
 

 
 

３学年懇談会資料 
 

１ 目指す児童像 

汗だせ 元気に遊び，進んで運動する子 

「早寝・早起き・しっかり朝ご飯」の習慣を身に付ける子 

後までやり抜く子 

知恵だせ よく考え 進んで学ぶ子 

自らの考えを進んで発表する子 

自分なりに工夫して取り組む子 

勇気だせ きまりを守り 相手を思いやる言動ができる子 

助け合って生活できる子 

失敗をおそれず，自信を持って挑戦する子 

 

 

◎重点目標 

 心身の健やかな成長を図る健康教育の推進 

  

◎協働型学校評価重点目標 

 豊かな心とコミュニケーション力の育成 

   ※元気なあいさつ・あふれる思いやり 

 

◎3 学年目標 

  ◇よく食べ 進んで運動する 元気な子 

   ・好き嫌いせず，感謝して食事をする。   

   ・運動や遊びを通して，体力を付ける。 

   ・十分な睡眠時間を確保する。 

 

  ◇進んで学び 粘り強く 後まで取り組む子 

   ・話の内容を理解し，進んで活動する。 

   ・よいと思ったことに自分から取り組む。 

   ・めあてを持って，くじけず 後まで取り組む。 

    

  ◇きまりを守り 思いやりの心を持った 優しい子 

   ・ルールを守って，気持ちの良い集団生活を送る。 

   ・互いを認め合い，高め合う。 

   ・命を大切にする。 

仙台市立原町小学校  

３学年だより No．２ 

R2．４．２４（金） 



４ 3 年生の発達段階の特徴 

  

《発達の特徴》 

① 自分本位なところが，徐々になくなってくる。 

② 「なぜ」「どうして」など，理由を知りたがる。 

③ 抽象的な考えができるようになってくる。 

④ 理屈をこねたり，周りのことが気になったりする。 

⑤ 良い方にも悪い方にも知恵が回るようになる。 

 

 《身体的発達》 

① 遊びの中でも，競争的なことを好むようになる。 

② 男女差がはっきりし，活動にも違いが目立ってくる。 

③ 性への意識がさらに表面化する。 

④ 女子の性的な成長が進む。 

⑤ 視力低下の子が目立ってくる。 

 

 《社会性・道徳性》 

① 集団の中で，自己を主張するようになる。 

② 友達と遊ぶことが何より楽しく，グループで遊ぶことが増える。 

③ 友達とのトラブルが，多く見られるようになる。 

④ 自分で判断し，行動しようとする姿勢が出てくる。 

 

 《感情など》 

① 喜び・怒り・同情・正義感などに敏感になる。 

② 原則的なこと，形式的なことにこだわるようになる。 

 

５ 3 年生の学習について 

 

（１） 進んで学習に取り組み， 後まで頑張る子に育てたい。 

  ・計算などの基礎・基本の力の定着を図るために，復習に力を入れる。 

  ・漢字を毎日の家庭学習に取り入れ，ミニテスト等で習熟を図る。 

  ・「分からない」「できない」から「分かるようになる」「できるようになる」ために学習す

るのだという気持ちで， 後まで諦めずに取り組む態度を育てる。 

  ・目標を持って取り組ませる。 

 ・進んで学習する取組の一つとして，自主学習「自学」を実施する。 

 

（２） 語彙力を増やし，考える力・伝える力を育てたい。 

  ・語彙数が急に増えてくる時期なので，不確かな言葉は，国語辞典で調べる習慣を付ける。 

  ・総合的な学習を通して，調べたことをまとめ，発表する（他の人に分かるように伝える）力

を付ける。 

  ・物語を中心に本をじっくり読ませ，読書好きな子を育てる。 

 

（３） 主な学習内容 

 

 〈国語〉 

   ☆話すこと・聞くこと 

    ・要点をまとめて、聞き手にわかりやすく話す。 

    ・話の中心に気を付けて聞く。 

 



・紹介や説明をしたり，調べたことを報告したり，目的や相手に応じた言葉遣いをしたり

する。 

    ・よく聞き，自分との違いを知り，認める。 

 

   ☆書くこと 

    ・要点や構成を考えて文章を書く。 

・豊富で多様な書く活動。日頃のノートから，「自分が読めればよい文字」から「誰でも

が読める丁寧な文字」への移行。 

 

   ☆読む 

    ・物語文，説明文 

    ・説明文では，要点や段落相互の関係などを考える。 

    ・物語文では，叙述を基にして，想像して読む。 

 

   ☆その他 

    ・毛筆，ローマ字，新出漢字 200 字 

    ・国語辞典の使用（ぜひ，自分用の辞書を） 

    ・読書      

 

〈算数〉・・・少人数指導 

  ☆たし算 ひき算 かけ算の筆算 

☆わり算（九九の習熟が大切） 

☆時刻と時間・量 

☆重さ・長さ（単位の変換） 

☆コンパスの使用→補助教材費で一括購入 

 

〈社会〉 

☆わたしのまち みんなのまち →身近な街の様子を知る 学区→仙台市 

                地図帳の活用 地図記号 

☆はたらく人とわたしたちのくらし →地域の人々の生産や販売の仕事について調べ，そ

れらの仕事に携わっている人々の工夫を考える 

                  校外学習（工場見学） 

☆くらしを守る →火事・事件や事故から，人々の安全を守るための工夫や努力について考 
える 

☆市のうつりかわり →生活の道具や交通，公共施設，人口などの時期による違いに着目し      

          て，市や人々の様子の移り変わりを捉える 

校外学習（歴史民俗資料館） 

 

〈理科〉 

☆身近な自然 

・種から植物（ホウセンカ）を育てる 

→一人ずつ育てます。生活科で使用した鉢を使用します。後日，学校に持たせてくださ

い。鉢がない場合は，家庭で御準備いただき，持たせてください。 

・虫のからだのつくりを調べる 



→モンシロチョウの卵が産み付けられたキャベツの葉が手に入る方は，ぜひ御提供いた

だきたいと思います。学校で育てながら，成長の様子を観察します。よろしくお願い

いたします。 

   ☆磁石や電気のはたらき 風やゴムのはたらき ものの重さ比べ など 

 

〈音楽〉 

   ☆歌詞の意味を考えながら歌う 

   ☆楽器の音色を味わいながら演奏する 

    →リコーダーの学習が始まります。後日，注文用紙を配付します。 

 

〈図工〉 

   ☆絵の具や粘土，のこぎりなどを使って作品を作る 

 

〈体育〉 

   ☆「○○遊び」から「○○運動」へ 

   ☆体力向上を目指す（走力，瞬発力，調整力，跳躍力，筋力，持久力，等） 

   ☆泳力向上を目指す（全員１０メートル以上泳ぐことを目標に） 

   ☆病気の原因と予防 

   ☆病気にならない健康な体づくり 

  

〈総合的な学習の時間〉 

   ☆「食と健康」「原町～今・むかし」 

    →自分で調べたことをまとめ，伝え合う力を育てる。 

   ☆パソコンの活用 

    →文字入力，インターネットの活用，等 

 

＜特別の教科 道徳（道徳科）＞ 

   ☆よく考え，正しいと思うことをやり遂げる子供を育てる。 

   ☆思いやりの心を持ち，友達と互いに信頼し合う子供を育てる。 

   ☆自然のすばらしさや生命の尊さを受けとめ，大切にする子供を育てる。 

   ☆約束やきまりを守る子供を育てる。 

   

＜外国語活動＞ 

   ☆外国語を通して，言語や文化について体験的に理解を深め，コミュニケーションを図る基

礎となる資質・能力を養う。（週 1 時間，年間 35 時間） 

 

３ ３年生の生活について 

（１）良い生活習慣・学習習慣の積み重ね 

  ・身に付いている良い習慣を積み重ね，確かなものに。 

・まだ身に付いていないものは，学校と家庭の連携で，確実に身に付けさせていく。 



（２）３年生としての自覚を持った活動 

  ・当番活動（短時間で手際よく） 

  ・係活動（日常活動と創造的活動） 

・集会時の態度（上級生を見習い，下級生の手本に） 

 

（３）基本的生活習慣の確立 

  ・挨拶（笑顔で気持ちよく） 

  ・聞き方，話し方（聞こうという姿勢，伝えようという話し方） 

  ・学習用具の準備（忘れ物ゼロを目指して） 

  ・整理整頓（机，ロッカー，学習用具，プリント類，体育着や着替えた服など） 

  ・食事のマナー（苦手な物も少しずつ食べられるように） 

  ・時間の目安をつけての行動（時計や周りの動きを見る） 

  ・自分勝手な行動をしない（皆が気持ちよく過ごすために，原小モデルを学校と家庭で確認） 

  ・自覚ある行動（いつ，誰に見られても恥ずかしくない行動を） 

・友達との付き合い方（いじめをしない，させない，許さない） 

  ・働く喜び 

 

（４）家庭における子供の自立 

  ・自分でできることを増やし，自信を持たせる。（次の日の時間割を揃える，等） 

  ・家族の一員としての仕事を任せ，責任感を育む。（風呂掃除，洗濯物たたみ，等） 

  ・自分の物は自分で洗う。（箸セット，上靴，等） 

  ・自分で時間を決めて生活する。（起きる，寝る，家庭学習など） 

  ・「甘やかす」のと「優しくする」は，違うもの。 

 

（５）家庭学習（宿題） 

  ・家庭学習の習慣が身に付くように，御家庭での御声掛けをお願いします。 

   （時間を決めて毎日必ず取り組む，テレビを消す） 

・持ち物や宿題は，連絡帳に記入するようにしています。毎日，御家庭の方のサインをお願い

します。 

・宿題の漢字スキルやノート，プリントなどにも目を通していただき，御家庭の方にサインを

していただくと，家庭学習への取組が充実します。御協力をお願いいたします。 

  ◎主な宿題 

    □音読 □漢字練習（ノート） □算数プリント □作文 □いっしょに算数 

  □自学（夏休み以降に指導をしてから実施） 

◎いっしょに算数 

  仙台市の小学３年生を対象に作られたものです。単元が終わるごとに，ページを指定して

宿題とします。御家庭の方が解答欄を見て丸付けをし，間違いを直させた上で，チェック欄

にサインをして提出させてください。よろしくお願いいたします。 

 

 



 

令和 2 年度 学年教材費 集金支払計画   R2.4.24 現在 

集金月 項目 単価 個数 金額 

6 月 

ワークテスト(国語上） 510 100 51000 

ワークテスト（社会上） 320 100 32000 

ワークテスト（算数上） 430 100 43000 

ワークテスト（理科上） 510 100 51000 

漢字スキル上 540 100 54000 

算数の力上 510 100 51000 

花の土 230 100 23000 

カラフルねんど 320 100 32000 

夏休みドリル 280 100 28000 

ノート(国語，社会，算数，理科，漢字練習，作文，自学) 1050 100 105000 

習字ホルダー 200 100 20000 

フラットファイル 40 100 4000 

体育の学習 510 100 51000 

        

        

合計 5450 100 545000 

12 月 

ワークテスト（国語下） 510 100 51000 

ワークテスト（社会下） 320 100 32000 

ワークテスト（算数下） 430 100 43000 

ワークテスト（理科下） 510 100 51000 

漢字スキル下 540 100 54000 

算数の力下 510 100 51000 

スーパーコンパス 330 100 33000 

まめでんきゅうＨＢ－Ⅱ 160 100 16000 

磁石セット 210 100 21000 

風やゴムのはたらきＷＲ－１ 270 100 27000 

切りとりかみはんが 170 100 17000 

のこぎりひいて、ザク、ザク、ザクＬ 320 100 32000 

光サンドイッチＤＸ 260 100 26000 

ハイパーＱＵ 460 100 46000 

わたしたちの安全 410 100 41000 

        

        

合計 5410 100 541000 

  年間合計 10860 100 1086000 


