まります。夏休みは、今までの学習や生活を見つ

め直し、新学期に備え志を新たに準備する絶好のチャンスです。保護者、地域の皆様におかれまし

ては、この４月以来、お子様の健やかな成長を支え、見守っていただき、本校の教育にご協力くださ

りましたことに心より感謝申し上げます。 

本日、担任より子どもたち一人ひとりに「あゆみ」を渡しました。懇談でお伝えした内容と合わせ

て、一緒に確認していただき、お子様がよりよく伸びるための励ましの材料にしていただければと思

います。 夏休みの過ごし方についても、ぜひ一緒に話し合ってください。得意な学習を伸ばす、苦

手な学習を克服する、家のお手伝いを決めて継続する、朝起きる時刻を決めて規則正しい生活を

続ける、自分の決めた体力づくりに取り組む、等。何か続けられるものを見つけ、この夏休み中に続

ければ必ず得るものがあります。２学期からも続けられるとさらに素晴らしいと思います。 

私が子どもの頃の夏休みについて、遠い記憶を思い起こしてみました。クーラーのついていない

家でしたが（和歌山の山間の地域で、その頃はクーラーが無くても十分過ごせました）、扇風機を

かけながら午前中は家の手伝いや、宿題をして過ごしました。午後は近所の友達と毎日川に行っ

て泳いだり、カニや魚を捕まえたりしていました。「夏休みの宿題は計画を立てて早めにやってしま

おう！」と毎年張り切って頑張っていましたが、いつも自由研究や工作などの作品が後回しになって

しまったのを覚えています。そんな時は家族に相談し、一緒に考えてもらい、アドバイスをもらいまし

た。野草の図鑑を作ったときは一緒に植物の採集に行ってもらったり、木を使った貯金箱に挑戦し

た時はのこぎりの使い方を教えてもらったりしました。普段はなかなか持つことのできない時間を

過ごせていたと思います。 

  まだまだ制限が多い中での夏休みですが、この時期子どもにかかわる川や海、山の事故、交通

事故、熱中症などに十分注意していただきたいと思います。健康管理に気を付けていただき、8 月

30日に元気に登校してきてくれるのを待っています。 
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最近、新聞やテレビで「SDGｓ（持続可能な開発目標）」という言葉を聞く機会が増えました。国

連サミットで採択された 2030 年までの国際目標です。貧困や飢餓、環境など世界規模の問題に

関する 17の目標（ゴール）から構成されています。 

  学校でも、グリーンカーテン、古紙回収、牛乳パックの 

洗浄など様々なことに取り組んでいます。いじめについて 

考えることも目標の一つと言えます。夏休みの機会に、おう 

ちでも SDGｓについて話す機会を取っていただき、できる 

ことに取り組んでみてください。 

 詳しいことを、本やインターネットで調べてみるのもおす 

すめです！（おうちの方と一緒にお願いします。） 

 

終業式でも紹介しました。 



【８・９月の予定】 

日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土 

 8/30 8/31 9/１ ２ ３ ４ 

 短縮 4 時間 

始業式 

給食なし 

12:20 下校 

短縮 4 時間 

給食なし 

12:20 下校 

給食開始 

 

夏休み作品展 

 

 

 

夏休み作品展 

 

 

 

夏休み作品展 

 

５ ６ ７ ８ ９ 10 11 

  朝礼 全校 14:15

下校 

   

12 13 14 15 16 17 18 

   委員会   土曜参観 

PTA 清 掃

活動(予定） 

19 20 21 22 23 24 25 

 敬老の日   秋分の日 土曜参観代休  

26 27 28 29 30   

   クラブ 研究授業３年 

＊下校時刻が

変わります。 

  

＊新型コロナウィルス感染症の感染状況によって、行事予定が変更になることがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8 月 4 日（水）が学校諸経費の引き落とし日です。 

夏休み期間中、学校にご用事のある方は、 

平日、午前 8 時 30 分～午後 5時にお願いいたします。 

学校閉庁日は、8 月 13日（金）～15 日（日）です。 

電話番号 072-366-0072 

9 月の土曜参観（9 月 18 日（土））について 
9 月 18 日（土）に、土曜参観・校内清掃活動を予定しています。 

参観は、6月に行われる予定でしたフリー参観の要領で、分散して実施することを考えてお

ります。1時間目～3時間目で、出席番号をもとに割振りを行います。4時間目は、校内清掃

活動を行います。子どもたちは、通常授業で、ご協力いただける保護者の方々で清掃をしま

す。詳しくは、2 学期に改めてお知らせします。 

運動会（10 月 17 日（日））について 
 今年の運動会は、昨年同様に、低中高学年に分かれて、競技を中心とした形で実施する予

定です。多くの方にご参観いただきたかったのですが、今年度も 1 家庭 2名までとさせてい

ただかなければならない状況です。具体的な内容については、2学期にお知らせいたします。 

夏休み作品展（９月 1～３日（水～金））について 
場 所：体育館     

時 間：9時～4時 30分（各クラスが順に鑑賞している時間帯もあります。） 

持ち物：スリッパ、入校証、マスク 

お願い：お車での来校はお控えください。感染予防対策にご協力ください。(検温、消毒) 

    



夏休み中のコンクールについて（提出は自由です。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

読 書 感 想 文 
夏休みに読書をして感想文を書いた人は、提出してください。 

※１・２年生は８００字以内、３～６年生は１，２００字以内 

①自由読書（自由に選んだ図書。フィクション、ノンフィクションを問いません。） 

②課題図書（下に書いてある図書） 

＜低学年＞ 

○あなふさぎのジグモンタ（ひさかたチャイルド）作・とみながまい 絵・たかおゆうこ 

○そのときがくるくる（文研出版） 作・すずきみえ 絵・くすはら順子 

○みずをくむプリンセス（さ・え・ら書房）  

文・スーザン・ヴァーデ 絵・ピーター・Ｈ・レイノルズ 

○どこからきたの？おべんとう（金の星社） 作・絵 鈴木まもる 

＜中学年＞ 

○わたしたちのカメムシずかん：やっかいものが宝ものになった話（福音館書店） 文・鈴木海花 

絵・はたこうしろう 

○ゆりの木荘の子どもたち（講談社） 作・富安陽子 絵・佐竹美保 

○ぼくのあいぼうはカモノハシ（徳間書店） 

作・ミヒャエル・エングラー 絵・はたさわゆうこ 

○カラスのいいぶん：人と生きることをえらんだ鳥（童心社） 

著・嶋田泰子 絵・岡本順 

＜高学年＞ 

○エカシの森と子馬のポンコ（ポプラ社）作・加藤多一  絵・大野八生 

○サンドイッチクラブ（岩波書店）   作・長江優子 

○おいで、アラスカ！（フレーベル館） 作・アンナ・ウォルツ 訳・長坂悦子 

○オランウータンに会いたい（あかね書房） 著・久世濃子 

（３年～６年生は授業で自由図書の読書感想文を書いています。） 

防災図画・防火ポスター（全学年） 

・地震・台風・豪雨などの自然災害に、事前に備えておくべきことをポスター作品にする（防災） 

・広く府民に火災予防を呼びかけるもので、防火意識の高揚と普及に役立つもの（防火） 

○四つ切り画用紙（およそ 38ｃｍ×54ｃｍ） 

○裏面に学校名・学年・組・氏名を記入  大阪狭山市防災・防犯推進室  大阪狭山市消防本部  

調 べ る 学 習  

第１１回大阪狭山市図書館を使った調べる学習コンクール 

公共図書館や学校図書館を使って調べ、まとめた作品を応募する。 

（希望者は９月３０日（木）までに担任の先生まで提出） 

身近な疑問や不思議に思うこと、興味があることなど調べるテーマは自由です。 

見る・聞くなどの体験や、実地調査なども取り入れながら、どのように調べていったの 

か、その結果何がわかったかをまとめてください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２４回小学生絵画コンクール 

・テーマ（全学年） 『夏のおもいで』 

・作品について      ４つ切りの画用紙 

ＰＬ病院（0721‐23‐7806） 

大阪府学生科学賞（４年生以上） 

・理科学習に関係のある記録ノートや制作物な

どで創意工夫のあるもの 

○約５０ｃｍ×７０ｃｍの机上の範囲内に展示

できること 

○作品一点ごとに作品の題名、校名、氏名を記

入のこと 

大阪府教育庁 

第２９回 夏休みこども絵画コンクール（全学年） 

・テーマ①人と自転車の生活風景  （日常生活の中にある人と自転車が仲良くしている様子） 

 テーマ②夢の自転車       （お子様の自由な発想で考えた自転車） 

○八つ切り画用紙（３８ｃｍ×２７ｃｍ）   ○画材は問わない。 

応募作品の返却はしません。 今年度の表彰式は実施しません。 

自転車博物館サイクルセンター絵画コンクール事務局（072-243-3196） 

第４４回ゆうちょアイディア貯金箱コ

ンクール（全学年） 

・自由なアイディアであなただけの貯金箱を作

って応募しよう！ 

○材料は自由ですが、持ち運びができるもの 

○作品の大きさは、一辺の長さが２５ｃｍ以内  

ゆうちょ銀行（0120-296285） 

第１４回「私とみんてつ」小学生新聞コンクール（全学年） 

テーマ①「くらしと鉄道」毎日の生活を通して、鉄道・駅について興味や疑問に感じたことなどを題

材に考えたり調べたりしながら新聞にまとめる。 

テーマ②「みらいの鉄道」人々の生活を支える交通手段として 10 年後、100 年後の鉄道がど 

のように進化、発展していくのかを想像して新聞にまとめる。 

○新聞形式で手書きまたはパソコン（１・２年生は「絵日記風の新聞」でも可） 

○Ａ３サイズ１枚（絵日記は、Ｂ４用紙または八つ切り画用紙（２７ｃｍ×３８ｃｍ）１枚）たて使

い（紙面内は縦書きでも横書きでも可） 

○タイトルは各自でつけてください 

○写真・イラスト・絵・漫画などを使ってもかまいません 

「私とみんてつ」小学生新聞コンクール事務局（03-5202-1402） 

第３５回「WE LOVE トンボ」 

絵画コンクール（全学年） 
・「トンボ」または「トンボのいる風景」の絵画 

○四つ切り画用紙（およそ 38ｃｍ×54ｃｍ） 

○スケッチ、イラスト、CG 画でも可 

○水彩、クレヨン、鉛筆等画材は自由   

コンクール運営事務局（06-6447-1912） 

http://www.tombow.gr.jp/ 


