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新しい春がやってきました。いよいよ今日から６年生です。学校の桜も子どもたちの

登校を待ちわびていたかのように一気に咲き始め進級をお祝いしているようです。修学

旅行、体育大会、音楽会など、様々なことへの期待で、胸をふくらませている今の気持

ちを忘れずに、今年１年間を大切に過ごしてほしいと思います。一人一人が最高学年と

しての自覚を胸に、自ら考えて行動し、毎日を充実したものにしてくれると期待してい

ます。 

担任・専科一同力を合わせていきますので、保護者の皆様のご理解とご協力をよろし

くお願い致します。    

  

  

６年生のみなさんへ 
                     

 

   

 

 

 

 

 

６年１組担任                     ２組担任  

○○ ○○                         ○○ ○○                 

 

音楽専科           図工専科       新学習システム（算数） 

○○ ○○○         ○○ ○○          ○○ ○○ 

 

 

 

 

 

 

【平成 2８年度 第６学年】 

 1 組（○○先生）  2 組（○○先生） 

１ ○○ ○○ １ ○○ ○○ 

２ ○○ ○○ ２ ○○ ○○ 

３ ○○ ○○ ３ ○○ ○○ 

４ ○○ ○○ ４ ○○ ○○ 

５ ○○ ○○ ５ ○○ ○○ 

６ ○○ ○○ ６ ○○ ○○ 

７ ○○ ○○ ７ ○○ ○○ 

８ ○○ ○○ ８ ○○ ○○ 

９ ○○ ○○ ９ ○○ ○○ 

１０ ○○ ○○ １０ ○○ ○○ 

１１ ○○ ○○ １１ ○○ ○○ 

１２ ○○ ○○ １２ ○○ ○○ 

１３ ○○ ○○ １３ ○○ ○○ 

１４ ○○ ○○ １４ ○○ ○○ 

１５ ○○ ○○ １５ ○○ ○○ 

１６ ○○ ○○ １６ ○○ ○○ 

１７ ○○ ○○ １７ ○○ ○○ 

１８ ○○ ○○ １８ ○○ ○○ 

１９ ○○ ○○ １９ ○○ ○○ 

２０ ○○ ○○ ２０ ○○ ○○ 

２１ ○○ ○○ ２１ ○○ ○○ 

２２ ○○ ○○ ２２ ○○ ○○ 

２３ ○○ ○○ ２３ ○○ ○○ 

２４ ○○ ○○ ２４ ○○ ○○ 

２５ ○○ ○○ ２５ ○○ ○○ 

２６ ○○ ○○ ２６ ○○ ○○ 

２７ ○○ ○○ ２７ ○○ ○○ 

２８ ○○ ○○   

 

進級おめでとう！ 

今年みなさんと一年間生活していく

ことになりました。失敗を恐れず、新

しいことにどんどん挑戦し、自分の個

性を伸ばしていきましょう。そして学校

のリーダーとして、それぞれの持てる力を

発揮していきましょう！ 

はじめまして！みなさんと

会えることを楽しみにしてい

ました。心も体も成長して、よ

り一層音楽に深みが出てくる

時期ですね。一緒に楽しみなが

ら音を奏でましょう。よろしく

お願いします。 

進級おめでとう！ 

この1年間は明るく楽しく

けじめを持って、心に残るす

ばらしい作品を作ってくれる

ことを楽しみにしています。 

よろしくお願いします。 

はじめまして！みなさんとは

主に算数の授業で顔を合わせる

ことになります。5 年生よりも

勉強は難しいですが、一緒に頑

張りましょう。授業以外でもみ

なさんとたくさんお話をしたい

です。よろしくお願いします。 

最高学年がはじまりました。 

５年生の時に「最高学年」を意識して、委

員会を立ち上げてきました。卒業式に出席し、

「静」と「動」の表現を高めてきました。 

さあ、思う存分、自分たちの力を精一杯発

揮しましょう！そして、たくさん感動を生み

出しましょう！！ 



鉛筆（５～６本）、消しゴム、赤鉛筆もしくは赤ペン 

ものさし（目盛りが読めるもの）、名前ペン 
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【4 月の行事予定】                                                                                      

７（木） 着任式、始業式、入学式準備（12：３0 下校） 

８（金） 入学式（12：30 下校） 

１１（月） 給食開始（2～6 年生） 

１２（火） 学級懇談会・PTA 役員選挙（14：30～）聴力検査、現金集金日 

１３（水） 身体測定（体操服が必要です）、委員会、現金集金日 

１４（木） 離任式、視力検査、 

１５（金） 地区別児童会（５校時）、学級写真 

１８（月） 家庭訪問①（13：25 下校） 

１９（火） 全国学力学習状況調査 

２０（水） 家庭訪問②（13：25 下校）、尿検査、１年生を迎える会（２校時） 

２１（木） 家庭訪問③（13：25 下校） 

２２（金） 家庭訪問④（13：25 下校） 

２５（月） 児童集会 

２８（木） 尿追検査 

２９（金） （昭和の日）ＰＴＡ総会、オープンスクール、弁当日 

備 考 ５月２日（月）オープンスクール代休 

【お知らせとお願い】 

○年度初めで書類の提出や保健に関する調査、検査が続きます。たくさんのプリントが

配布されますので、ご確認頂き期日を守ってご提出ください。 

 

○本日配布した「歯科保健アンケート」、「結核健康診断問診票」を記入し、「保健調査票」、

「児童教育資料」「緊急連絡先の記入について」は変更事項および必要事項を記入して

ください。全てを１１日（月）までに担任まで提出してください。 

 

○１８日（月）、２０日（水）～２２日（金）は家庭訪問です。詳細は後日配布するプリ

ントでご確認ください。 

 

○１２日（火）は４月分学校諸費を現金集金します。(やむをえない場合は１３日です。) 

集金金額は後日配布しますプリントにてご確認頂き、金額を封筒に入れ、おつりのない 

よう持たせて下さい。 

 

○持ち物について 

春休み中にご確認頂いているかと思いますが、習字道具や絵の具セット（雑巾、新

聞紙を入れる）、裁縫道具の中身の補充や名前の記入をお願いします。 

 

○筆箱の中身 

 

 

 

※シャープペンシルは、学校では使いません。 

 

○道具箱（袋でも可） 

 

 

 

   ○音楽の授業で使用する音楽セット 

 

 

 

※手さげ袋に入れて持たせて下さい。 

 

      ○図工の授業で使用する図工セット 

 

 

 

※手さげ袋に入れて持たせて下さい。 

※音楽セットと図工セットの手さげ袋は別々の物の方が望ましいです。 

その他の道具が必要になりましたら、前もって連絡いたします。 

 

教 科 学 習 の 予 定 

国 語 支度、カレーライス 

社 会 大昔の暮らし【国づくりへの歩み】 

算 数 対称な図形 

理 科 ものが燃えるとき 

音 楽 「つばさをください」、「おぼろ月夜」、「語りあおう」 

家庭科 楽しくソーイング 

図 工 オリエンテーション、「自分を見つめて、自画像」  

体 育 体ほぐしの運動、体力を高める運動 

道 徳 心をつなぐ音色、キャプテンとして 

総 合 平和とは・・・～日本の過去・現在・未来を見つめて～  

 

色鉛筆、はさみ、のり、分度器、三角定規、コンパス 

教科書、音楽ファイル（昨年度の物）、リコーダー 

筆記用具、 

教科書、絵の具セット、筆記用具、色鉛筆、サインペン、 

雑巾（2 枚）、クリアファイル 


