中野区立桃園小学校
第 1 学年 学年だより
平成３０年 4 月１３日
No.３
保護者会号

第 1 回保護者会
１．学年保護者会(体育館)

14 時 30 分～

２．学級保護者会（各教室）

・学校長の話

・担任自己紹介

・1 年担任、教職員紹介

・保護者自己紹介

・学校、学年目標

・学級経営の方針

・1 年生の心と体・学習

・1 年生の様子

・お知らせとお願い

・PTA からお知らせと役員選出

・主な年間行事予定
・こども 110 番駆け込み訓練の件（PTA）

《学校目標》

【1 年生にかかわる主な教職員】
学校長

田中 憲治

副校長

井上 江見子

1 組担任

前田 絢香

2 組担任

井倉 亜美

ひまわり学級

今川 百合子

・自分の考えをもてる子

門脇 央

・思いやりのある子
・たくましい子

《学年目標》
・自分の思いを伝える子
・友達と仲よくする子
・元気な子

図工講師

相澤 紀子

養護教諭

渡邉 彩

栄養士

梅沢 朋子

図書館指導員

稲益 洋子

介助員

濱﨑 彩
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小栁 彰吾

事務

東

佐恵子
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山岡 浩子
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女

計

介助員 （月～木）

藤田 桂子
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介助員 （火・金）

松岡 孝子

2組
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介助員 （月・水）

美濃田 みえ子
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◎１年生の心と体

★ 入学の喜びと大きな期待
・新しいことに緊張しながらも、
できるようになる喜びが大きい。

★ 幼児から学童の体へ
・活動が広がり、体力、手や指の
巧みさが高まっていく。
・リズムのある生活が大切。
・乳歯から永久歯に生えかわる時期

★ 言語の著しい発達

でもある。

・様々な生活体験を通して、正しい
言葉を獲得していく。
・大人が正しい言葉遣いをすることや、
子供の話をじっくり聞くことが大切。

★ 友達と交わるなかで、相手を容認
できるようになる。
・自分の思いをうまく伝えられず友達

★ 新しいことに取り組もうとする意欲が

とぶつかる中で、相手の気持ちを受
け入れられるようになっていく。

旺盛
・
「できたね。
」
「頑張ったね。
」という
大人の一言が次への原動力となる。

・友達と仲良くしたい気持ちはみんな
もっている。

◎１年生の重点指導

（１） 基本的な生活習慣を身に付けさせる。
心身ともに健康な子供らしい生活が送れるように、家庭と協力し
自分のことは自分でできるようにする。
（２）大勢の仲間と遊んだり、学習したりする楽しさを味わわせる。
（３）運動や遊びを通して、心と体の健康作りに力を入れる。
（４）自然にふれあう機会をつくり、経験を通して学ぶようにする。

◎1 年生の学習

国語（読む、書く、聞く、話す）
ことば

姿勢や口の形に気をつけて、正しい発音で話す。

文字を書く ひらがな五十音・濁音・促音・長音・拗音を正しく読み、書く。
カタカナ 漢字 80 字
読む

事柄の順序や場面の様子に気付き、想像を広げながら読む。

聞く・話す 興味をもって、相手の話を最後まで聞く。
伝えたいことを順序立てて話す。
丁寧な言葉と普通の言葉との違いに気付き、使おうとする。

算数
０から 100 までの数が分かる。
・物の集まりの大きさを表す。
（なかま集め、一対一対応、大小、数詞、数字）
・位取り（一の位、十の位、1 が十個集まると、十の位へ・・・）
・順序数・・・
（１、２、３、４、５････９９）
計算
・たしざん、ひきざんの意味が分かる。
１位数＋１位数（くりあがりなし、くりあがりあり）
１位数―１位数、２位数―１位数(くりさがりあり)
２位数＋２位数、２位数―２位数
長さ
広さ

直接比較したり、身の回りの物を単位として大きさを比べる。

かさ
いろいろな形
時刻 （何時、何時半、何時何分）

音楽
楽しく歌ったり、合奏したりする。
（リズム遊び、ふし遊び、けんばんハーモニカや打楽器）
いろいろな曲を聞く。
体を動かしながら曲を聞く。

生活
自然とのかかわり
朝顔などの種や球根、花の苗を育てる活動
生き物の世話をしたり、虫をさがしたりする。
花や実をさがしたり、それを使って遊んだりする。
自然の物の中にある力を生かして遊びを工夫し、おもちゃなどを作る。
社会とのかかわり
学校たんけんや学校で働く人を調べる学習を通して、学校の様子や働く人の関心を持ち、自分
とのかかわりに気付く。
家の人が家族のためにしている事に関心を持ち、お手伝いをする。自分の成長について調べ、
支えてくれた家族との関わりについて気付く。
地域の方や保育園児、２年生との交流

図工
絵を描く
クレパス、絵の具を使って、見たこと、感じたこと等を表す。
造形遊び
土や砂などで遊んだり、身のまわりの物を使ってならべたり、組み合わせたり組み立てたりし
て、自分の思いを表す。

体育
体ほぐしの運動
多様な動きをつくる運動遊び（体のバランス・体の移動・用具の操作・力試し）
走る・跳ぶ運動遊び
表現リズム遊び
水遊び
器械・器具を使っての運動遊び
ゲーム（ボールゲームや鬼遊びなど）

道徳科

・自分自身に関することや、他の人との関わり方について考える。
・集団や社会との関わり、生命や自然との関わり方について考える。

特別活動
仲良く助け合い学級活動を楽しくする。
（係・当番活動・話し合い活動など）

お知らせとお願い
１． 個人面談・保護者会
・９月２７日（木）に第二回目の保護者会を行います。ご予定ください。
・７月１０日（火）から２７日（金）に、個人面談を実施します。
（全家庭実施）学校での様子
とご家庭での様子を伝え合い、
今後の学習や生活に生かせるように話し合いたいと思います。
日が近付きましたら、希望調査をお配りして、日時を決めさせていただきます。

２． 連絡帳・提出物
＜ご家庭→学校＞
① 欠席、遅刻、早退、学童欠席、通常と異なるコースの帰宅などの連絡は、連絡帳にてお願
いします。
② 連絡帳に連絡事項を書いたときは、必ず担任に提出するようお子さんに声をかけてくださ
い。
【付箋を貼ったり、お書きになられたページが見えるように折って連絡袋に入れるな
どすると忘れにくいようです】
③ 提出のプリント等は連絡袋に入れて持たせてください。自分で担任に提出するよう、お話
しください。
＜学校→ご家庭＞
① 毎日、連絡袋と連絡帳をご覧になり、配布物をよくお読みください。
② 提出物は、期日を守ってくださるよう、ご協力お願いいたします。

３． 給食
① 体と心の成長を考え、何でも食べられるよう促します。
② 給食当番は交代で行います。
（マスクを忘れた場合は学校から貸しますので、新しいマス
クをビニール袋などに入れてお返しください。
）
③ 当番の子は金曜日に白衣を持ち帰りますので、洗濯してアイロンをかけ、月曜日に忘れず
に持たせてください。
④ 好き嫌いなく食べられるよう、給食の献立表をご覧になり、ご家庭でもお声掛けをお願い
します。
⑤ 自分で食べきれる量が分かるよう、ご家庭でもお声掛けをお願いします。

４． 教材費について
・入学式当日にお渡ししました学用品や、これから購入するドリル・ワーク・あさがおセット
などの教材費を、給食費とは別にゆうちょ銀行の口座から引き落としさせていただきます。
引き落とし計画を、後日配布いたしますので、残高不足で未納にならないよう、毎月残高の
確認をお願いいたします。

５． 健康診断
定期健康診断を実施しています。医師の治療や検査などが必要な場合はお知らせのプリン
トを持たせます。早めに治療し、医師に書いていただいた治療済のプリントをご提出くださ
い。
4 月１９日（木）の内科検診は１３：０５から開始の予定です。そのため、下校が少し遅
れますのでよろしくお願いします。
（１３：４５頃の予定です）

６． 安全対策
児童が学校にいる時間には、防犯のため、正門を施錠しています。来校時はインターホン
を押し、お名前と用件を告げてください。また、ＰＴＡのネームプレートを付けるようお願
いします。平日の午後７時、土日・休日の午後５時以降は機械警備となり、校舎内に入るこ
とができません。忘れ物がある場合、遊び場開放時間内は子供だけで取りに来られますが、
それ以降は安全のため、保護者同伴でお願いします。
（必ず西昇降口から入り、主事室前の用紙に名前を記入し、職員室にも声をかけてから校内
に入ってください。
）

７． 持ち物について
○週に一度は図書の時間があります。本の貸し出しを行いますので、図書専用の手さげ袋（横
長で、机の横にかけて床につかない大きさ…入学のしおり参照）をご用意ください。持って
くる期日は、各学級の担任よりお知らせします。
○体育着は、体育授業の有無にかかわらず、月曜日に持ってきて、金曜日に持ち帰ります。
○上ばきも、月曜日に持ってきて、金曜日に持ち帰ります。忘れた場合は学校で貸し出しをし
ていますが、借りた上履きは洗ってから学校に持たせてください。
○月曜日、金曜日には上ばき入れ、体育着、
（給食当番の白衣）など荷物が多くなりますので、
手さげ袋に入れて登下校させたいと思います。ご用意ください。月曜日に持ってきた袋はロ
ッカーにいれておき、金曜日に持ち帰ります。

○ポケットのある服を着て、ハンカチがすぐに使えるようにしてください。ティッシュペーパ
ーはランドセルや道具箱に一つずつ（記名して）入れておくと便利です。
○季節によって朝昼の温度差が大きい日があります。
脱ぎ着のできる服装を工夫してください。
○ぞうきんは、来週の水曜日（18 日）に２枚持たせてください。
（記名なし）
○図工で、手ふき用のハンドタオルをビニール袋に入れてご用意ください。図工がある日に持
たせてください。

８．

その他

○時間割表が配られましたら、時間割どおりにお子さんといっしょに学習の用意をしてくださ
い。４時間授業のときでも、5 時間分の用意を持たせてください。
※ひらがなの学習が終わったら、子供に連絡帳を書かせます。宿題・持ち物・お知らせなど
を書かせますので、必ず毎日ご覧になり、宿題や持ち物を一緒に揃えてください。書かれて
いる内容を読んだら、捺印やサインも忘れずにお願いします。
○登校に余裕があると朝のスタートがスムーズです。8 時 20 分には教室で朝の支度が終わっ
ているように、家を出発させてください。8 時１０分までに西昇降口に到着できるように、
送り出してください。
）ただし、あまり早く（8 時前）来すぎないようにお願いします。
○4 月 2０日（金）読み聞かせクラブの方が来校してくださり、朝の時間に読み聞かせをして
くださる予定です。当日は保護者の方の見学もできますので、お時間のある方は是非お越し
ください。
【各教科・曜日の持ち物】
月曜日 体育着・上履き
金曜日 体育着・上履き・（白衣）持ち帰り
国語

教科書・ノート

算数

教科書・ノート

生活

教科書

音楽

教科書

図工

教科書・手ふき用のハンドタオル
（ビニール袋に入れて）

【まいにちのもちもの】
「ふしれじハテマ」

・ふでばこ
Ｂか 2Ｂのえんぴつ４ほん
かきかたえんぴつ
あかえんぴつ１ぽん
けしごむ１こ
ネームペン
・したじき
・れんらくちょう・れんらくぶくろ
・じゆうちょう
・ハンカチ
・ティッシュペーパー
・マスク（毎日ランドセルに入れる）
（給食がはじまったら→ ふしれじハテマラ

・ランチョンマット
図書

手提げ袋

