
 

 

 

 

 

 

 

 

まもなく夏休み!!  
先日の授業参観・学級懇談会には、ご多用のところ、多数の保護者の皆様に参加いただき、ありがとうござい

ました。早いもので１学期が終わろうとしています。この４か月間、修学旅行や委員会活動、プール清掃、陸上

競技会など数々の活動がありました。振り返ってみますと、子どもたちの「やる気」と「一生懸命さ」で充実し

た日々になりました。いよいよ夏休み。長い休みだからこそできることに挑戦し、たくさんの体験を積んでほし

いと思います。出校日や始業式には、思い出の詰まった話を子どもたちから聞けることを楽しみにしています。 

 

全校出校日 全校出校日の欠席があらかじめ分かっている場合は、事前にお知らせください。 

月 日 日  程 内  容 持  ち  物 

７月３１日 

  （月）   

８：３０～ ８：４５ 

８：４５～ ９：１５ 

９：２５～１０：１５ 

１０：３５ 

 

朝の会 

清掃・草取り 

学活・帰りの会 

一斉下校 

① 筆記用具 ② 連絡帳  ③ 上ぐつ 

④ 夏休みの日誌  ⑤ポスター１点以上 

⑥ 習字１点以上 

⑦ 漢字ノート(漢字ドリル) 

⑧ 赤白帽子・軍手・ビニル袋・水筒・汗ふきタオル 

８月２１日 

  （月） 

 

８：３０～ ８：４５ 

８：４５～ ９：１５ 

９：２５～１０：１５ 

１０：３５ 

 

朝の会 

清掃・草取り 

学活・帰りの会 

一斉下校 

 

 

① 筆記用具  ② 連絡帳  ③ 上ぐつ 

④ 夏休みの日誌 

⑤ 夏休みの日誌の中の習字 「高原」 

⑥ 作文１点以上  

⑦ サマースキル   

⑧ 算数ノート(計算ドリル) 

⑨ 理科自由研究 

⑩ 自由課題 

⑪ 赤白帽子・軍手・ビニル袋・水筒・汗ふきタオル             

2 学期当初の予定  
○９月１日（金）始業式  

①始業式 ②学活 ③学活 （11時 40分 一斉下校） 

【持ち物】 ①筆記用具 ②連絡帳 ③上ぐつ ④体育館シューズ ⑤通知表（押印してファイルに入れる） 

      ⑥ぞうきん２枚 ⑦レジ袋（可能な人のみ２枚） ⑧お道具箱（足りないものを補充して） 

 ⑨日誌 ⑩お手伝いカレンダー ⑪健康カレンダー ⑫図書室で借りた本 ⑬自主勉強ノート  

○９月 ４日（月） 通常授業開始、給食開始、一斉下校 15時 00分 

２３日（土） 運動会  ※予備日は２４日(日)、２６日(火) 

２５日（月） 振替休業 

桜小学校 ６年学年通信 

夏休み号 

平成２９年７月１９日 



 

６年生 夏休みの課題・提出日 
 

 

 

 

 

提 出 日 課 題 名 備 考 

７月３１日（月） ・日誌 ７月３０日分までやっておくこと。 

・ポスター １点以上  作品募集一覧表を参照。 

・習字 １点以上 

・漢字ドリル 

 １０・１６・２２・２８・３４・３８ 

漢字ドリル・・・１回以上      

漢字ノートにふりがなも付け、丁寧に書く。 

８月２１日（月） ・日誌 ８月２０日分までやっておくこと。 

・日誌の習字「高原」  

作文 １点以上 

・読書感想文 

・福祉体験作文 

いずれか１点を選び、取り組む。 

（複数に取り組むことも可） 

作品募集一覧表を参照。 

・サマースキル（答え合わせをして） しっかりと 1学期の復習をする。 

・計算ドリル 全てのページを算数ノートに行う。

（答え合わせを忘れずに！） 

・理科作品 作品募集一覧を参照。 

・自由課題 参加は自由です。 

作品募集一覧表を参照してください。 

９月１日（金） 

 

 

 

・日誌 

 

最後のページまできちんとやり、反省

をしっかりと書くこと。 

・お手伝いカレンダー 家族の一員として、役割を果た 

しましょう。 

・健康カレンダー 

 

規則正しい生活を送りましょう。 

・自主勉強ノート 毎日の積み重ねが、力を付けます。 

 



 

 

★どの作品も未発表のものに限ります。 

 作品名 募集内容について 

 

 

火災予防運動にと

もなう防災図画 

防災訓練、火災現場、消防車両、救急車、その他火災予防及び地震に関するものを

対象にした図画又はポスター。コラージュは不可 

○画題…自由 

○四つ切画用紙 ＊縦書き 

注意事項･･･ポスターにタバコ等を描く場合には、商品名を描かない。 

人権及び非行防

止についてのポ

スター 

○テーマ 

人権問題 （いじめ、基本的人権の尊重、思いやり.） 

  非行防止 （万引き、たかり・器物破損） 

  情報モラル（携帯電話・インターネットとの正しい付き合い方、発信マナー）    

○四つ切画用紙（縦書が望ましい） 

健康づくり推進

ポスター 

○テーマ 

  特定健診を受けよう・特定保健指導を受けよう 

  生活習慣病予防（食事・運動・睡眠・歯みがきなど）に関するもの 

○四つ切画用紙。 

○応募用紙を記入し画用紙の裏に貼る 

男女共同参画ポ

スター 

○テーマ 

男女が性別にかかわりなく、一人ひとりが持つ個性と能力を十分に発揮し、自

らの意思によってあらゆる分野に参画し、喜びも責任も分かち合う男女共同参

画社会の形成を目指す内容。 

○四つ切画用紙 

○作品の裏に学校名、学年、及び氏名を記入 

明るい選挙啓発

ポスター 

○明るい選挙を呼びかけることを内容に、自由に表現する。 

○描画材料は自由（紙や布など、絵の具材料だけに限りません）。 

○四つ切画用紙。 

 

習 

 

字 

 

ＪＡ共済 半紙（美濃版半紙等は使用不可）：「緑の大地」 

条幅（画仙紙半切大 縦・約 136ｃｍ×横・約 35ｃｍ）：「友情を育む」 

どちらか 1点 

○楷書、縦書き 

○左側「六年 氏名（漢字で書く）」を記入。学校名は書かない。 

赤い羽根 

 

 

半紙「共同募金」「赤い羽根」「思いやり」のいずれか１点 

○書体は随意。縦書き。 

○左側に「六年 氏名」を記入 

 

夏休み 作品募集一覧

表 
 

ポ 
 

ス 
 

タ 
 

ー 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1499951325/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5qbWMubmUuanAvaWxsdXN0ZGwvaW1hZ2VzLzRjLW11c2hpdG9yaS5qcGc-/RS=^ADBZB0kZ1TclCt8BbcDxRN0aw5fMUs-;_ylt=A2RivQFdH2ZZ93cAqUiU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1499951325/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5qbWMubmUuanAvaWxsdXN0ZGwvaW1hZ2VzLzRjLWhhbmFiaS5qcGc-/RS=^ADBbIPY5BrkE0BVpthdfGUlWiGIO8Y-;_ylt=A2RivQFdH2ZZ93cAq0iU3uV7


 

 

作 

 

文 

 

 

 

 

福祉体験作文コ

ンクール 

福祉活動やボランティア活動の経験を通して感じたこと、考えたことをつづった作文。 

○４００字詰め原稿用紙（縦書き）を使用し、自筆 

○２～４枚以内(８００字以上１６００字以内) 

○題名は１行目、学校・学年・氏名は２行目、本文は３行目から１マス空けて書く。 

読書感想文全国

コンクール 

（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わず。 

（２）課題読書（高学年） 

「チキン！」「ぼくたちのリアル」｢霧のなかの白い犬｣ 

「転んでも、大丈夫：ぼくが義足を作る理由」 

原稿用紙を使用し、縦書きで自筆。 

○中・高学年の部（3～6年生）／本文 1,200字以内 原稿用紙 400字詰め３枚以内。 

題名、学校名、氏名を欄外に記入する。 

 

理

科

作

品 

理科の自由研究 理科に関係のある研究。 

○ 観察・観測・実験などの自主研究の記録および考察 

○ 標本・採集物 

○ 発見・発明的な作品 

※ Ｂ紙なら縦、2枚以上の場合は日めくり式に綴じる。 

  破損のおそれのあるものは、名前を書いた箱などに入れる。 

  何点にも及ぶ場合、それぞれに名前を書く。 

 

 

【自由課題】 提出期限は８／２１（月） 

 

作品名 募集内容について 

「心に残る給食の思い

出」作文 

 用紙は４００字詰め原稿用紙３枚以内 

＊作文用紙の１枚目の１行目に作品の題名、２行目に「愛知県弥富市立桜小学校○年」、

３行目に組・性別・氏名、４行目から本文を書く。 

＊直筆が原則になっている 

＊毎日食べる給食についておいしかった給食、楽しかった給食、給食の時間のできごと、

友達や先生、調理員さん、家族と話したこと、給食について感じたことなどを自分の言

葉で作文に書く。 

アイデア貯金箱 ○材料は自由。 

○大きさは一辺の長さが２５㎝以内で持ち運びができるもの。 

※スポーツ選手や有名人など個人の写真を使用しない。特定のキャラクターや商標は使

用しない。工作キットを使わない。インターネットや本の作り方を真似しない。 

★貯金箱１個の応募につき、１０円がゆうちょ銀行からユニセフに寄付される。 

“社会を明るくする運

動”作文コンクール 

日常の家庭生活や学校生活の中で体験したことを基に、犯罪・非行のない地域社会作り

や犯罪や非行をした人の立ち直りについて考えたこと感じたことを題材としたもの。 

○４００字詰め原稿用紙（縦書き）を使用し、自筆（原本に限る） 

○文字数 ４００字詰め原稿用紙 ３～５枚程度。 

○原稿の行頭欄外に題名、学校名、学年、氏名（ふりがな）を記入 


