
 

 

 

 

                              

           

                                              

 
  

ご進級、おめでとうございます！  

お子様の進級おめでとうございます。４年生として、また一段とお兄さん、お姉さんとなった子供たちと会える

のを楽しみにしていました。４年生は、様々な行事や活動があります。元気いっぱいの子供たちが、様々な場面で

たくさん活躍してくれることを願っています。また２学級から３学級になり心機一転、新しい友達と共にどんなこ

とも自分たちで考え協力し合える学年、学級を作っていきたいと思います。 

まだ、新型コロナウイルスの感染が心配される中ですが、十分な感染予防を行って活動していきます。ご理解と

ご協力の程、よろしくお願いいたします。 

〈担任紹介〉 
  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

☆新しく３人の仲間が加わりました！！ よろしくお願いします！！ 

 

 

 
４月の行事予定 ※⑤は時間を表します。４年生は、火・木・金曜が6時間授業で下校は火・木が15:45、金が15:30です。月・水は5時間授業で、下校は14:30の予定です。 
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令和３年４月６日（火） 

北区立なでしこ小学校 

校長 原田 英孝 

担任 白田 忠充 木村 祐介 首藤 結実  

   渡邉 苗間 廣中 梨沙 

第４学年 学年だより No.1 

STEP UP!! 
 

   

１組担任 白田 忠充 

（しらた ただみつ） 

今年度も一緒に過ごすことができ

て、大変嬉しく思います。学年主任と

して、学年全体の子供たちのために、

力を尽くしてまいります。 

よろしくお願いいたします。 

 

２組担任 木村 祐介 

（きむら ゆうすけ） 

お久しぶりです。さく年度の算数の学習

や休み時間はいい思い出です。 

今年度は担任としていっしょによく学

び、ともに成長していきたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

 

３組担任 首藤 結実 

（しゅとう  ゆみ） 

４年生の子供たちと会えるのを、とても

楽しみにしていました。みんなのいいとこ

ろを早く見つけて、一人一人が輝ける学級

を作っていきたいです。   

よろしくお願いいたします。 

 

 
５組担任 渡邉 苗間（わたなべ なえま）・廣中 梨沙（ひろなか りさ） 

1組、2組と5組で交流できる場面をたくさんもっていきたいです。よろしくお願いいたします。 



☆４月７日（水）の持ち物について 

 ○検温カード（３月分）回収 

 ○防災頭巾 

 ○ランチ袋 

○体育着袋 

○お道具箱【９日（金）まで】 

☆北区基礎・基本の定着度調査について   

【日時】４月１３日（火） 

【内容】国語・算数・理科の３教科 

【当日の準備】筆記用具（鉛筆数本・消しゴム）ものさしか定規 ※１０ｃｍ以上で三角定規は不可 

※問題用紙と解答用紙が別々になります。 

☆授業公開・保護者会について 

【日時】４月１９日（月） 

  全体会→学級会 １５：００～ 

【内容】・４年生の生活と学習、主な行事について  ・ＰＴＡの係、役員について 

※４年生となり、初めての保護者会になります。 

ご多用な中とは存じますが、出席いただけますと、幸いです。 

☆音楽・図工バッグについて 

 最初の音楽・図工の時間に音楽・図工バッグを持ってきてください。最初の授業については各学級の担任

から連絡がありますので、よろしくお願いいたします。 

【音楽バッグの中の持ち物】 ・教科書 ・音楽ファイル ・リコーダー ・歌はともだち ・筆箱 

【図工バッグの中の持ち物】 ・教科書（３・４年【下】） ・よごれてよい服 ・筆箱 ・絵の具セット 

 

☆教科書について  

４年生の新しい教科書を６日（水）に配布しました。記名があるかを確認していただき、担任から連絡が

あったら学校に持ってきてください。 

・国語（上） ・算数（上） ・音楽 ・道徳 ・書写 ・理科 ・社会 

 

                                     ※裏面もご覧ください。 

国 語 ・こんなところが同じだね ・春のうた ・白いぼうし ・聞き取りメモのくふう など 

算 数 ・大きい数のしくみ ・折れ線グラフと表 など 

理 科 ・春の始まり ・季節と生物（春） 

社 会 ・わたしたちの県 

音 楽 ・音楽で心の輪をつなげよう 

図 工 ・図工室のやくそく ・ブルーフラワー 

体 育 ・体つくり運動 ・走・跳の運動（かけっこ、リレー）  

道 徳 ・善悪の判断 ・希望と勇気 ・親切、思いやり 

総 合 ・ザ・荒川！ ・みんなにやさしいわたしたちの町 



漢字ドリル    ５１０円 

 漢字ドリルノート ２７０円 

 漢字マスター   ９０円 

 計算ドリル    ５１０円  

 計算ドリルノート ２６０円 
 書写副教材    ７００円 

☆欠席連絡について 

欠席連絡については、緊急時を除き、下記のアドレス宛て電子メールでお知らせください。 

（件名は【〇月〇日 〇年〇組 欠席/遅刻連絡】でお願いします。本文にお子様のお名前、事由等の必

要事項を記入してください。）          Mail : nadeshiko-syo@city.kita.lg.jp 
 

☆提出物について 

・PTAアンケート              →   ７日（水）まで 

・傷病連絡カード               →   ９日（金）まで 

・保険調査票                   →   ９日（金）まで 

・定期健康診断問診調査票         →   ９日（金）まで 

・心臓検診調査票             →   ９日（金）まで 

・ホームページ画像掲載にかかわるお願い → １２日（月）まで 

・児童指導資料             → １２日（月）まで 

・緊急時引き渡しカード         → １２日（月）まで 

・就学援助費希望調査          → １６日（金）まで 

 (希望の有無にかかわらずご提出ください) 

 

 

※年度の初めに当たり、提出物が多くなり大変お手数をおかけいたします。ご協力のほどよろしくお願い
いたします。 

 

☆集金について  教材等の集金をよろしくお願いいたします。 

 国語テスト    ４５０円     

 算数テスト    ４３０円 

 社会テスト    ３００円 

 理科テスト    ４５０円 

 国語ノート    １５０円  

 算数ノート    １５０円 

 社会ノート    １５０円  

 理科ノート    １５０円    

 自主学習ノート  １５０円          合計４７２０円 

  

※合計金額の４７２０円を、４月と５月の２ヶ月に分けて集金します。 

４月は２０００円分の集金をよろしくお願いいたします。 

★集金袋配付４月２６日（月）  集金日：４月２７日（火）２８日（水）  合計  ２０００円 

 

 

 

 

 

 


