
 

 

 

 

      

 

新年、新学期よろしくお願いいたします 

校長 牧野 陽一郎 

令和３年（２０２１年）が始まりました。そして、３学期も開始です。 

どうぞ、よろしくお願いいたします。 

新型コロナウィルスへの学校内での感染防止の取組を、今年度の開始以来実施して参りました。し

かし、世の中が現在の状況のため、東京都には「緊急事態宣言」が発令されました。 

本校においては、国立市教育委員会の指導のもと、今まで以上に感染防止を図って参ります。学習

内容につきましては、感染リスクの高いとされる教育活動の自粛、給食時や休み時間についても、改

めて感染症予防の徹底を図って参ります。 

保護者の皆様におかれましては、お子様の健康状態の把握とともに、ご家庭における感染症予防の

徹底について引き続き、ご理解ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

 

さて、昨年１２月２５日の２学期最終日、「終業式」は校庭で実施となりました。例年ですと、寒

さ対策として、体育館での実施ということもありましたが、３密を防ぐ観点から校庭での実施となり

ました。 

実は今年度、実は全校児童が揃って「校歌」を歌う機会が全くありませんでした。例年ですと、始

業式や運動会など、その機会があったのですが。ですから、なんとか全校児童の皆さんで歌いたいと

いう想いがありました。国立市教育委員会、そして、学校医の先生のご指導をいただき、校庭におい

て整列する子供たちの間隔を２メートル程に保っての実施であるなら可能となり、１２月２５日終業

式の中での実施にこぎつけました。 

四小の終業式は、時間割上３時間目に設定されています。お天気にも恵まれました。１２月として

は暖かな太陽の日差しのもと「校歌斉唱」を実施できました。私は常々、「自分の学校の校歌を誇ら

しく歌う子供を育てたい」と考えています。 

子供たちには、自分の卒業する学校、母校である四小を、今まで以上に好きになってもらいたいで

す。そして、四小の歌である「校歌」も好きになってもらいたいです。 

そのためには、子供たちにとって、今まで以上に本校の教育活動の充実が必要と考えます。新型コ

ロナウィルスの影響で、制限された中での教育活動の展開が今後も続きますが、本校職員が一丸とな

って、教育活動の充実を図って参る所存です。 

今年、今学期、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 
  

四小だより 1月号 
令和３年１月８日（金） 

国立市立国立第四小学校 

校  長  牧野  陽一郎

    
合言葉「夢いっぱい 感動いっぱい チャレンジいっぱい  国立第四小学校」 

 



 

【各学年からのお知らせ】 

 
 

 
 

 
 

１年 

① ３学期の教材費入金のお願い 合計 １,８５０円（１家庭につき１０円の引き落とし手数料がかかります） 

計算ぐんぐん（２学期分） ３４０円 計算スキルアップ ３５０円 

国語テスト ３００円 計算スキルアップたしかめ ６０円 

算数テスト ３００円 スーパーカイト ２６０円 

エコ粘土 ２４０円 

    

② 宿題開始について 

①   12日（火）から宿題が始まります。学年で統一して同じものを同じ日に行っています。１・２学期同様「音読・ 

国語新出漢字かプリント・算数ドリルかプリント」です。算数ドリルはご家庭での丸つけ、間違い直しまでが宿題 

宿題です。これまで同様、ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 ③ 鍵盤ハーモニカについて 

音楽の授業では、鍵盤ハーモニカではなく、鍵盤ピアノが全員分あり、それで練習しています。そこで、学年から

の指示があるまでは、鍵盤ハーモニカはご家庭保管でお願いいたします。 

 

④ 図工バック・短なわについて 

図工バックの中身の補充点検はお済みでしょうか？１月２０日（水）までに学校のほうに持たせください。 

短なわは１月１８日（月）から使用します。それまでに持たせください。   

２年 

① ３学期の教材費入金のお願い  合計 １,６４０円（１家庭につき１０円の引き落とし手数料がかかります）  

げんき！ふゆドリル ２００円 漢字スキル ３６０円 

国語テスト ２９０円 漢字スキルノート １４０円 

算数テスト ２９０円 計算スキル ３６０円 

 

② 生活科「あしたへジャンプ」写真の用意のお願い 

生活科で「成長アルバム」を作成する際に使いますので、お子さんの ①生まれた頃 ②赤ちゃんの頃（0～１歳頃） 

③幼稚園・保育園の頃（2～5歳頃） ④小学校に入学した頃 の写真をそれぞれ1枚ずつご用意ください。切ったり

貼ったりしますので、大切な写真はコピー等をしたうえで持たせてください。写真の裏側に名前といつ頃かを記入し、

記名した封筒に入れて１月中に持たせてください。よろしくお願いします。 

３年 

① ３学期教材費入金のお願い 合計 ２，７４０円（１家庭につき１０円の引き落とし手数料がかかります） 

国語ワークテスト ２９０円 理科ワークテスト ２９０円 

算数ワークテスト ２９０円 計算スキル ３６０円 

理科教材費(実験キット)＋乾電池 ４８０円 冬ドリル ２００円 

漢字スキルノート １４０円 漢字スキル ３６０円 

紙粘土 ３３０円   

 

② クラブ見学について 

１月２７日（水）６時間目にクラブ見学があります。各クラブをまわり、次年度のクラブを決める参考に 

するためのものです。実施にあたり、下校時刻が１５：１０前後になることをご了承ください。 



 

 
 

 
 

 

【学校からのお知らせ】 
〔教材費について〕 

教材費は、令和３年 １月２７日（水）に引き落とします。残高不足だと、引き落としができません。 

あらかじめ口座の残高確認をお願いします。なお、１家庭で手数料は１０円です。ご承知おきください。 

 

〔生活指導関連のご連絡〕                                   生活指導部 

１月になりましたので、来年度に向けた校内の環境整備を行います。これに関連して、校内で保管している忘れ物

や落とし物について、１月末日に処分させていただきます。もし学校で紛失したものがあれば、１階理科室横の忘れ

物・落とし物置き場で確認をするよう、お子さんにお声かけをお願いします。 

また、四小のきまり『虎の巻』にも書かれていますが、学習に必要がないものは持ってこないことになっています。

もう一度『虎の巻』をご覧になり、学習に集中できる学校生活を送れるよう、各ご家庭で声かけをしてください。 

きまりを守ることは、トラブル防止にもつながりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

〔長なわ旬間・長なわ大会〕                                保健体育部       長なわ担当 

 １１月２０日（金）～１２月４日（金）の２週間、全校で長なわに取り組みました。中休み

にも、全校で長なわに取り組む時間を設けたり、体育の授業にも練習したり、どのクラスも頑

張ってきました。大会当日は、どのクラスも練習の成果を発揮することができました。長なわ

の取り組みを通し、チャレンジする力も培われたと感じます。全校朝会で表彰を行い、各クラ

スに記録証を授与しました。 

４年３学期教材費入金のお願い 合計２，２１０円（１家庭につき１０円の引き落とし手数料がかかります） 

国語ワークテスト 290円 漢字ドリル 350円 

算数ワークテスト 290円 漢字らくらくノート 180円 

理科ワークテスト 290円 漢字の力だめしテスト 60円 

計算スキル 350円 図工 教材費  200円 

冬ドリル 200円 

 

５年３学期教材費入金のお願い 合計３，５４０円 

国語テスト 350円 漢字スキル・ノート 500円 理科教材費（電池含む） 590円 

算数テスト 350円 計算スキル 360円 図工教材費 200円 

社会テスト 350円 英語ワークテスト 290円 

理科テスト 350円 げんき冬ドリル 200円 

 

６年 

① ３学期教材費入金のお願い 合計 ３，７１０円（１家庭につき１０円の引き落とし手数料がかかります） 

国語テスト ３５０円 漢字スキル・ノート ５００円 

算数テスト ３５０円 計算スキル ３６０円 

理科テスト ２９０円 ソフトサテンロングはっぴ ５７０円 

社会テスト ２９０円 時計ムーブメント（図工） ５１０円 

英語テスト ２９０円 信楽粘土 ２００円 

※卒業アルバム・卒業写真代集金へのご協力をいただき、ありがとうございました。 
 

② 原爆・戦争体験者講話について 
１月１４日(木)に国立市の平和事業として「くにたち原爆・東京大空襲体験伝承者派遣講話」があります。 

原爆・戦争の悲惨さや平和の尊さに向き合い、次世代に継承していくことを目的としています。ぜひ、ご家庭 

でも講話の内容をお子さんから聞いて、改めて戦争や平和について話し合ってみてください。 

 



 

【１月の主な予定】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１月の月目標  
 

① 生活目標…元気よく返事をしよう。 

② 保健目標…手洗い・うがいをしっかりしよう。 

③ 給食目標…手を石けんできれいに洗おう。 

 

 

 

★緊急事態宣言が発出されました。 

感染予防をこれまで以上に気を付け、元気に過ごしましょう。 

保護者の皆様、今後ともご協力をよろしくお願いいたします。 

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年
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13日 水
避難訓練

13日


