
 

 

 

 

 

 

 

 ～6年生の皆さん 御卒業おめでとうございます～  
６年生の皆さん、御卒業おめでとうございます。いよいよ明日は卒業式 

ですね。在校生は卒業式に出席することはできませんが、６年生の御卒業 

を心からお祝いしています。 

先日、卒業を迎える６年生からは、卒業記念品として小学部にとても素 

敵なベンチを寄贈していただきました。ありがとうございます。座ってく 

つを履き替えたり、学習に使ったりと毎日の生活の中でたくさん使う機会 

のあるものです。これから使うたびに６年生を思い出しながら大切に使わ 

せていただきますね。ベンチは小学部昇降口と校庭へ出るげた箱の所にあ 

ります。参観日等の折にぜひご覧ください。６年生の皆さん、中学生にな 

っても、小学部で学んだことや自分の得意なこと、好きなことを大いに生 

かして、自分らしく活躍していってください。いつまでも応援しています。 

在校生の皆さん、４月にはひとつ上の学年に進級ですね。新しく1年生 

も入学してきます。どんな新しい先生との出会い、新しい生活が待ってい 

るか、今から楽しみですね。私たち小学部職員一同も、メンバーは替わり 

ますが、お子さん達の成長を支援していきます。４月７日に元気な皆さん 

に会えるのを楽しみにしています。 

保護者の皆さま、今年度も小学部の教育活動へのご理解とご協力ありがとうございました。また、新

型コロナ感染症への各種対応にもご協力いただきありがとうございました。今後も感染症の予防に最大

限注意しながら、お子さんたちの学習活動が楽しく実り多いものになるように精一杯取り組んでまいります。

来年度もよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月７日（金） 入学式（午前 新１年）・１学期始業式（午後新２～６年生） 

※スクールバス登校便の運行はありません。在校生の登校時刻は通常通りです。 

※在校生は通常日課（給食もあります）です。スクールバス下校便は運行します。 

※新３年生・新５年生は、お子さんを送っていただいた後すぐにＰＴＡ役員選出に 

なります。所属学年の案内を御確認ください。 
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第 1３号 

  ２０２３年３月１７日 発行  

４月の予定 

 ７日（金） 入学式・１学期始業式 

１９日（水） 小学部参観日・PTA諸会合 

２０日（木） ６年生 身体測定 

２１日（金）～２７日（木）家庭訪問・懇談会週間 

２１日（金） 避難訓練 

５年生・なのはな 身体測定 

 

２４日（月） ４年生 身体測定 

２５日（火） ３年生 身体測定 

２６日（水） ２年生・なのはな 身体測定 

２７日（木） １年生 身体測定 

２８日（金） 計画休業 

２９日（土） 昭和の日 

  

 

 

【いただいたベンチ】

 

 



 

 

 

 

 

 

 

１年間の学習のまとめ 

来週２８日で２月も終わります。今年度の登校日数も残すところ１５日になりました。 

さて、生活単元学習を中心とした学習・活動は、これから１年間の学習のまとめを行う時期に入ります。例え

ば、６年生は６年間のまとめとして、卒業文集や卒業記念品の制作を終え、お世話になった小学部をきれいにし

ようと奉仕活動に取り組んでいます。他の学年でも、スライド写真を見て活動していた当時のことを思い出した

り、もう一度活動を体験し直したりすることで、今年度の活動を振り返っています。子ども達は、このような振

り返りの活動を通して「できるようになった自分」や「頑張った自分」を自分自身で思い出したり、友達や先生

から褒めてもらったりすることで、満足感や自信を深めることができます。 

 ３学期末には、通知表「あゆみ」や後期の個人写真が家庭配布されます。是非、お子さんと一緒に「頑張った

こと」「楽しかったこと」「できるようになったこと」を振り返る機会にしていただければ幸いです。 

6年生を送る会 ～６年生の皆さん、ありがとう～ 
 今年度も、昨年度に引き続き、ＺＯＯＭによる「6 年生を送る会」を設定しました。昨年、一か所に集まらず

にリモートでも心温まる６年生を送る会ができましたので、今年も密を避けるために同じくリモートでの実施で

す。本日これまで準備してきた、練習してきた成果を６年生に贈りました。６年生が１年生に入学した時からの

思い出のスライドショーを流して６年間の歩みと成長を振り返りました。１～３年生は６年生との思い出を込め

てドラえもんのダンスを練習し参加しました。4 年生は６年生の顔写真を見て贈る相手を思い浮かべながら、染

物をしてカップに張り付けてペン立てを作りました。そしてそのペン立てをプレゼントしました。5 年生は会の

準備と進行をしました。また、６年生の教室に手作りの看板を設置したり、会に付けてもらうコサージュを作っ

たりしました。思い出に残る会にしてもらおうと実際にＺＯＯＭを使って何度も練習を積み重ねてきました。6

年生は、卒業制作として部にベンチを作ってくれました。そのベンチの紹介をしたりお世話になった下級生や部

に向けて「ありがとう」のメッセージを贈ったりしてくれました。 

 ５年生にとっては、準備と司会進行を通して「４月からは最高学年の、お兄さんお姉さん」ということを意識

するよい機会となったように思います。また 6 年生にとっても、各学年が自分たちをお祝いしてくれているとい

う喜びを感じ、卒業に向かってさらに気持ちを向けていく良い機会となったのではないかと思います。 

卒業式・終業日について 

 ３月 1８日（土）の卒業式ですが、６年生のみ登校の卒業式となり、１～５年生はこの日から春休みとなりま

す。終業日は３月１７日（金）です。１７日は、帰りはスクールバスの運行はありませんので、お迎えと荷物を

取りに来ていただくようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

令和４年度 長野県上田養護学校小学部便り 

                                   １２号 

  ２０２３年２月 ２４日 発行  

３月の予定 

 ３日（金） キャリアパスポート配布日 

       ２－２誕生会 

７日（火） ２－１誕生会 

９日（木） 卒業式練習 

      ４－１誕生会 

１０日（金） ６年誕生会 

１４日（火） 卒業式練習 

１７日（金） ３学期終業式  

あゆみ・会計報告配布日 

       ※ＳＢ登校便あり 下校便なし 

１８日（土） ６年生 卒業証書授与式 

       １～５年生 休日 

 

１９日（日）～4月 6日（木）  

年度末・年度初め休業（春休み） 

 

4月 7日（金） 入学式・始業式 

 



〈今年度頑張ったこと〉 
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1年生 

 初めての学校、初めての生活。いろんなことに取

り組み、ひとりひとりそれぞれ頑張りました。校内の

場所や先生や友だちを覚えたり、みんなでまとまっ

て散歩に出かけたり…。プールも楽しかったね。秋

には、長池公園に校外学習に出かけました。一年

間で、たくさんの初めて、頑張りました！ 

２年生 

みんなの大好きな水遊びに使うジョーロを買

いに出かけたり、お家の人から頼まれた仕事を

たくさん頑張ったのでご褒美に大きな公園へ遊

びに行ったり。バスの中では上手にマスクがで

き感染対策バッチリのかっこいい 2年生★ 

さらにマラソンをしたり、雑巾がけをしたりと

体力づくりにも取り組み、「かぜにまけるな」を

合言葉に心も体も鍛えました！！ 

３年生 

クラス替えがあり、新しい友だち、先生と始

まった３年生。校外学習や遊びの中で友だち

との関わりが多く見られました。生単「にこに

こうんどうかい」や「レッツ チャレンジ！」で

は、走ったりボールを転がしたりハードルを跳

んだりと、体をたくさん動かしました。 

4年生 

いきいきタイムでリトミックや体操を年

間通して行ったり、「アンパンマンスポ

ーツたいかい」でマラソン・かけっこ・

鬼ごっこ等をしたり、春さがしや秋さが

し生単や普段のお散歩では学校の周

りや近所をいっぱい歩いたりと、たくさ

ん体を動かすことを頑張りました。 

5年生 

何といっても、みんなで行った宿泊学

習♪小諸市動物園では学年みんなで

集合写真が撮れました。大田区休養村

とうぶも楽しかったです！ 

来年の修学旅行も楽しむぞー！ 

6年生 

 今年は修学旅行がありました！！ 

４月から「忍者」となり修行を重ね、

忍者村、渋温泉、みかん狩りと全員

で元気に楽しむことができました。中

学部へ全員で進学するでござる。 

なのはな 

今年も小学部で一緒に活動する機会

は少なかったですが、iＰad を使って誕生

日会や音楽に参加しました。画面から聞

こえてくるお友達の声ににっこりと笑顔に

なったり身体が動いたりしました。 

５年生は、宿泊学習に参加でき、お友

達と一緒に活動できて楽しかったです。 

訪問教育 

今年はコロナの感染レベルが高くて

通信での学習が多かったです。スクー

リングはできませんでしたが、通信でク

ラスのみんなと学習をしたり交流をし

たりできました。５年生と一緒に小諸動

物園に行けたのも良い思い出です。 



 

 

 

 

 

 

 

新年がスタート 
新年がスタートして早くも一ヶ月ほどたちました。冬休み中は、大きな怪我や病気、事故等もなく、冬

休み明けの生活も落ち着いて始めることができました。ご協力ありがとうございました。冬休み明けは、

子ども達は大屋神社や天満宮まで初詣に行ったり、お正月の遊びでたこあげ等をしたりして、元気よく学

習に取り組んでいます。今年の冬は割と暖かい日が続いていましたので、積雪がなくここまできましたが、

やっと待望の雪が降りました。子どもたちは、早速築山でそりをしたり、校庭で雪だるまを作ったりして、

雪遊びを楽しむことができました。校庭も、雪で真っ白です。 

書き初め ～作品に込めたそれぞれの思い～ 
正月らしい行事の一つに書き初めがあります。本来、書き初めは年の初めにふさわしい縁起のよい言葉を

書いたり、その年の自分の決意や願い、抱負等を書いたりするものなのですが、たいていの場合、小学校で

はお題の文字が予め決められ、紙の大きさも皆同じです。そんな中、本校の書き初めには、そういった決ま

りは特にありません。そのため、実に様々で個性的な作品作りが行われています。 

作品の中には、自分が大好きなことを言葉にして書いたものもあれば、自分が日頃がんばって学習してい

る成果を書き表したものもあります。また、心に残っている自分にとって大切な思い出を書いたものもあれ

ば、筆を握った瞬間に感じた思いを勢いそのままに豪快に表した作品もあります。その子らしい文字や言葉

に、書いているときの姿を想像して思わず笑みがこぼれてきます。今週から校内書き初め展が始まり、校内

のあちらこちらに展示されています。ぜひ参観日等でご覧になったお子さんの作品について、お子さんに感

想を伝えたり頑張りをほめたりしていただければと思います。 

参観 ありがとうございました 
２５日の参観日ですが、コロナ禍ということで、各家庭１名、参観中の会話をご遠慮いただく等の制限が

ある中での参観となってしまいましたが、多数の保護者の皆様にお越しいただきありがとうございました。

４月の頃と比べ、自分からやるようになったこと、一人でできるようになったことなどを見ていただくこと

ができたのではないかと思います。また、学年ＰＴＡはできましたが、部ＰＴＡは感染拡大防止のため中止

として、紙面での活動報告とさせていただき、過日要項を配布させていただきました。一年間学校や部、学

年学級のＰＴＡの役員をしていただいた皆様にも、この場をお借りして感謝申し上げます。短い３学期、こ

れから学年のまとめの時期になります。１年間の成長をお子さん達自身も感じられるような学年末にしてい

きたいと思います。また、充実した生活が送れるように、健康面に配慮しながら、それぞれ工夫した活動を

実施していきたいと思います。 

感染症にご注意ください 
新型コロナに加えて、インフルエンザや胃腸炎等が出始めているようです。まだ大きく流行しているわけ

ではありませんが、今年はインフルエンザと新型コロナとの同時感染も危惧されています。今もやっていた

だいていますが、引き続きお子さんの健康観察を丁寧にしていただくようお願いします。 
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第１１号 

  ２０２３年１月 ２７日 発行  

２月の予定 

 １日（水） １年 誕生会 

 ２日（木） １年 誕生会 

 ３日（金） ２年 誕生会 

 ９日（木） ５年 誕生会 

１０日（金） 計画休業 

      半日入学・保護者説明会のため 

１１日（土） 建国記念の日 

１６日（木） ６年 体重測定 

１７日（金） ５年 体重測定 

２０日（月） ４年 体重測定 

 

２１日（火） ３年・なのはな 体重測定 

２２日（水） ２年 体重測定 

       ＰＴＡ引き継ぎ会 

２３日（木） 天皇誕生日 

２４日（金） ６年生を送る会 

       １年 体重測定 

       ６年 誕生会 

 就学奨励費書類提出期限（今年度最

終） 

２７日（月） なのはな 体重測定 

 



〈学年生単の様子〉 
 

 

 

 

体を動かすことが大好きな4年生は、「みんな
でかつぞ！まけないぞ！」という生単で盛り上が
っています。タイトルにもあるように、1組対 2組
で勝敗を競いながらゲームを楽しんだり、一人
ずつ順番にダンスやゲームを選ぶことができ、
自分の選んだ活動をみんなで楽しんだりしてい
ます。チームみんなで喜んだり悔しがったり、友
だちを応援したりしながら、夢中になって活動に
取り組む姿がたくさん見られるようになりまし
た。 

 

 

 

１年生 

１月生単は「おしょうがつをたのしもう」

です。１週目は、天満宮と大屋神社まで歩

いて初詣に行きました。長い距離を頑張

って歩きました。２週目からはすごろくに

取り組んでいます。ダンス、運動、楽器な

ど、止まったマスに書いてある活動に楽し

んで取り組んでいます。 

２年生 

 大きなさいころを転がし出た目と同じ

数のカードに書かれた活動に取り組む 

1月生単「おもいで ころころ🎲」 

 4月から取り組んできた、ダンス・読み

聞かせ・運動・お手伝い・音楽・感想の６

つを毎日思い出を振り返りながら活動し

ています。1 年間でたくさんのことがで

きるようになりました‼  

３年生「おしょうがつのあそびをたのしもう」 

1 週目は初詣に行きました。長い距離をが

んばって歩き、鐘をならしたり願い事をしたり

しました。２週目からは、たこ作りや、かるた、

福笑いなどをしています。ビニールシートに好

きな絵を描いたりシールをはったりして自分

だけのオリジナルたこを作りました。風が強い

日は特に高くとび、楽しんでいます。 

 

５年生「ミニオンのおそうじだいさくせん」 

 今回はミニオンが散らかしてしまった教室をき

れいにするため、様々な掃除や片付けに挑戦してい

ます。教室の掃除や自分の服を畳むなどを頑張って

います。 

 ミニオンからお礼にメダルをもらえるのですが、

生単の最後に校外学習でお金とメダルを交換して自

販機に好きな飲み物を買いに行きます。 

６年生「‟ やる気わくわくワークマン ファイナル“」 

今回は卒業の記念品(ベンチ)を作ったり、お

世話になった先生方に卒業を知らせるお手紙を

送ったりしました。 

お仕事の後はやっぱりお楽しみがないと… 

社長からお給料をもらって、おひぽか銀行に貯

金をしたり、おひぽかドーナツ屋でドーナツを買

ったりして働くことの喜びを感じました。 

４年生「みんなでかつぞ！まけないぞ！」 

 



 

 

保護者懇談会 ありがとうございました 
 師走のお忙しい中、お時間を割いていただきありがとうございました。今回はお子さんの日常でのがんば

りやできるようになったこと等をお伝えさせていただきました。また、発達検査の結果から支援内容の説明

や、来年度に向けて通学方法の確認などを入れて懇談させていただきました。コロナ禍での生活でまだまだ

制約も多くありますが、様々な面で御協力をいただけていること本当に感謝しています。今後もお子さんを

真ん中に、御家庭と学校とが連携を取りながらお子さんの支援をしていければと思います。今後ともよろし

くお願い致します。 

年末年始休業  
本日、終業日を迎え、８２日間の２学期が終わりました。コロナ禍で予定していた参観日ができなくなっ

てしまい、保護者の皆様には、お子さんの実際の様子を見ていただける機会が減ってしまっていて大変申し

訳なく思っています。しかし、日々の生活の中で子ども達が落ち着いて楽しく学校生活が送れるよう様々な

面で御支援をいただきました。ありがとうございました。１月からは、今年度のまとめの期間にもなります。

寒い時期ですが、体調に気を配りながら、学年の活動がよりよいものになるように頑張っていきたいと思い

ます。 

１２月２７日から１月９日まで、年末年始休業になります。新型コロナの感染者が依然高止まりの状況で

す。他の感染症も流行する時期なので、外出された際には、手洗いやできるお子さんにはマスクの着用をお

願いいたします。御家庭で過ごす時間が多いと思います。こんな社会状況ではありますが、少しでもお正月

らしさが感じられるといいですね。大きな事故や怪我がなく、休み明けに元気で会えることを楽しみにして

います。よいお年をお迎えください。 

１月参観日 

１月２５日（水）は小学部の参観日です。午前中の生活単元学習を参観していただきます。授業内容と会

場は別紙御案内のとおりです（１２月２６日付けの通知です）。詳しい内容は、１月に入ってからの学年便

りで御確認ください。また、部ＰＴＡですが、異学年の保護者の方が一堂に会することになるため、感染予

防の観点から今年度も紙面にて代えさせていただきますので、ご了承ください。 

  また、１・３年の学年ＰＴＡでは、来年度のＰＴＡ役員も決めていただきます（５年は４月にＲ５年度分

まで決定していただいてあります。２・４年はクラス替えを検討しますので、４月の始業式に決めていただ

きます。）よろしくお願いいたします。 
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第１０号 

  ２０２２年１２月 ２６日 発行  

１月の予定 

１０日（火） ３学期始業日 

      ※朝スクールバスの運行無し 

      ２年生 誕生会 

      ２・５・６年生 書き初め 

      学校集金引き落とし日 

１１日（水） ２年生 誕生会 

２・３・５年生 書き初め 

１２日（木） １・３年生 書き初め 

１３日（金） １・４年生 書き初め 

２０日（金） 計画休業 

       （高等部入学選考のため） 

 

 

２３日（月） 書き初め展（～２／３） 

２４日（火） ６年生・なのはな 身体測定 

２５日（水） 小学部参観日・学年ＰＴＡ・ 

ＰＴＡ諸会合 

５年生 身体測定 

２６日（木） ４年生 身体測定 

       １年生 誕生会 

２７日（金） ３年生・なのはな 身体測定 

３０日（月） ２年生 身体測定・誕生会 

３１日（火） １年生 身体測定 

        

 



 

＜各学年の活動の様子＞ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １年生 生活単元学習 

「サンタさん、おてつだいしましょうか」 

この時期、プレゼントの準備で忙しく

て大変なことになっているサンタさん

のお部屋で、ごみの分別、ペットボトル

の分別、お掃除、お洗濯のお手伝いを頑

張りました。ツリーの飾り付けのお手伝

いもしました。クリスマスが楽しみで

す。 

 ２年生 「クリスマスのおてつだい」 

クリスマスツリーの飾りの材料を買い物に行

き、工作をして教室や「クリスマスランド」の

ツリーを飾りました。クリスマスランドでは、

ブラックパネルシアターを見たり、ハンドベル

やトライアングルで合奏もしました。23日には

頑張ったみんなにサンタさんがプレゼントを持

ってきてくれました。 

 

 

 

 

 ３年生 生活単元学習 

「クリスマスをたのしもう」 

 あわてんぼうのサンタさんが落とし

てしまったクリスマス飾りを集めた

り、クリスマス飾りを作ったり、クリ

スマスに向けて準備を進めています。

クリスマス会を楽しみにしています。 

 

 

 

 

４年生  生活単元学習 

「アンパンマン スポーツたいかい」 

 体育館で、元気いっぱい体を動かし

ています。アンパンマンのキャラクタ

ーもでてきて、みんなで楽しく活動し

ています。寒さに負けず、みんなでが

んばっています☺ 

５年生 生活単元 

『スキャンで つくって クリスマス』 

Youtubeの動画を見ながら、QRコードをス

キャンしてミッションに挑戦！の第二弾 

クリスマスバージョンをしています。みんなで

クリスマスの飾りを作ったり、クリスマスソン

グを合奏したり…わくわくするクリスマスの

雰囲気をゆっくり味わいました。 

６年生 

『やるきわくわくワークマンファイナル』 

卒業制作でのベンチ作り、お世話になった先

生方への手紙書きのお仕事をしています。そ

の後、いただいたお給料を銀行へ貯金したり、

ドーナツを購入したりしています。仕事をす

る喜びを感じています。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

６年生修学旅行、５年生宿泊学習に行ってきました 

 １０月３１日（月）・１１月１日（火）の一泊二日で、6年生が修学旅行に行ってきました。１日目は戸

隠の忍者の里ちびっこ忍者村で遊びました。忍者の衣装を借りて忍者になりきって、手裏剣を投げたり忍び

歩きの術などのアトラクションに挑戦したりしました。渋温泉で温泉につかってのんびりし、２日目はミカ

ン狩りを楽しんできました。５年生も１０月１２日（水）・１３日（木）に小諸市動物園で動物に触れあい、

東御市の大田区休養村とうぶで宿泊をしてきました。特に５年生は初めての宿泊ということで、みんなでお

風呂に入ったり保護者の方と離れて初めてお泊りをしたりするというお子さんも多く、貴重な経験をしてき

ました。 

保護者の皆様には丁寧に健康管理をしていただき、また荷物の準備等をしていただき、どちらの学年も無

事に行ってくることができました。ありがとうございました。コロナ禍でなかなか校外学習や行事も思うよ

うにできない状況ではありますが、思い出をつくることができたこと、本当に嬉しく思いました。 

 

「わたしの時間」の参観日中止について 
 １１月２２日に予定していました小学部の「わたしの時間」（個別学習）の参観日ですが、過日お知らせ

しました通り、急激なコロナ感染症の拡大、小学部内で複数の学級閉鎖が出ている状況を鑑みて中止とさせ

ていただきました。保護者の皆様には、楽しみにされていた方も多くいらっしゃったかと思いますが、申し

訳ありません。今後もお子さんの様子については、個別懇談会で動画や写真でお伝えしたり日々の引継ぎ、

連絡帳等でお知らせしたりしてまいりますので、ご理解いただきますようよろしくお願いします。 

 

保護者懇談会にあたって 
        来月には今年度最後の保護者懇談会が予定されています。よろしくお願いいたします。 

児童の支援を充実させられるよう、日々の連絡帳への記入を簡素化させていただいています

が、保護者懇談会では、日頃なかなかお伝えしきれない子ども達の様子を、担任からできる

だけたくさんお伝えしたいと考えております。また、伝えるばかりでなく、御家庭での様子

もお聞きすることで、今後の支援に生かしていきたいと考えておりますので、是非お子さん

について色々なお話をお聞かせいただければ幸いです。限られた時間ではございますが、子

育ての悩みや日々の御苦労、心配事等も是非この機会に担任に御相談ください。 
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第９号 

  ２０２２年 1１月 2５日 発行  

１２ 月 の 予 定 
1日（木） ６年 誕生会 

５日（月） ６年 卒業写真撮影 

６日（火） ＳＴ実習 

８日（木） ６年 誕生会 

MTコンサート（午後） 

９日（金） 学校集金引き落とし日 

保護者懇談会（～１６日） 

１２日（月） １年 誕生会 

１３日（火） 見え方相談会② 

１４日（水） ６年 体重測定 

１５日（木） ＳＴ実習 

       ５年 体重測定 

       スマイル💛コンサート（午後） 

１６日（金） ４年 体重測定 

１９日（月） ３年 体重測定 

２０日（火） ２年 体重測定 

       ＳＴ実習 

２１日（水） １年 体重測定 

２２日（木） なのはな 体重測定 

       ＭＴ実習 

２３日（金） なのはな 体重測定 

２６日（月） ２学期終業日 

       ＰＴＡ車座集会 

スクールバス下校便の運行なし 

２７日（火） 年末年始休み（～1／９） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

１０月参観日 ありがとうございました 
 １０月７日の参観日では、多くの保護者の皆様に参観していただきましてありがとうございました。今年

も３年連続となってしまいましたが、コロナ禍でよつば祭りが参観日に変更になりました。また、密を避け

るために参観の方は１名、保護者の方同士の間隔を空けていただく、検温や消毒をしていただく等の対策を

お願いしての参観とさせていただきました。今年に入ってから、水泳参観以外では初めての参観日で、保護

者の皆様も「今年はどんな姿で学習しているのだろう」「どんな環境で活動しているのかな」等と思われて

いたかと思います。参観していただいた方からは「こんなに集中している姿を初めて見た」「今年初めての

参観日だったので、連絡帳に書いてもらっているような姿が見られてよかった」「親が見ていても学習に取

り組む姿が見られて嬉しかった」そんな感想も多くお寄せいただきました。コロナ禍でなかなか思うように

活動できないこともたくさんありますが、日々のご協力に感謝しております。ご意見ご要望ご心配などあり

ましたら、お気軽に担任・部までお寄せください。 

なかよし生単の中止について 
新型コロナの感染レベルが全県的に急激に引き上げられ、上田市もレベル４になってしまいました。１０

月３１日～１１月２５日の期間は、なかよし生単で縦割りの学習を予定していましたので、３年ぶりに実施

できるかと職員も張り切って準備をしていました。しかし、多くの学年が混ざっての学習は感染の機会が増

えてしまうということで、今年もなかよし生単は中止となってしまいました。縦割りのなかよし生単は中止

となってしまいましたが、学級や学年の仲間と過ごすことを大切に、１１月の生単も学年・学級ごと工夫し

て子ども達中心の活動・学習を準備していきたいと思います。 

１１月の参観日について 

 １１月２２日（火）にも参観日を予定しています。午後 個別学習「わたしの時間」の参観です 

 先日参観日についての通知をお配りしました。コロナ感染警戒レベル４ですので、各家庭お一人で、検温 

をしていただく等のお願いが通知にありますのでご確認ください。また、詳しい内容や参観方法については、 

学年便りをご覧ください。 
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第８号 

  ２０２２年１０月 ２８日 発行  

１１月の予定 

１日（火） ６年 修学旅行 

      ＳＴ実習 

２日（水） ６年 休業日 

３日（木） 文化の日 

４日（金） ６年 誕生会 

      ２年校外学習予備日 

９日（水） 歯科検診（小学部・なのはな） 

１０日（木） 学校集金引き落とし日 

       MＴ実習 

１１日（金） ４年 校外学習 

       ５・６年 焼いも 

１５日（火） ６年 体重測定 

       ＳＴ実習 

１６日（水） ５年 体重測定 

 

１７日（木） ４年 体重測定 

１８日（金） ４年 校外学習予備日 

１・３年 焼いも 

２１日（月） ３年 体重測定 

２２日（火） 小学部参観日（わたしの時間） 

       ＳＴ実習 

２３日（水） 勤労感謝の日 

２４日（木） ２年 体重測定 

ＭＴ実習 

２５日（金） １年 体重測定 

       ６年 誕生会 

       ２・４年 焼いも 

２８日（月） ５年 誕生会 

２９日（火） ＳＴ実習 

２８日（月）～３０日（水） 焼いも予備日 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いきいきタイムの様子 

 
1年生 
 

「うたえバンバン！」など、気持ちが明る
くなる歌や季節の歌を取り入れながら
活動を始めています。今は、ボールの
パスを受け取ってねらった所へボール
を転がす活動やさいころを転がして出
た目の手遊び歌などを楽しんでいま
す。 
 

２年生 

感染予防のため、2年生はクラスごとにいき

いきタイムを行っています。1組は校庭で築

山の登り降りを、2組はダンスやミニハード

ルを、3組はタオルを使ってボール運びを行

っています。身体のバランスを養うことや模

倣、目と手の協応などをめあてに、身体を動

かす活動をしています。 

 

３年生 

「英語」では、「ぐーちょきぱーでなにつ

くろう♪」の英語の曲で手遊びをしていま

す。「ボール運び」では、ひざの間にボー

ルを挟んでゴールまで歩きます。なかなか

難しいですが、だんだんできるようになっ

てきました。「体操」では、「MOGURA モ

グラ」のダンスを楽しんでいます。 

４年生 

「体操」「本読み」「グループ学習」を行っ

ています。グループ学習では、「SST グル

ープ」と「からだグループ」に分かれ、ルー

ルのある遊び等をしたり、バランスボール

等で体を動かしたりしています。 

６年生 

「読み聞かせ」「ゲーム」「手遊び」を行

っています。「ゲーム」では、フラフープ

やスカーフ、風船など様々なものを使っ

て、キャッチしたり投げたりすることを楽

しんでいます。やりながらだんだんとバリ

エーションを替えてレベルアップしてい

っています。ゲームを通してさまざまな運

動機能を高めています。 

 

５年生 
📕１０月前半は「おはなしだいすき！」で読み

聞かせ、お話づくり、絵かるた、文字かるた、

ブックバスを通じ、物語や絵本に親しむ活動

をしました。 🍠後半は「おいしいお芋になっ

たかな？」で、さつまいもを収穫したり、焼き

いもの燃料になる落ち葉、薪を拾いに出か

けたりしました。１１月になったらいよいよ焼

きいも本番です！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

参観日について  
以前、学校からのプリントでも配付されましたが、新型コロナ感染拡大防止のため、今年度もよつば祭

りが中止となり、参観日となりました。よつば生単として「おまつり」をテーマにして、学級ごとに活動

に取り組んでいます（様子は裏面をご覧ください）。 

○小学部では、１０月７日（金）１日のみの参観日となっています。参観の時間は生単の時間（１０：

３０～１１：２０）となっています。お子さんの様子をぜひご覧ください。 

○各家庭１名の参観にしていただき、来校される前に参観される方の体調の御確認と検温をお願いしま

す。参観される方の熱が３７．５度以上の場合は申し訳ありませんが、来校・参観はご遠慮ください。 

  ○小学部玄関で手指のアルコール消毒をお願いします。また、できるだけ不織布マスクの着用をお願い

します。また、教室内で参観の際はお隣の方と１．５ⅿ程度間隔を空けていただき、会話もお控えい

ただくようお願いします。 

○今年度は高等部の作業製品販売会については、感染状況の改善が少しずつ見られてはいますが、依然

としてレベルが高い状況ですので、ご参加いただ

くことができません。楽しみにされていた方もい

らっしゃるとは思いますが、ご理解をいただきま

すようお願いします。 

○今後も感染レベルの状況によっては変更があるか

もしれません。その場合、学校よりオクレンジャ

ーにて連絡がありますので、よろしくお願いしま

す。 

 【各学年の単元名と授業場所】 

  ※学年での学習ができない状況ですので、クラス単

位での学習となります。場所も各クラスで行って

います。ご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学年 単元名 

１年 パワフルきっず おまつりだいさくせん 

２年 きらきらまつり 

３年 まつりだ わっしょい❢ 

４年 スマイル わっしょい❢ 

５年 わくわく からふるまつり 

６年 にんニンまつり 

令和４年度 長野県上田養護学校小学部便り 

 

 

 

第７号 

     ２０２２年９月２２日 発行  

１０ 月 の 予 定 
７日（金） 小学部参観日 

１０日（月） スポーツの日 

１１日（火） ＳＴ実習 

       学校集金引き落とし日 

１２日（水） ４年誕生会 

５年宿泊学習 

１３日（木）   〃 

       ＭＴ実習 

１４日（金） ５年休業日 

１７日（月） 読書旬間（～１１／４） 

  ６年体重測定 

１８日（火） ＳＴ実習 

５年体重測定 

 

１９日（水） ４年体重測定 

２０日（木） ３年体重測定 

２１日（金） ２年体重測定 

２４日（月） 給食旬間（～１１／９） 

       １年誕生会 

２５日（火） ＳＴ実習 

       １年・なのはな体重測定 

２６日（水） １年校外学習 

２７日（木） ＭＴ実習 

       ３年校外学習 

２８日（金） 会計報告配付日 

       ２年校外学習 

３１日（月）・１１月１日（火） ６年修学旅行 

 

 

     

 

 



 

 

 

 

 

各学年のよつば生単の様子 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５年生 

５年生は「わくわくからふる祭」という自

分たちでお祭りを作り上げる生単に取り組

んでいます。前半二週はお神輿や屋台に関

する制作、iPadでの花火の打ち上げ、後半

２週は、お神輿を担いだり、お買い物ごっ

こや太鼓の演奏に取り組みます。一人ひと

りがわくわくできるようなお祭りになるよ

うクラスごと皆で頑張っています！！ 

 

１年生 

「パワフルきっず  

おまつり だいさくせん」 

みんなでおみこしに飾りつけ。ステキな

おみこしに仕上がりました。「わっしょ

い！わっしょい！」掛け声かけて太鼓をた

たいて練り歩き。盛り上がった後は、魚釣

り、的当て、ヨーヨー釣りに輪投げ、くる

くるボール投げ・・・楽しいゲームも待っ

てるよ。得意なゲームを見つけちゃおう！ 

６年生 

 “にん ニン まつり”でござる！！ 

 「もしもし、お手伝いしますか」忍者乱

子さんに電話をして、どこに行けばいいか

場所を聞き、お手伝いの場所へ。お手伝い

は提灯作り。みんなで力を合わせて作って

いるでござる。その後は屋台でゲーム、最

後には太鼓に合わせて踊っているでござ

る。上田わっしょい、TOMI TO MEもおど

っているでござるよ。 

４年生 「スマイル わっしょい！」 

「♪たたけボ～ンゴ、ひびけサ～ンバ・

・・」 楽しい音楽に誘われて「わっしょ

いくん・わっしょいちゃん」が登場！自分

たちで作ったうちわや、マラカスを持ち、

何時間もかけてクラスみんなで作った「山

車」を押して、レッツパレード！大盛り上

がりだね！いよいよ来週から「スマイルま

つり」。わなげや射的、お店屋さん・・・

どこで遊ぼうかな～！ 楽しもう！！ 

 

２年生 

「きらきらまつり」 

 道具を使ったり体を動かして、色々なチ

ャレンジをしています。チャレンジを達成

すると「きらきらパーク」のチケットをゲ

ット！！きらきらパークには、ストラック

アウトや輪投げ、魚釣り、宝キャッチ、食

べ物屋さん・・・。好きなコーナーで遊ん

だり、曲に合わせて太鼓を叩いたり、ダン

スをしたりしています。 

３年生 「まつりだ わっしょい！」 

３年生は、各クラスで魚釣りや輪投げな

どのゲームをしたり、屋台で売っているか

き氷やアイス、ピザなどを作ったり、お店

屋さんごっこをしたりしています。大きな

ドラえもんが大好きなドラ焼きを「ぱっく

ん」と食べたいと、口を開けていることも

あります。そして祭りの締めくくりはダン

ス！！ 

お気に入りのダンスはノリノリです。 



 

 

 

 

 

 

 

 

２学期もよろしくお願いします 
長い夏休みが終わりました。２５日には元気な子ども達と再会することができました。今年の夏は、３年

ぶりに行動制限のない夏休みでありながら全国的に急速な新型コロナ感染症の拡がりがあり、気持ちの上で

はのびのびとすることも難しい、気を遣うことの多い夏休みになってしまいました。お子さんの健康に配慮

して過ごしていただきありがとうございました。夏休み中静まりかえっていた校舎に、子ども達の元気な声

が戻ってきました。今学期は、全部で８２日の登校日数があります。２学期もコロナ感染に対する対応は継

続していきますが、現段階での長野県コロナ感染レベルが「６」ということで活動や学習内容で制限があっ

てまだ気の抜けない日々が続きます。少しでも子ども達が笑顔で過ごしたり、集中して活動したりできるよ

う環境整備にも努めて支援していきたいと思います。保護者の皆様にお願いすることもありますが、ご協力

の程、よろしくお願いいたします。 

 

１０月７日 よつば祭りについて 
 今年度のよつば祭りですが、昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大に伴って、よつば祭りではなく、参

観日として保護者の皆様に学習の様子を参観していただく形で検討しています。年間計画にもありましたよ

うに、今の所、１０月７日（金）のみの１日の予定です。今後、変更の場合もありますが、学校よりお便り

が出ますので、ご確認ください。 

 

９月生単について 
 コロナ禍前は、９月からよつば祭りまでの１ヶ月はよつば生単として、校庭に学年ごとのブースを作って

自分の学年の場所で遊んだり、異学年のブースに遊びに行ったりして交流する『よつばランド』ができあが

り、部全体でよつば祭りに向けた学習に取り組んできました。小学部全体で、楽しい時間を共有したいとい

うことで部の活動を行ってきましたが、新型コロナの影響で、今年も、全体で交流する形での活動をするこ

とができません。今年も学年ごとに９月生単として取り組んでいくことになりました。学年で子ども達に合

った活動を準備して、楽しく取り組めるように工夫していきたいと思います。活動の様子は、学年ごとのお

便りをご覧ください。 
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第６号 

  ２０２２年８月 ２６日 発行  

９月の予定 

２日（金） ＰＴＡ総務会・代議員会 

７日（水） 計画休業（５年生以外） 

（上小地区研究協議会のため） 

７日（水） ５年 宿泊学習 

８日（木） ５年 宿泊学習 

９日（金） ５年 休業日 

１２日（月） 学校集金引き落とし日 

１６日（金） ２年 神川小交流 

       ６年 身体測定 

１９日（月） 敬老の日 

 

２０日（火） ５年 身体測定 

２１日（水） ４年 身体測定 

２２日（木） ３年 身体測定 

 ＰＴＡ作業 

２３日（金） 秋分の日 

２７日（火） ２年 身体測定 

２８日（水） １年 身体測定 

２９日（木） １年 神川小交流 

       なのはな 身体測定 

３０日（金） なのはな 身体測定 

       前期連絡票・個別の指導計画配布日 

 

 



各学年の活動の様子  ～４・５・６年生～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５年生 

「しゅくはくがくしゅうに いこう！！」 

9月 7、８日の宿泊学習に向けての学習を行っています。 

日程はじめ、バスの座席や食事の座席、動物園で見る 

動物や順路を覚えたり、入浴の疑似体験をしたりして 

います。それぞれが楽しみながらも、集団で活動するこ 

とも意識しながら無事に行けることを楽しみに、日々学 

習に取り組んでいます。 

４年生 

          「みずあそびパート２」 

 金魚すくいや的当て、魚釣りなど、お祭り風の水遊びを 

行っています。活動に使っている的や金魚、ペットボトルの 

じょうろは、自分たちで作りました。各エリアでは、手作りの 

道具で友だちと関わる姿や自分で道具を工夫して遊ぶ 

姿がたくさん見られます。 

厳しい暑さが続いていますが、スマイルのみんなは、 

まだまだ元気いっぱいです！ 

 

６年生 

「おひぽかオーケストラになろう」 

 オーケストラに使われている楽器のクイズをしたり、

クラシック曲を聴いたり演奏したりしています。演奏が

終わったら拍手をするなどのマナーも知り、立派なオー

ケストラになれるよう学習に取り組んでいます。 

 発表会に向けて、おひぽかオーケストラは毎日がんば

っています。 



 

 

 

 

 

 

 

プール学習 
 ６月２０日から始まったプール日課。コロナ禍でのプール学習も３年目となり、昨年度に引き続き、感染

予防の対策をしながらの活動となりました。今年は暑い日が多く、前半は気持ちよくプールができました。

しかし後半は天候不順で入れない日もありました。着替えをしてプールに行った直後に強い雨が降り出して

きて泣く泣く入るのをあきらめたこともありました。それぞれのクラスでも、「晴れたら プールに入りま

す」「雨が降ったら ○○○（代わる活動）をします」と、条件によって活動が変わることも伝えていまし

た。子ども達にとってプールは楽しい活動で毎日やらせてあげたい気持ちはありますが、条件によってはで

きない場合もあります。そういうことを学ぶのもプール学習の大切な意味かなあと思っています。 

 プールの中では、子ども達の成長の姿、楽しく取り組む姿が見られました。１年生は初めてのプールです。

約束を守って座る、正しい入り方をする等、事故の無いように約束から学びました。今では大プールでもい

きいきと遊んでいます。２年生以上の学年では、大プールで足がつくようになって先生とバタ足をしたり水

を掛け合ったりして楽しむ姿が見られます。これまでよりも長く顔がつけられるようになった子、潜って宝

物（ボールやスティックなど）を見つけたよと喜んでいる子、等様々な楽しみや喜びを見つけて取り組んで

います。バタ足が上手にできるようになって「先生、できたよ」と嬉しそうに報告してくれる子、友達と一

緒に泳いだり追いかけっこをしたりする子、1カ月と短い期間ではありましたが、水に親しんでよい学習が

できました。 

 １９日、２０日のプール参観では、お忙しい中、足をお運びいただきありがとうございました。お子さん

の様子はいかがでしたでしょうか。楽しむ様子を見ていただけたのではないかと思います。２１日はコロナ

感染レベル引き上げのため急遽中止になってしまいました。楽しみにされていた方、申し訳ありません。事

故やけがのないプール活動ができました。また保護者の皆様、毎日の健康観察や用具の準備等ありがとうご

ざいました。 

夏休みに入ります 

明日、７月２６日から夏休みに 入ります。８月２４日まで、３０日間の長いお休みです。

くれぐれも健康や交通安全に気をつけてお過ごし下さい。各家庭に「夏休みのすごし方」というプリントを

配布しましたので、ぜひ目を通していただき、必要に応じてお子さんと休みの生活について話題にしていた

だければありがたいです。よい夏休みをお過ごし下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

休み明けには元気な姿の子ども達に会えることを楽しみにしています。 
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第５号 

  ２０２２年７月２５日 発行  

８月の予定 

８月２５日（木） ２学期始業日 朝 SB無し    ８月３１日（水） 避難訓練 

 



１、２、３年生のプール遊びの様子 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１年 

 はじめての学校のプールにワクワクの１年生。小

プールでは、ワニさん歩きやグルグル歩いてフラフー

プをくぐったり、宝探しをしたりして楽しんで活動し

ています。大プールでは、はじめは少しこわそうにし

ていましたが、すぐに慣れて浮き輪でプカプカ浮かん

だり、水をバシャバシャかけて遊んだり、とても楽し

んでいます。 

 

２年 

 待ちに待った「みずとなかよし」に、プールに入っ

ている時はもちろん、入る前から楽しみにする様子も

見られます。小プールでは、ワニさん歩きや棒拾い、

フラフープくぐりをしています。大プールでは、浮き

輪を使って浮かんだり、大きなビート板に乗って漂っ

たり、バタ足で泳いだりして、思い思いに楽しんでい

ます。 

３年 

 初めて、午前中にプールに入っている３年生。混

乱なくスムーズに活動しています。今年はとても暑

いので、例年に増して気持ちよく水と親しんでいま

す。小プールではフラフープをくぐり、大プールで

は浮き輪を使って浮いたり、バタ足で移動したり、

ビート板を使ってみたりと、それぞれの方法で楽し

んでいます♪雨天時は、エアトランポリン、おたま

でボール運びなどを室内で運動しています。 



 
 

 

 

 

学校体験より 
６月に入り、年長さんの学校体験が始まりました。緊張した面持ちで来校される子ども達と保護者の皆

さんです。小学部にいる子ども達も、年長さんの時には、きっとこんな風に緊張して体験に来たんだろう

なあと思いながら小学部のプレイルームや広場を案内して歩いていくと、あちこちから「おはようござい

ます」という明るい声がかかります。職員はもちろんですが、子ども達も「おはよう」「どこのクラスに

入るの？」「一緒に遊ぼう」などの声をかけてくれます。クラスに入って体験をしているときには、一緒

に手をつないで移動してくれたり遊んだりしてくれる子もいます。こわばっていた体験生の表情が一気に

和らぎます。 

活動ややることの流れを理解してどんどん動く子ども達の姿を見て体験の保護者の方が感心される場面

もあります。子ども達の笑顔を見て、楽しくその子らしさを発揮して頑張っているんだなと安心される保

護者の方もいます。体験のお子さんと一緒にクラス活動に参加する中で、自分から動く子ども達の姿を見

て嬉しく思う毎日です。 

プールが始まりました  プール日課 ６／２０～７／２５  

今週からプール日課が始まりました。コロナ禍でのプール日課ということで、引き続き感染予防には気

を付けてプール遊びの学習を行っています。待ちに待ったプールで、思いっ切り水遊びが楽しめるように、

暑い日がたくさん続くといいなと思います。健康観察・安全に配慮して、事故・怪我等がないように実施

していきたいと思います。子どもたちは水遊びが大好きです。まだ少々肌寒い日もありますが、気持ちよ

さそうに水に浮かんでいる子、フロート（大きなビート板のようなもの）に乗って漂っている子、水の感

触を楽しんでいる子と、思い思いの方法で水に親しんでいます。プール参観も７月１９日（火）～２１日

（木）の３日間設定しています。期間の短い単元ですが、たくさん体を動かして楽しめるといいですね。

ご家庭でも毎日のプールの準備等やっていただき、ありがとうございます。 

【連絡】 
○来週７月１日（金）～８日（金）まで、保護者懇談会も始まります。「個別の指導計画」に添った懇談

内容になると思いますが、保護者の皆様と一緒に子ども達の成長の姿を考えていきたいと思います。お

時間を割いて来校していただくことになりますが、よろしくお願いします。 

○昨年度、新型コロナウイルス感染防止に向け、まん延防止等重点措置適用のため１月２４日～３月に予

定されていましたケア会議が延期になりました。延期になってしまったケア会議の保護者の皆様には大

変ご迷惑をおかけしました。新年度がスタートし、感染防止に配慮しながらですが、ケア会議も通常通

り開催できるようになってきました。そこで、延期になった会議を２学期以降で再設定させていただき

ます。７月の懇談会の際に担任よりお声がけさせていただきますので、ご希望される方は相談していた

だきますよう、お願いいたします。 
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第４号 

  ２０２２年６月２４日 発行  

７ 月 の 予 定 

１日（金） 保護者懇談会（８日まで） 

       １年誕生会 

 ８日（金） 眼科検診 

１１日（月） 学校集金引き落とし日 

       ２年誕生会 

１４日（木） 6年・なのはな体重測定 

１５日（金） ５年体重測定 

       緊急時引き渡し訓練13:10～ 

１６日（土） おやじの会 

１８日（月） 海の日 

 

１９日（火） プール参観、４年・なのはな体重測定 

２０日（水） プール参観、３年体重測定 

２１日（木） プール参観、２年体重測定  

６年神川小交流（Zoomで） 

２２日（金） １年体重測定  

２５日（月） １学期終業式 

引継ぎ日のため下校便の運行なし 

２６日（火） 夏休み（～８／２４） 

        

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

生活単元学習より 
各学年の生活単元学習の様子をお知らせします。 

１年生は「はるさがしのぼうけんにでかけよう」の学習をしています。先生と手をつないで土手から校庭

に出て、てんとうむしやチューリップ等の春の虫や花を探しています。それから校庭や寄宿舎の庭を駆け回

ったり遊具で遊んだりしています。帽子をかぶる、手をつなぐ、合図で終わりにする等の約束を守って遊ぶ

こともねらいの一つです。２年生は「きらきらショップへゴー」の学習です。買い物の場面を設定し、実際

にお店で品物を自分で選んでかごに入れ、お金を支払っています。お店の人とやり取りをしたり頼まれたも

のを探したりする中で、コミュニケーションや選択し決定する力を養います。３年生は「ボールめいじんに

なろう」の学習です。ストラックアウトや玉入れ、ボール運びリレー等どれもボールを使った運動をするこ

とを通して身体の使い方や目で物を追いながら体を動かすということを狙っています。４年生は「もっとな

かよしになろう」の学習をしています。毛布引っ張りゲームや風船バレー等の小集団で行うルールのある遊

びを楽しんでいます。友達と力を合わせて課題をクリアする、仲良くゲームを楽しめるためのルールを守る

といったこともねらいにしています。5年生は「ウォーターパークであそぼう」の学習です。色水遊びやシ

ャボン玉遊びをしています。水に親しんで楽しく遊ぶことはもちろんですが、順番を待つ、座ってお話を聞

く等ルールや約束を守って活動することも学習しています。６年生は先月から引き続き「にん ニン 忍」

の学習です。忍者になって殿様を助ける設定で色々な活動にチャレンジしています。今はフリスビーで敵忍

者を倒したりリレーをしたりして殿様を助けるお宝をゲットしています。全力を出して走る、身体の使い方

を意識することなどを意図して活動を行っています。また、やりたいときは手を挙げる、それを子ども達同

士で指名し合う、大きな声で返事をするなども取り入れて取り組んでいます。 

このように、生活単元学習は子ども達が好きなことを中心に活動し、楽しんでいく中で日常生活に必要な

色々な力を身につけていくことをねらいとしています。 

個別の指導計画配付に関わって 

先週末と今週末、各学級で前期の「個別の指導計画」が配付されました。この指導計画を通して、保護者

の皆さんと、お子さんへの支援の方向をともに確認し合い、協力し合いながら学習支援や生活支援を進めて

いきたいと考えております。ぜひ一度しっかりと目を通していただき、お子さんの教育課題や支援について、

御不明な点や御要望がありましたら、学級担任までお伝えください。 
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第３号 

  ２０２２年５月２７日 発行  

６ 月 の 予 定 
1日（水） ２年視力聴力検査 

８日（水） 歯科検診 

１０日（金） 学校集金引き落とし日 

       ２年校外学習 

       ６年校外学習 

１３日（月） ６年視力聴力検査 

       ４年誕生会 

１４日（火） 内科検診 

１５日（水） ４年視力聴力検査 

１７日（金） ４年校外学習 

       ３年視力聴力検査 

       ６年体重測定 

 

２０日（月） プール日課開始、プール開き 

       ５年体重測定 

       ６年誕生会 

２１日（火） ４年体重測定 

５年視力聴力検査 

２２日（水） ３年体重測定 

２３日（木） ２年体重測定 

２４日（金） １年体重測定 

２７日（月） １年視力聴力検査 

２８日（火）・２９日（水） ブックバス 

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

各学年の学習がスタート！ 
新しい生活も瞬く間に３週間が過ぎ、明日からはＧＷに入ります。新型コロナ感染拡大防止のために、活

動を学年や部単位で行うことができなかったり参観日や家庭訪問が中止になってしまったりと様々な制限は

ある中ですが、明るく元気に学校生活をスタートさせている子ども達です。 

 入学したばかりの１年生の子ども達は、校内探検の学習でこれから出入りする場所を、お友達と一緒に巡

りながら、名前を覚えています。先週からは給食、通常登校も始まりました。 

２年生から６年生までの子どもたちは、今年は全クラスが教室移動をして新年度を迎えましたが、落ち着

いて元気なスタートが切れています。子ども達の笑顔が広場や教室にあふれ、どの学年もこれから本格的に

様々な活動が始まっていきます。午前中の「生活単元学習」で、多くの学年で春さがしの活動に取り組んで

います。4年生は「上養春マップ」と銘打ち、花や虫などを探しては子ども達が写真撮影をしたり、校内図

に貼って位置関係を意識できるようにしたりしています。6年生は活動の中に「時計の 5分ごとの数字を意

識する」「集まって写真を撮る」などの活動を取り入れ、修学旅行に向けて、集団行動やみんなで活動する

ことを少しずつ意識していくように学習内容を設定しています。なのはな、訪問の子ども達も新しい仲間や

先生とリモートなどで活動を始めています。 

さて、ご家庭でのお子さんの様子はいかがでしょうか。先週は懇談会にご来校いただきありがとうござい

ました。懇談会でも話題にさせていただきましたが、保護者の皆さんとよく相談させていただいたことを「個

別の指導計画」に反映し、それに基づいていろいろな活動や学習を組ませていただきます。今後の活動や学

習がより充実したものになるように努力していきたいと思いますので、御支援、御協力をお願いいたします。 

今後も「授業のねらい」や「学習内容」について、様々な機会を通じて保護者の皆様に分かりやすく伝え

ていく努力や工夫をしていこうと考えておりますので、よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年度 長野県上田養護学校小学部便り 

 
第２号 

  ２０２２年４月２８日 発行  

５ 月 の 予 定 
２日（月） 計画休業（懇談会振替）     ２０日（金） 前期指導計画配付日（２～６年） 
９日（月） 検尿提出（未提出者、再検者）  ２３日（月） ５年体重測定 

避難訓練            ２４日（火） ４年・なのはな体重測定 
 １０日（火） 学年集金引き落とし日      ２６日（木） ３年体重測定 
１１日（水） 小中学校説明会         ２７日（金） ２年・なのはな体重測定 
１７日（火） 耳鼻科検診                  前期指導計画配付日（１年） 
１８日（水） 不審者対応訓練         ３０日（月） １年体重測定 
１９日（木） ６年体重測定          ３１日（火） 心電図（１・４年、昨年度未実施者） 
        

 

ゴールデンウィークの過ごし方               （生徒指導係より） 

今年もコロナ禍のＧＷということで様々な制限がある中でのお休みになります。まん延防止等重点措

置は終わりましたが、県内の状況は感染の拡大傾向が続いています。このお休み中は、県外からの流入

が増えて交通量が増えたり、人の流れが増えたりすることはあるかと思われますので、事故等に遭う危

険が増えます。また、新型コロナ感染症の罹患についても、外出の際は、くれぐれも御注意ください。 

なお、お休み中お子さんにけが・病気による入院や捜索、感染症への罹患等がありましたら、スクー

ルバスの携帯へ御連絡ください（別にオクレンジャーにて連絡済みです）。生活リズムを崩さず、安全

で楽しい連休が過ごせるようにお願いします。 



 

 

 


