
 

平成２７年１月２4 日（土） 

午前９時 ～ 午後３時 

最寄り駅：小田急線 片瀬江ノ島駅 

江ノ電 江ノ島駅 

    モノレール 湘南江の島駅 http://www.shonan-shirayuri.ac.jp/syougakkou/ 
3 年生「ゆめの世界のゆめの家」より 

藤沢市片瀬海岸 2-2-30 

 
  

http://www.shonan-shirayuri.ac.jp/syougakkou/


〈1年〉 〈2年〉 〈3年〉

　図工・・（絵画）「ゆめののりものにのって」 　図工・・・・（絵画）「せんのかたちから」 　図工・・（絵画）　「あの時をわすれない」
　　　　　　　　　「きょうから一年生」 　　　　　　　　　　　「夢の町」 　　　　　　　　　　「ローラーペインティング」
　　　　　　　　　「すきなものいっぱい」 　　　　　　　　　　　「あじさい」 　　　　　（木工作）「コリントゲーム」
　　　　　（工作）「ねん土にまほうをかけると」 　　　　　　　　　　　「夏休みの思い出」 　　　　　（工作）　「ゆめの世界のゆめの家」
　　　　　　　 　 「ひかりのくにのなかまたち」 　　　　　　　（粘土）「ケーキ屋さん」 　　　　　

　　　　　　　（工作）「夢のたてもの」 　国語・・・・・新聞
　国語・・・わたしの名まえ
　　　　　　かいだんうた   国語・生活・・大きくなったわたし 　社会・・・・・わたしのお気に入り
　　　　　　えいごで うたおう! ことばで あそぼう!

　算数・・・・・ポリドロンワールドへようこそ！ 　算数・・・・・コンパスを使ったもよう
　算数・・・かたちあそび「できるかな？」

　生活・・・・・手すきはがき 　理科・・・・・じしゃくのおもちゃ
　生活・・・４月からのきろく

　宗教・・・・・５本の指の祈り 　毛筆・・・・・一文字
　宗教・・・５本の指の祈り

　図書・・・・・図書室たんけん 　英語・・・・・All About Me
　図書・・・イメージの世界をひろげよう

　総合・・・・・ニュースを切り取って

  宗教・・・・・５本の指の祈り

〈4年〉 〈5年〉 〈6年〉

　宗教・図工・・共同制作「聖書のお話」 　図工・・・（絵画）　「ステンシルローラー」 　図工・総合・・「アニメーションを作ろう」
　　　　　　（木工作）「テープカッター」

　図工・・・・・（絵画）　「とうもろこし」 　　　　　　（立体）　「その一瞬」 　図工・・・・・（デザイン・工作）「掛け時計」
　　　　　　　　（版画）　「ほって　うつして」 　　　　　　　　（絵画）　「お友達」
　　　　　　　　（木工作）「ギコギコ トントン」 　国語・・・グラフや表を引用して書こう 　　　　　　　　（陶芸）　「すてきな器」

　国語・・・・・アップとルーズで伝える 　算数・・・我ら算数博士 　国語・・・・・四季の俳句

　理科・・・・・電気で遊ぼう 　社会・・・「夢をのせて」～わたしの未来カー～ 　社会・・・・・‘たほいや型’歴史クイズ

　毛筆・・・・・カタカナ 　理科・・・ふりこのおもちゃ 　理科・・・・・科学マジック大会

　毛筆・・・ひらがな 　毛筆・・・・・心に浮かぶ言葉

　総合・・・・・調べ学習「いろいろ紹介します」
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　スケッチブック（箱根自然教室） 　総合・・・グループ新聞（天城野外学習） 　宗教・・・・・５本の指の祈り

　宗教・・・５本の指の祈り 　家庭科・・・・裁縫箱袋

　 　家庭科・・はじめてのししゅう

≪ プログラム ≫

〈　クラブ　〉

　＊発 　　表　 （体育館）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・体操クラブ　  ・演劇クラブ　　　　　　　　　　　　　（３階パソコン室前）・・・パソコンクラブ　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　

　＊オープニング（正門前）・ミニコンサート（体育館ロビー）・・・声楽・器楽クラブ　　　　　　　　　　　＊クラブ展示　（ブリッジ）・・・イラストクラブ・手芸クラブ・文芸クラブ

　英語・・・My Cafe 　英語・・・・・Introducing Myself

　英語・・・・・New English Words



2階　会議室 2階　ステラマリス 3階　6年教室 2階　4年教室 １階　理科室 3階　第一音楽室

8:55

３年桜組　社会・国語
.「わたしのお気に入り」
〔  9：10　～  9：55　〕

３年梅組　社会・国語
「わたしのお気に入り」
〔 11：10　～ 11：55　〕

３年菊組　社会・国語
「わたしのお気に入り」
〔 10：10　～ 10：55　〕

演劇クラブ
「メイの悲しみ」

〔  9:30 ～9:55　〕

１年　群読
～おたがいの

　　　こえをききあって～
〔 10：40　～11：15〕

体操クラブ
〔 14：00～ 14：30　〕

声楽・器楽クラブ　ミニコンサート
〔 10:05～10:20 〕　体育館ロビー

声楽・器楽クラブ　ミニコンサート
〔 11:25～11:40 〕　体育館ロビー

声楽・器楽クラブ　ミニコンサート
〔 12:30～12:45 〕　体育館ロビー

６年　図工・総合
「アニメーション上映」

〔13：30～14：30〕

６年梅組　理科
「科学マジック大会」
〔 10：30 ～ 11：00　〕

６年桜組　理科
「科学マジック大会」
〔 13：00～13：30　〕

４年桜組　総合
「」

〔 10：05 ～ 10：55　〕

４年菊組　総合
「」

〔 12：00 ～ 12：50　〕

４年梅組　総合
「」

〔 12：55 ～ 13：45　〕

６年菊組　理科
「科学マジック大会」
〔 11：50～ 12：20 〕

５年桜組　算数
我ら算数博士

〔 10：00 ～ 11：00　〕

５年菊組　算数
我ら算数博士

〔 11：15 ～ 12：15 〕

５年梅組　算数
我ら算数博士

〔 13：00　～ 14：00　〕

６年　図工・総合
「アニメーション上映」

〔 9：30～10：30 〕

６年　図工・総合
「アニメーション上映」

〔11：00～12：00〕

終了

２年梅組　生活科
「大きくなったわたし」
〔  9：30～10：30　〕

２年菊組　生活科
「大きくなったわたし」
〔  10：45～11：45　〕

２年桜組　生活科
「大きくなったわたし」
〔 12：00～13：00　〕

15:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

開場
♪　オープニング　　　声楽・器楽クラブ　　（正門入り口前）

9:00

《　児童発表スケジュール　》

体育館
C棟A棟 B棟

2階ギャラリー軽食場所

〔 11：30 ～ 13：30 〕

１年
「えいごでうたおう！

ことばであそぼう！」
〔 10：40 ～11：15〕

演劇クラブ

「メイの悲しみ」

〔 9:30 ～9:55 〕
６年 図工・総合

「アニメーション上映」

〔 9：30～10：30 〕

６年 図工・総合

「アニメーション上映」

〔11：00～12：00〕

４年梅組 総合

調べ学習

「いろいろ紹介します」

〔 12：55 ～ 13：45 〕

４年菊組 総合

調べ学習

「いろいろ紹介します」

〔 12：00 ～ 12：50 〕

４年桜組 総合

調べ学習

「いろいろ紹介します」

〔 10：05 ～ 10：55 〕

６年 図工・総合

「アニメーション上映」

〔13：30～14：30〕

終了後、一度全員退場

していただきます。

 


