
 

 

 

 

 充実した夏休みを！ 

                 校 長  寺田 育 

  

いよいよ明日から夏休みです。保護者・地域の皆様には、本日まで様々な場面で本校教育活動

にご理解、ご協力いただきましたことに感謝申し上げます。この夏休みも、熱中症と新型コロナウィ

ルス感染の予防対策をしながらになりますが、どうか安全にも気を付けて有意義にお過ごしくださ

い。 

  本日の終業式では、「夏休みの生活について」児童会、生徒指導の先生からお話がありました。

私たちが安全に生活するには、様々なきまりやルールがあります。時にはそれが堅苦しいとか、自由

じゃないと思いがちですが、ルールやきまりがないと大人も子どもも安心して生活することができま

せん。日本で暮らす人、日本に旅行にやってきた人も含めて、すべての人が自

由で安心な生活を守るために「法律」があります。たくさんある法律の中で、子

どもにも関係のある法律を分かりやすく普段使っている言葉で書かれた「こど

も六法」（著 山崎聡一郎 弘文堂）という本を、本日私から紹介しました。みん

なを守るためにある法律について、興味を持ってもらえると嬉しいです。そして、

身近なところにある学校のルールや、夏休みの生活についてのきまり、タブレッ

トの使用についてのルールなどを守る大切さについてもお家で話し合っていた

だくようお願いします。 

  今年の夏休みは、39日間です。時間的に余裕のある夏休みだからこそ、一人ひとりが継続的に

挑戦できることを決め「最後までやり切った」という達成感を味わってもらいたいと思います。読書

を毎日する、家族の一員としての役割を担う（お手伝いをする）、生き物や植物を育てて観察する

など、自主的にできることを考えて、挑戦して欲しいと思います。 

  8月 29日、2学期の始業式にひと回り成長した元気な姿に出会い、充実した夏休みの報告を

聞けることを楽しみにしています。 

  

北小だより 
教育目標「心豊かに、夢大きく、一人ひとりが輝く学校」 

 

令和４年(2022年)７月２０日 

大阪狭山市立北小学校  

（夏休み号） 
北小 HPの 
QRコードです 

 

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。また、お子様が新型コロナウィルス感染症に罹患した場合は、学校までお知らせくだ

さい。土日の場合は、月曜日に、閉庁日の場合は、16 日にお願いします。 

 ＊学校閉庁日は、8 月 1０日（水）～15日（月）です。 電話番号 072-366-0072 

今年度の卒業式について 

令和 4年度の「卒業証書授与式」は令和 5年 3月 17日（金）に行う予定です。どのような内容で実

施するかは後日お知らせいたします。卒業生の服装につきましては、入退場や起立・着席、授与などの

活動がありますので動きやすいものにしてください。不慣れな服装で体調を崩したり、着崩れの対応に

困ったりする場合があります。自分で管理できるものでお願いします。 



【８・９月の予定】 

日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土 

 8/29 8/30 8/31 1 2 3 

 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 

短縮 4 時間 

給食なし 

12:20 下校 

 

 

夏休み作品展 

給食開始 

班会議・集団下校 

15:00 下校 

教育実習開始 

～9/22 

夏休み作品展 

 

 

 

 

 

夏休み作品展 

PTA 運

営委員会 

4 5 6 7 8 9 10 

  身体測定① 委員会 

身体測定② 

防災教室④ 

身体測定③ 

身体測定④ 

校内研究授業⑤ 

＊下校時刻が変

わります。 

 

11 12 13 14 15 16 17 

 MIM-PM① 

身体測定⑤ 

身体測定⑥ 14:45 下校   土曜参観 

PTA 清 掃

活動(予定） 

18 19 20 21 22 23 24 

 敬老の日 土曜参観 

代休 

  秋分の日  

25 26 27 28 29 30  

   クラブ  校内研究授業④ 

＊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（木）が学校諸経費の引き落とし日です。 

9 月の土曜参観（9 月 17 日（土））について 
9 月 1７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て

いただく予定です。 

詳しくは、2 学期に改めてお知らせします。 

運動会（10 月 15 日（土））について 
 今年の運動会は、昨年同様の分散型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きます。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（８月３1(水)～２日(金)）について 
時 間：31日は 13 時 30 分～16時 45分、1日と 2 日は 9時～16時 45 分 

場 所：体育館     ＊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 600 字以上 800 字以内、３～６年生は 1,000 字以上 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＞ 

○つくしちゃんとおねえちゃん（福音館書店）作・いとうみく 絵・丹地陽子 

○ばあばににがおえをとどけてあげる（評論社）  

文・コーリン・アーヴェリス 絵・イザベル・フォラス 

○すうがくでせかいをみるの（ほるぷ出版） 作・ミゲル・タンコ 訳・福本友美子 

○おすしやさんにいらっしゃい！：生きものが食べものになるまで（岩﨑書店） 

文・おかだだいすけ 写真・遠藤宏 

＜中学年＞ 

○みんなのためいき図鑑（童心社） 作・村上しいこ 絵・中田いくみ 

○チョコレートタッチ（文研出版） 作・パトリック・スキーン・キャトリング 絵・伊津野果地 

○１１１本の木（光村教育図書）文・リナ・シン 絵・はたさわゆうこ 

○この世界からサイがいなくなってしまう：アフリカでサイを守る人たち（学研プラス） 

文・味田村太郎 

＜高学年＞ 

○りんごの木を植えて（ポプラ社）作・大谷美和子  絵・白石ゆか 

○風の神送れよ（小峰書店）   作・熊谷千世子  絵・くまおり純 

○ぼくの弱虫をなおすには（徳間書店） 作・K・L・ゴーイング 絵・早川世詩男 

○捨てないパン屋の挑戦：しあわせのレシピ（あかね書房） 著・井出留美 

（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。） 

防火図画（全学年） 

・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） 

〇四つ切り画用紙（およそ 38ｃｍ×54ｃｍ） 

〇すべて着色すること。 

〇文字を書き込まないように注意すること。 

〇裏面に学校名・学年・組・氏名を記入         堺市大阪狭山消防署 予防課 

調 べ る 学 習  

第１４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。 

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２６回小学生絵画コンクール 

・テーマ（全学年） 『夏のおもいで』 

〇４つ切りの画用紙 

〇絵日記、貼り絵、白黒、ポスターは不可 

〇作品の裏側（右下）に学校名、学年、氏名（ふ

りがな）、性別、作品のタイトルを記入。 

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３１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自転車博物館内の自転車の写生（館内写生は HP から予約が必要） 

 テーマ③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。 今年度の表彰式は未定です。 

自転車博物館サイクルセンター絵画コンクール事務局（072-221-3196） 

ホームページ http:www.bikemuse.jp 

第４７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（0120-296-285） 

第１6 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」でも可） 

○Ａ３サイズの専用作品用紙（ホームページからダウンロード） 

○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。 

ただし、アニメキャラクターは不可。 

「私とみんてつ」小学生新聞コンクール事務局（03-6371-1402） 

第３７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 

○作品は返却不可、参加賞あり 

絵画コンクール係（06-6371-9800） 

https://www.tombow.gr.jp/sdgs/kaiga/ 

作品は、始業式の日に出しましょう。 


