
 

    

 

  

 

 

まもなく夏休み！ 

これから長い夏休みに入ります。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。夏休み中は、子どもだけで過ごす時間が多くなると思います。遊びに行くときには、「どこで遊ぶ

のか」「誰と遊ぶのか」「何時に帰ってくるのか」の３つを伝えてから出かけるように話をしました。子どもの

命が一番大切です。水の事故、交通事故などに遭わないようにご家庭でもお話していただきますよう、お願い

します。 

保護者の皆様には、この１学期、多くのご支援ご協力をいただき感謝しています。ありがとうございました。 

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 

８月 ３日 

  （金）   

８：３０～ ８：４０ 

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 軍手・ビニル袋・赤白帽子・汗ふきタオル 

⑤ 夏休みの日誌 

⑥ ポスター１点以上 

⑦ 習字１点以上 

⑧ 夏休みの日誌の中の習字 「星空」 

８月２０日 

  （月） 

 

８：３０～ ８：４０ 

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 軍手・ビニル袋・赤白帽子・汗ふきタオル 

⑤ 夏休みの日誌 

⑥ がんばれ 夏休み（答え合わせ） 

⑦ 作文１点以上  

⑧ 総合「環境問題調べ」 

⑨ 漢字プリント 

⑩ 理科の自由研究 ⑪自由課題 

２学期当初の予定  

○９月３日（月） 始業式  

①始業式 ②学活 ③学活 （一斉下校 11時 40分） 

【持ち物】 ①筆記用具 ②連絡帳 ③上ぐつ ④通知表（押印してファイルに入れる） ⑤ぞうきん２枚  

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

⑨お手伝いカレンダー ⑩健康カレンダー ⑪がんばりカード ⑫自主勉強ノート  

 

○９月４日（火） 短縮授業、給食開始、(一斉下校 14時 00分) 

○９月 5 日（水） 通常日程、給食あり(一斉下校 16時 00分) 

○９月６日（木） 学費引き落とし日 合計８，５１０円 

（給食費４，５００円、学年費２，０００円、積み立て２０００円、手数料１０円） 

５年 学年通信 

平成３０年７月１９日 

夏休み号 ステップ UP 



 

５年生 夏休みの課題・提出日 

 

 

 

 

 

提 出 日 課 題 名 備 考 

８月 ３日（金） ・日誌 1学期の復習をしましょう。 

・ポスター １点以上  詳しい内容は、作品募集一覧表を参照

してください。 ・習字 １点以上 

・日誌の習字 「星空」 ていねいに書きましょう 

８月２０日（月） ・日誌 1学期の復習をしましょう。 

・がんばれ 夏休み(答え合わせをして) 

・作文 １点以上 詳しい内容は、作品募集一覧表を参照

してください。 

・理科の自由研究 詳しい内容は、作品募集一覧表を参照

してください。 

・総合「環境問題調べ」 

 

環境問題を調べましょう。絵や写真も

あるといいです。 

・漢字プリント ていねいに書く。 

・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３日（月） ・日誌 

自由課題 

＊「p.20 暑い夏をクールにすごそう！」 

＊「p.29 フォトフレームを作ろう！」 

最後のページまできちんとやり、反省

をしっかりと書きましょう。 

ｐ.42の「夏休みの思い出」は、日誌

にやりましょう。 

・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。 

・がんばりカード(リコーダー・読書記録) 

リコーダー「威風堂々」「静かにねむれ」 

毎日の積み重ねが、力を付けます。ぜ

ひ続けましょう。 

長編読み物にも挑戦してみましょう。 

・自主勉強ノート １学期の復習・苦手教科の克服など。 



 

 

★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 

 

 

明るい選挙 

啓発ポスター 

明るい選挙をおしすすめることを内容に、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 

火災予防運動に

ともなう 

防災図画 

○画題…自由 

    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 

○四つ切画用紙 縦書き（県の作品展に出品するため） 

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（縦書きが望ましい） 

男女共同参画 

ポスター 

コンクール 

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 

 

習 

 

字 

 

ＪＡ共済 半紙（美濃版半紙等は使用不可）：「晴れた空」 

条幅（画仙紙半切大 縦・約 136ｃｍ×横・約 35ｃｍ）：「希望の光」 

どちらか 1点 

○楷書 

○左側「五年 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「五年 氏名」を記入 

 

作 

 

文 

 

 

 

 

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) 

「奮闘するたすく」「こんぴら狗」 

「ぼくとベルさん：友だちは発明王」「クニマスは生きていた！」 

○原稿用紙を使用し、縦書きで自筆。 

○文字数(中・高学年の部）本文 1,200字以内 

○欄外に題名、学校名、氏名を記入。 

 

夏休み 作品募集一覧表 
 

ポ 
 

ス 
 

タ 
 

ー 



 

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 

○文字数(高学年） 

３～４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。 

 

自 

由    

研

究 

理科の自由研究 理科に関係のある研究。 

ア 観察・観測、実験など自主研究の記録及び考察  

イ 標本・採集物  

ウ 発見・発明的な作品  

○作品形式は自由ですが、展示の都合上、Ｂ紙作品については、 

Ｂ紙縦を使い、２枚以上の時は日めくり式にして綴じること。 

○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８／２０（月） 

 

作品名 募集内容について 

「心に残る給食の思い出」 

 作文コンクール 

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行目に学校名 

 学年、３行目に組・性別・氏名、４行目から本文を書く。 

○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 

 給食について感じたことなどを自分の言葉で作文に書く。 

手紙作文コンクール 特定の相手に自分の体験したことや考えなどを伝える 

○はがき大の紙（大きさ：縦 14.0～15.4 ㎝×横 9～10.7 ㎝ 

／重さ：２～６g／材質：紙）を用いる 

①はがき作文部門 

・日本語で手書きされた作品 

・主に文章で表現することとし、絵を描き入れることも可 

②絵手紙部門 

・絵と文字で表現された手書きの作品 

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。 

★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とＪＩＣＡに

寄付されます。 


