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伊良波小学校 １年 令和４年 ７月

♪たのしいなつやすみ♪あつさにまけないでげんきにすごそう！

☆きまりよい せいかつ☆
○ はやね，はやおきをしましょう。
○ すすんで おてつだいをしましょう。
○ あそびにいくときは，いえのひとに いきさきや かえるじこくをいってでかけましょう。
○ そとへでるときには，ぼうしをかぶりましょう。
○ じてんしゃは，あんぜんなところで のりましょう。
○ あぶないところへは，いかないように しましょう。
（うみやかわ，えいがかんやげえむせんたあなどへは，こどもだけではいってはいけません）

○ しらないひとに ついていかないように しましょう。
○ ちゅうおうとしょかんでは，まなあをまもりましょう。（ますくもつけましょう）

☆すすんで べんきょうしよう☆
○ じかんをきめて べんきょうしましょう。
○ しゅくだいは ていねいにやりましょう。
○ ほんを たくさん よみましょう。

☆なつやすみのしゅくだい☆
【かならずやろう！】

○ 「きわめる！なつ」のどりる （まるつけはおうちのひとに おねがいしましょう。）
○ ひらがなぷりんと ４まい （ひつじゅん ２まい、５０おん ２まい）
○ おんどく
○ なつやすみのさくひん（こうさく・じゆうけんきゅう・え・さくぶんのなかから１しゅるいいじょう）
○ けいさんかあどで けいさんれんしゅう

【もっとちょうせんしてみよう！】
○ どくしょ （していとしょ・かだいとしょ など）
○ どくしょかんそうぶん （コンクール出展希望の方は、提出してください。校内審査があります。）
〇 なわとび (まえとび３０かい、うしろとび１５かいをめざして、がんばろう。)

★１がっき こうはんかいし★
◎８がつ２５にち（もく） からです。 ※いつもどおりにとうこうしましょう。

★なつやすみのほんの
かしだしのおしらせ★

◎かしだしじかん・・・９じ～１２じ
◎かしだしさっすう・・・３さつ
◎ひとりでこないようにしましょう。
◎えほんばっぐをわすれずに
もっていきましょう。

としょしつがあいているひ
※「としょだより」で
かくにんしましょう。

【じかんわり】

１．がっかつ ２．こくご
３．こくご ４．さんすう
５．せいかつ

【もってくるもの】

☆なつやすみのしゅくだい
・きわめる！なつどりる
・ひらがなぷりんと（４まい）
・おんどくかあど
・なつやすみのさくひん

☆ふでばこ ☆れんらくぶくろ
☆うわばき ☆がんばりのうと
☆ぼうし ☆すいとう
☆ひきだし（たりないものかくにん）
☆なわとび ☆えぷろん（とうばん）
☆けんこうかんさつかあど



 

 

 

                                                        

 

                                                                 

 

令和４年度 伊良波小学校２年 

７月２１日（木）から８月２４日（水）まで夏休みです。けんこうとあんぜんにじゅうぶんに気

をつけて、たのしい思い出がたくさんのこるようなお休みにしましょう。 

 

１ きそくただしい生かつ・けんこう  
① 早ね、早おきをしましょう。 
② ラジオ体そうにチャレンジしましょう。 
③ おべんきょうは、あさのすずしいうちにしましょう。    

④ すすんでお手つだいをしましょう。 

⑤ テレビ、タブレットやゲームの時間を家族できめて、見すぎ・やりすぎに気をつけましょう。 

⑥ むしば、目、はなや耳などのちりょうがまだの人は休みのうちにしましょう。 

⑦ おかしやジュースなど、のみすぎ・たべすぎに気をつけましょう。 

 

２ あんぜん  

① あぶないところでは、あそびません。（川やうみ、どうろやちゅう車場など） 

② じてん車は、あんぜんな場しょでただしくのりましょう。 

③ プールやうみであそぶときは、大人の人と行きましょう。 

④ 出かけるときは「行き先・だれと・いつかえるか」をきちんと家の人に知らせましょう。 

⑤ 「いかのおすし」をまもり、知らない人のさそいにのらないようにしましょう。 

⑥ 子どもだけで、スーパーやゲームセンターに行きません。 

   

３ 夏休みのしゅくだい ※年間計画に記載されているサマースクールの実施はありません。 
1かならずやるしゅくだい 
・パーフェクト夏（丸付けや直しの声掛けをお願いします。） 

・音読（国語の教科書からえらんで読む。かけ算九九も毎日音読します。） 

・夏休みのがんばりノート※ピカチュウのノート１さつ 

・なわとび（なわとびのカードがパーフェクト夏に貼られています。） 

1この中からえらぶしゅくだい（コンクールに出すこともできます。） 

・じゆうけんきゅう  ・図画  ・作文 ・工作（貯金箱コンクールなど） 
・読書かんそう文（中央図書館も利用してみましょう。） 

※コンクールの案内は別紙で配布します。ぜひ、チャレンジしてみましょう。 

 
４ １学きこうはんのスタート  

◎８月２５日(水)から学校です。きゅう食もあります。下校は２時５５分です。 
◎いつもどおり８時までにはとう校しましょう。 
◎時間わり（先生から聞いて書きます） 

   ①   ②   ③   ④   ⑤     
◎もちもの 

□パーフェクト夏  □ぴかちゅうのがんばりノート  □がんばりノート □れんらくぶくろ 

□けんおんカード  □音読ペロリカード         □体いくぎセット  □上ばき 

□かけ算九九カード  □ティッシュ１はこ  □ぞうきん２まい 



夏休みのしおり 令和４年７月

伊良波小学校 第３学年

楽しい夏休みがやってきます。きまり良い生活をし、体に気をつけて

思い出いっぱいの夏休みにしましょう。

生活面

・生活リズムを作り、きそく正しい生活をしましょう。

・進んで家の手伝いをしましょう。

・元気な声であいさつができるようにしましょう。

・ゲームセンターやショッピングセンターには、子どもたちだけでは行かないように

しましょう。

けんこう面

・早ね早起きをしましょう。

・健康に気をつけ、感染予防につとめましょう。

・病気（歯・耳・鼻・目）は休み中にちりょうしましょう。

安全面

・交通のきまりを守り、自転車の二人乗りや遠出はやめましょう。

・海やプールへは、必ず大人と一緒に行きましょう。

・危ない遊び危険な場所には近づかないようにしましょう。

・「いかのおすし」を守りましょう。

・外出する時は、おうちの人に行き先と帰る時刻を必ず知らせましょう。
かなら

宿 題 ※宿題は、朝の涼しいうちにしましょう。

○「夏にパワーアップ」（家の人に○をつけてもらいましょう）

○図画、工作、習字、自由研究、体験文、読書感想文の中から一つ選んでやりましょう。

○タブレットに育馬先生から理科の問題がとどきます。毎日タブレットを開いてください。

○タブレットでミライシードやタイピング練習もしましょう。

ちょうせんしてみよう

※できる人は、ちょうせんしてみて下さいね！

・音読 ・がんばりノート ・読書

・いろいろなコンクールがあります。チャレンジしてみましょう。

・社会や総合の学習など、調べてみたいことにちょうせんしてみましょう。

◎図書館の開館日 ８月 １．３．５．１５．１７．１９．２２．２４日（９時～１２時までです。）

課題図書(感想文)

１学期後半開始日 持ってくる物 ・みんなのためいき図鑑

☆８月２５日（木） ・教科書 ・１１１本の木

・いつも通り登校します。 ・筆記用具 ・チョコレートタッチ

・１５時５０分下校 ・夏にパワーアップ ・この世界からサイが

（６校時までの授業） ・作品などの宿題 いなくなってしまう

１ ２ ３ ４ ５ ６ ・うわばき・水とう 課題図書(感想画)

・ ・がんばりノート ・宇宙人がいた ・みどりバアバ

・毎日の７セット ・アパートのひとたち

・地球がうみだす土のはなし



 

夏休みのしおり 

伊良波小学校 ４年生 

 

 

「やったー！夏休みだー！！」 

さあ!!待ちに待った夏休みです。家族のみなさんと過ごす時間が増えます。充実した、楽しい期間となるよう

担任一同願っています。 

安全や健康に気を付けて過ごし、元気な笑顔で「ただいま！」と学校に帰ってきてくださいね。 

 

１ 生活面 

（1）  早寝早起きをして，規則正しい生活をしましょう。 

（2）  家族の手伝いを進んでしましょう。（ ゴミ出し，食器洗い，洗たく，洗たくたたみ，トイレ掃除，

その他 ） 

（3）  出かけるときは，感染対策を心がけ，必ず家の人に「 だれと，どこに，何をしに，何時に帰る 」

かをきちんと伝えましょう。（熱中症にも気を付けましょう。） 

（4）  子どもだけで海や川，ショッピングセンターへは出かけません。 

（5）  交通ルールをきちんと守りましょう。（自転車の二人乗りはしない） 

（6）  道路上での遊びはやめましょう。（自転車，リップスティックなど） 

(7)  外に出るときは，必ずぼうしをかぶりましょう。 

(8)  テレビやゲームは時間を決めてやりましょう。（１時間を超えると脳によくないそうです。） 

(9)  バランスの良い食事に心がけ、適度な運動を行いましょう。  

(10) 歯や目，耳などの治療を済ませましましょう。 

(11)  知らない人についていったり，車に乗ったりしないようにしましょう。 

 

２ 学習面 

（１） 毎日決まった時間にやりましょう。(午前8時から10時を奨励) 

（２） 計画的に課題に取り組み，苦手な教科の復習も積極的に行いましょう。 

（３） 読書をするよいチャンスです。よい本を選んで毎日読書にチャレンジしましょう。 

（４） 計画を立てて，学習に取り組みましょう。 

 

３ 夏休みの宿題（計画的に，しっかりやりとげましょう！） 

・夏にパワーアップ 

 ※苦手な問題や間違えた問題はしっかり復習してできるようにしておきましょう。 

・新聞（どの教科でもいいです。） 

・プリント 

・読書（一日15分、10日間で厚めの本を2冊くらい読めるといいですね。） 

・図画，工作，自由研究，習字，読書感想文（この中から１つ以上） 

・お家のお手伝い（きめた仕事を続けましょう） 

 

４ 学校の始まり 

８月２５日（木） 普通通り登校（給食あります）※６校時までです。 

※ 持ち物・・・時間割通りの学習用具，うわばき，夏休みの宿題，マスク，検温カード，筆記用具 

      がんばりノート，タブレット 

       

 各家庭に持ち帰る教科書やノート類 

・国語（漢字ドリル、教科書、マイ国語辞典） 

・算数（教科書、算数の友） 

・社会（わたしたちの豊見城市） 

・体育（短縄） 

 ※夏休みが終わったら、学校に持ってきてください。 



 

 

 

 

待ちに待った夏休みが始まります。計画を立てて、充実した夏休みにしましょう！ 

 8月 25日（木）、元気な顔のみなさんに会えるのを楽しみにしています。 
 

 

 

○早寝早起きをして、規則正しい生活をしましょう。 

○学習は，計画を立てて早めに取り組みましょう。 

○家のお手伝いを進んでやりましょう。（ゴミ出し、食器洗い、洗たく、そうじなど） 

○出かけるときは、必ず家の人に「だれと、どこに、何をしに、何時に帰る」をきちんと伝えましょう。 

○子どもだけで海や川、ショッピングセンター等へ行かないようにしましょう。 

〇交通ルールをきちんと守りましょう。（自転車の二人乗りはしない、飛び出しはしない） 

○検診において、歯や目、耳などに病気や症状が見つかった人は、休み中に治療をしましょう。 

○コロナ等に罹患した際は、マチコミ及び学校 PCR 用報告フォームにて報告ください。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夏休みの過ごし方 

１学期後半授業開始について 

★８月２５日(木) 

・給食あり 

・６校時授業 

（6 校時は,委員会活動） 

 

★持ってくるもの 

・木曜日の時間割 ・夏休みの課題 

・上ばき がんばりノート 

夏休みの課題について 

◎きわめる！夏（夏休みのドリル） 

◎英語プリント ◎音楽の課題 

◎新聞（社会・総合など） 

◎自由研究（理科か総合）  

〇作文 (読書感想文・意見文など) 

〇図画 (読書感想画でも可) 

〇工作 

〇手芸 

〇習字 

 

令和４年度 伊良波小学校 ５学年 

図書室開館日を確認して

（９： 00～ 12：００）   

夏休みも計画的に読書をしま

しょう。 

※詳細は「図書館便り」を 

 みてください。 

読書感想文（課題図書）      読書感想画(指定図書) 

◇『りんごの木を植えて』     ◆『縄文の狼』 
◇『風の神送れよ』        ◆『小さいママと無人島』 
◇『ぼくの弱虫をなおすには』   ◆『那木野、伝説の森で』 
◇『捨てないパン屋の挑戦』    ◆『日向丘中学校カウンセラー室』  
                 ◆『幽霊屋敷貸します』 
                 ◆『妖怪コンビニで、バイトはじめました』 

自由研究の例 

〇星の観察 〇虫の観察 〇地層調べ 〇植物の観察 〇おもしろ実験 等 

《よいまとめ方》  

①何の研究か、調べる目的をはっきりさせる。 

②なぜこの研究をしようと思ったのか。（動機） 

③グラフ・表・図・絵などを用いてわかったことを分かりやすくかく。 

④工夫をして調べ、まとめる。 

⑤この研究から何がわかったのか。 

⑥研究をやってみての感想 

※気になったことを調べるチャンス！丁寧にまとめられるように頑張りましょう。  

 

◎必ずやる課題 

〇選んでやる課題 

この中から

１つ 



 

 

 

 

待ちに待った夏休みがやってきます。今年度も少し短い休みになりますが、学校を離れ普段なかなかできない体験

等をしてみるのもいいですね。 

小学校最後の夏休み、楽しく充実した毎日を送ってください。 

 

 

 

○早寝早起きをして、規則正しい生活をしましょう。 

○学習は計画を立てて、涼しい時間帯にするようにしましょう。 

○家族の手伝いを進んでしましょう。（ゴミ出し、食器洗い、洗たく、洗たくたたみ、トイレ掃除、その他） 

○出かけるときは、必ず家の人に「だれと、どこに、何をしに、何時に帰る」をきちんと伝えましょう。 

○子どもだけで海や川、ショッピングセンター等へ行かないようにしましょう。 

○交通ルールをきちんと守りましょう。（自転車の二人乗りはしない、飛び出しはしない） 

○検診などでむし歯や目、耳などに病気や異常のある人は、休み中に治療をしましょう。 

○コロナ等に罹患した際は、マチコミ及び学校 PCR 用報告フォームにて報告ください。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

夏休みの過ごし方 

１学期後半授業開始について 

★８月２５日(木) 

・６校時  

※修学旅行説明会が１５時より 

 あります。（旅行金も回収します） 

★持ってくるもの 

・木曜日の時間割  

・夏休みの課題、作品 

・がんばりノート 

・上ばき・体育着    

夏休みの課題について 

◆自由研究（理科） 

◆音楽（リコーダー練習） 

◆作文(読書感想文) 

◆夏休みのドリル ◆英語プリント（２枚） 

◆一言日記 ☆作品展にも積極的に取り組みましょう☆ 

※作品展の詳細は、別紙にて配布します。 

令和４年度 伊良波小学校 ６学年 

読書感想文（課題図書）      読書感想画(指定図書) 

◇『りんごの木を植えて』    ◆『妖怪コンビニで、バイト始めました』 
◇『風の神送れよ』       ◆『日向丘中学校カウンセラー室』 
◇『ぼくの弱虫をなおすには』  ◆『縄文の狼』 
◇『捨てないパン屋の挑戦』   ◆『那木野、伝説の森で』 
                ◆『幽霊屋敷貸します』 
                ◆『小さいママと無人島』 

自由研究の例 

〇星の観察 〇虫の観察 〇地層調べ 〇植物の観察 〇おもしろ実験 等 

《よいまとめ方》  

①何の研究か、調べる目的をはっきりさせる。 

②なぜこの研究をしようと思ったのか。（動機） 

③グラフ・表・図・絵などを用いてわかったことを分かりやすくかく。 

④工夫をして調べ、まとめる。 

⑤この研究から何がわかったのか。 

⑥研究をやってみての感想 

※気になったことを調べるチャンス！丁寧にまとめられるように頑張りましょう。  

 

ベネッセ教育情報サイトより引用 

・読書感想文の書き方は、夏休み

のドリルにはさまれています。参

考にしましょう。 

・英語などはタブレットにある「マ

ナビュア」を活用しよう！ 


