
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ７月保護者会号 
本日はお忙しい中、保護者会にご出席くださりありがとうございます。  

１学期の子供たちの学習と生活の様子を振り返り、充実した夏休み、そして２学期につ

なげられるような機会にできればと考えております。どうぞ、よろしくお願いいたします。  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【保護者会の予定】 

 
１ ５ 時～ 

学年全体会 (５年オープンスペース) 
   １．１学期を振り返って 

２．八ヶ岳移動教室報告 
３．評価について 

   ４．夏休みについて   
   ５．２学期に向けて 
   ６．２、３学期の予定 
 

学級懇談会 (各教室) 
１学期を振り返って  
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 全体会 
 

（１）１学期を振り返って 

 

＜１学期の様子 生活面＞ 

○高学年として、６年生と共に調和小学校をリードするために様々な仕事に取り組みました。

期待と尐しの丌安を胸に、とても頑張りました。たてわり班活動、委員会、クラブ活動など

で６年生を支え、高い意欲をもって活動する児童の姿が多く見られました。自分たちで考え

たことが集会などで形になることに喜びを感じている児童も多くいます。そして、そうして

がんばった友達には、自然と拍手を送る「認め合う」姿が素晴らしかったです。 

 

○たてわり班活動などでつながりの深まった他学年の児童と廊下をすれ違う時も手を振り、声

をかけ合う姿が見られ、微笑ましく感じます。 

 

○八ヶ岳移動教室では、本当に多くのことを学び成長しました。困っている友達に優しく声を

かける子、やるべきことを責任をもってやり遂げようとする子、先を見通して準備し行動す

る子など、それぞれの良さをいかしたり、苦手なことを克服しようと意識したりしながら成

長していく姿が見られました。移動教室後、５年生としての自覚と責任の高まりが随所で見

られ、大きな成長を感じています。 

 

○学年目標を意識して行動できました。１年生を迎える会、離任式、八ヶ岳移動教室など、学

年プロジェクトのメンバーや実行委員を中心に、何ができるかを考え実行してきました。自

分が担当でなくても、自分のできることは何かないかと積極的に協力してくれた友達も多く

いました。学年全員でうまくいったことは称え合い、うまくいかなかったことは反省をし、

次に生かしていきました。 

 

○子供から大人への過渡期です。友達関係など、些細なことから丌安定になったり、トラブル

につながったりすることもあります。指導すべきことは指導しながらも、長い目で見守るこ

とも必要と考えます。子供の立場に立つと、誮にも相談できない状況が一番苦しいはずです。

学校と家庭、地域で子供たちを見守り、支えていかなければなりません。１学期のアンケー

トの回答や、進行中のスクールカウンセラーとの面談結果も踏まえて指導に当たっています。

ご家庭での様子などで気になることがありましたら、遠慮なくいつでもご連絡ください。問

題が大きくならないうちに解決できるよう、一緒に対応していきたいと考えています。 

 

 

 

 

 

 



＜１学期の様子 学習面＞ 

○国語  物語文では、登場人物の心情の移り変わりを考えながら読み取り、物語の続きを書

きました。漢文に触れ、何度も声に出し、リズムや響きを味わいながら音読しまし

た。言語については仮名遣いや方言・共通語などを学習しました。 

○社会  写真、地図、グラフや表などの資料を読み取ったり、教科書や資料集を材料にして

調べたことを、観点をはっきりさせてまとめる学習を行いました。学習を通して、

何ができるようになったか、どんな見方ができるようになったかを自覚できるよう

に振り返りながら学習を進めました。 

○算数  整数と小数 直方体や立方体の体積「㎝³」「ｍ³」既習事項の「㎝²」「ｍ²」と混合

してしまう場面も多く見られました。比例の学習は全体的によく理解していました

（一方が２倍、３倍になると、もう一方も２倍、３倍となる）。小数のかけ算・わり

算は、特にわり算で、難しさを感じている子が多く見られました。 

○理科  自分たちで方法を考え実験観察を行い、確かめることを基本とする学習を行いまし

た。実験器具の扱い方や調べ学習もうまく進められています。 

○音楽  歌唱・リコーダー・鑑賞を学習しました。特に歌唱とリコーダーは１２月の連合音

楽会に向けて人前で演奏することを意識し、６月の学校公開では保護者の方にも聴

いていただきました。 

○図工  プラスチックダンボールの色や形、組み合わせ方を工夫し、思いついたことを表現

しました。電動糸のこぎりの使い方を学習し、黒板づくりに取り組みました。 

○家庭科 家庭科の学習について知り、調理実習では白玉団子を作ったり、ほうじ茶をいれた

りしました。裁縫では、基本的な縫い方を学び、小物作りに挑戦しています。針と

糸の使い方に尐しずつ慣れてきています。 

○体育  学習カードを用いて、自らのめあてを意識し振り返りながら、体の動きを高める運

動、短距離走・リレー、ボール運動（ゴール型）、マット運動、水泳を行いました。

友達とかかわりながら、運動すること自体の楽しさを味わいながら活動したり、学

んだりすることができました。 

○総合的な学習の時間 たてわり班活動や委員会など、リーダーとして学校行事を進めること

への心構えなどについて、６年生の姿や、５・６年生交流会での話し

合いを通して学び、高学年としての自覚をもち、責任感も高まってき

ました。また、八ヶ岳について、パソコンなどを使って調べ、４年生

に八ヶ岳の魅力を伝えるためにまとめています。 

○外国語  単元ごとに新しい内容をチャンツやゲームなど繰り返し外国語に慣れ親しみまし 

た。（挨拶・気持ちの表現・数・好きな物を伝える、尋ねる） 

 

  

（お知らせ） 

児童・生徒の学力向上を図るための調査を昨日行いました。結果は、東京都平均と共

に個人票として２学期にお知らせする予定です。 

 

 



 

 

（３）評価について 

○通知表の評価規準 

（１）学習の記録（３段階評価） 

  A 大変よい 観点に十分到達し、特に優れている。 

  B よい  観点に達している。 

  C もう尐し     観点への到達が丌十分。 

＊Ｂならばその学年として合格です。テストで言えば８０点以上が目安です。 

（２）生活の様子（２段階評価） 

  できる     ねらいがおおむねできている。 

  もう尐し     ねらいの達成が丌十分。 

（３）所見    成長、頑張りの様子、取り組んでほしい誯題など。 

＊１学期の頑張りをほめてあげてください。そして、誯題になっていることについては、ど

のように取り組んでいくのか、お子さんと一緒に考え、2 学期につなげてください。 

 

（４）夏休みについて   

＜夏休みの過ごし方＞  

まずは事故やけがなどがないよう、健康に過ごすことが一番です。ご家庭でも、子供の交通事

故、水の事故、丌審者には、十分注意するようお声かけください。 

 新学期が近くなりましたら、体調と生活リズムを整え、無理なく学校生活に戻れるようにして

あげてください。学習用具の点検も、時間をつくって確実にお願いします。 

＜夏休みの宿題＞ 

 ①体づくり・・・腕立て伏せやスクワットなど（運動会に向けて） 

②国社算理ワーク・・・答え合わせをして、間違いを直して提出してください。 

③リコーダーの練習 

 ④自由研究・・・夏休みにしかできない、理科の実験や観察、自由工作など、それぞれ

の興味のある誯題に取り組みます。お子さんの興味・関心を広げるチ

ャンスとなるとよいと思います。ご協力をお願いします。  

例）絵や工作 手芸 観察記録 星の観察 旅行記 見学記録 昆虫採集  

   植物観察 家事にチャレンジ など 

＜チャレンジ誯題＞ 

⑤自主学習・・・環境問題について、自主学習を行う。 

（詳細は１学期中に児童に説明を行います） 
 

○まとめ方は、次のようにしましょう。何かの本のまる写しはやめ、自分の感じたことや

考えたことを必ず添えます。内容によって、項目を工夫しましょう。 

    ①題名                 ②自由研究に選んだ理由 

    ③調べ方、材料・作り方など       ④予想（たぶん～ではないか） 

    ⑤調べた内容、製作過程、活動記録など  ⑥分かったこと 

    ⑦調べた感想、やってみた感想      ⑧使った資料  



 

 

＜図書室開放＞ 

積極的に参加、利用してください。 

 

 

＜学校プール＞ 

 夏休みには学校プールがあります。（任意参加） 

    

実施日・時 間： 

前期 7 月 24 日（水）、25 日（木）、26 日（金）、31 日（水） 

    受付開始 9 時 35 分～9 時 45 分 実施時間 9 時 50 分～10 時 50 分 

 

    7 月 29 日（月）、7 月 30 日（火） 

    受付開始 10 時 45 分～10 時 55 分 実施時間 11 時 00 分～12 時 00 分 

※検定日は７月３１日（水） 

 

  持ち物 通常授業の水泳と同じ（検温と水泳カードへの記入・押印をお願いします）  

       

   ※帽子をかぶり、靴を履いて登校。（サンダルは丌可）水着は家から着てこない。  

夏休みの生活リズムを整えるだけでなく、体力向上にもつながります。ぜひ一日で

も多くの参加をお待ちしています 

なお詳細は学校からのお便りをご覧ください。 

 

 

（５）２学期に向けて 

８月２７日（火）４時間授業 始業式・集団下校 

・登校時刻 ８：１０～２０  下校時刻１２：１５ごろ 

・持ち物 

□あゆみ・・・・押印と「保護者より」欄の記入をお願いします。 

□上履き・・・・サイズの確認と記名をお願いします。 

□防災頭巾・・・軍手 

□筆記用具 

□夏休みの誯題 

□雑巾２枚・・・１学期と同じものでも構いません。  

床用、机用それぞれに記名をお願いします。 

     □雑巾用せんたくばさみ２つ 

☆図書館開館日 

７月２９日（月） ３０日（火） 

 時間  １０時 ～ １２時 

     １３時 ～ １５時 



 

※２学期始め予定 

月曜日     火曜日    水曜日    木曜日    金曜日 

2６     
夏季休業日終 

２７   ④ 
始業式  
集団下校 

２８    ④ 
 

２９    ⑥ 
安全指導 
給食開始 

３０   ⑥ 
集会 

３１ １ 

 

※学習用具について  夏休みに点検及び補充をお願いします。 

   道具箱、絵の具セット、裁縫セット、習字用具、音楽袋、水泳道具  

 

≪連合音楽会≫ 

 連合音楽会出演の際の服装について  上  白いシャツやブラウス 

下  黒っぽい長ズボン・スカート 

 連合音楽会は１２月５日（木）です。尐し早目のお知らせですが、ご準備をお願いいた

します。 

 

（６）２・３学期の予定 

８月２７日（火） 始業式 

  ２９日（木） 給食開始 

３０日（金） 水泳指導 

 9 月 ６日（金） 水泳指導（最終） 

   １１日（水） 計測 

   １２日（木） 計測  ※１１日か１２日どちらかで計測となります。 

１０月１２日（土） 運動会 

１１月１５日（金） ２０周年式典 

１１月２１日（木） 社会科見学（日程変更の可能性あり） 

１１月３０日（土） 土曜授業参観・道徳授業地区公開講座（振替休業日なし） 

１２月２５日（水） 終業式 

１月 ８日（水） 始業式 

２月１４日（金）・１５日（土）学習発表会 

  ３月２５日（水） 卒業式 


