
 

 

４学年懇談資料 
 

１ 目指す児童像 

 ◎汗だせ 

  〇元気に学び，進んで運動する子 

  〇「早寝・早起き・しっかり朝ごはん」の習慣を身に付ける子 

  〇 後までやり抜く子 

 

 ◎知恵だせ 

  〇よく考え，進んで学ぶ子 

  〇自らの考えを進んで発表する子 

  〇自分なりに工夫して取り組む子 

 

 ◎勇気だせ 

  〇きまりを守り，相手を思いやる言動ができる子 

  〇助け合って生活できる子 

  〇失敗をおそれず，自信を持って挑戦する子 

 

 ☆重点目標                      

  〇健やかな体を育む 

  〇確かな学力を伸ばす 

  〇豊かな心を育てる 

  〇地域に開かれた学校をつくる 

  〇いじめ防止の推進 

 

 ☆学年目標 ——Let’s チャレン 4！—— 

  〇続けよう 

   ・気持ちを込めて挨拶する子 

・めあてに向かって 後まで頑張る子 

〇考えよう 

 ・話を 後までしっかりきく子 

   ・自分の考えを持ち，友達の考えと比べながら，よりよい考えを導く子 

〇助け合おう 

   ・約束やきまりを守る子 

・自分がされたらうれしいことを友達にできる子 
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２ 生活について 

 

（１）発達段階の特徴 

 〔体の様子や習慣〕 

  運動能力が高まり，敏捷性，巧緻性も確かなものになってきます。身長が伸び，体重

も増え，内臓器官の成熟が目覚ましい頃です。体力が付いてくると活発になり，それに

つれて生活習慣の基本が崩れることも多くなってきます。 

  言葉もぞんざいになることがあり，大人言葉を使うことで大人になったような快感を

覚えるのもこの頃です。この頃の「口答え」は自我意識の表れです。大人は子供たちの

自発性を認め，ゆったりとした気持ちで聞いてあげることが大切です。 

  次第に個性が表れるようになり，生活の仕方や態度にも，趣味や好みがはっきりとし

始めてきます。 

 

 〔情緒，関心，意欲〕 

  自然への興味が増し，宇宙への関心も次第に高まり，疑問も思いつき以上に根拠のあ

るものに育ち始めます。他方，友達が急速に増えることから，社会的適応に関係する悩

みも増えてきます。 

  情緒は大人並みに豊かになり，大人と同じような価値への感情も揃い出します。低学

年期とは質的に異なる関心を示すことも多くなります。 

  学習などへの意欲も高まり，適切な課題意識を持たせれば，学習への取り組み方も熱

心で意欲的になります。「熱中」の状況も増えて，学習することの喜びも深くなってきま

す。 

 

 〔思考力，技能〕 

  思考の範囲は，生活圏の拡大と共に広がり，生活に直結する地域だけに止まらず，地

方や県レベル，さらには国にまで及ぶようになります。思考も，次第に論理的になりま

す。原因，結果の因果関係に興味を示し，論理的に矛盾することには敏感になる時期で

す。しかし，まだ，そうしたレベルもバランスを欠いていることが多く，考えることに

技能や表現能力が伴わず，思い通りにいかないことへの焦りを見せることがあります。 

  記憶力は伸びて，過去から現在に至る多くの事柄が，情報として生活に生かされるよ

うになってきます。 

 

 〔社会性，道徳性〕 

  社会性の発達が目覚ましい時期です。数人以上の集団を組んで活動するようになりま

す。「徒党時代」「ギャングエイジ」と言われる年頃，他から干渉されることを嫌がるよ

うになり，集団内での結束が強固になってきます。 

  友人関係の結びつきのきっかけが，相手への尊敬や共鳴，一緒に何かしようという協

同の気持ちから発生する場合が多くなります。グループのリーダーについては，知的・

性格的・道徳的に信頼できる者を選ぶようになってきます。 

 

〔９歳の壁〕 

  抽象的な学習内容が増えるので，思考力が求められるようになります。 

  学習内容も，具体レベルの思考から抽象レベルの思考に移行していきます。例えば，

百億の百倍は？十億の百分の一は？一億より７だけ小さい数は？四捨五入，切り捨て，

切り上げ，仮商を立てて順次修正していく割り算など，抽象的論理的な領域に近付いた

問題が増えてきます。 



  「９歳の壁」は，「９歳，１０歳の壁」「９歳，１０歳の節」と言われることもありま

す。この頃の年齢のつまずきの壁，越えなければならないハードル，成長の一つの節目

があるということです。直面した子供はもちろんのこと，お家の方にとってもとても大

変な時期です。でも，誰もが通る道。一歩ずつ大人へと歩み出している子供の変化をで

きるだけポジティブに受け止め，長い目で見守っていきましょう。 

 

（２）校内での上級生としての自覚ある活動           

  ・当番活動（給食・清掃） 

  ・係活動 

・児童会活動（クラブ活動・代表委員会） 

 

（３）基本的生活習慣の確立 

  ・挨拶（笑顔で・気持ちを込めて・友達同士でも） 

  ・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） 

  ・身の回りの整理整頓（学習用具・プリント類・机やロッカー・体育着・着替えた

服・給食着・掃除用具） 

  ・食事のマナー，偏食の減少（学校・家庭） 

  ・早めの行動（時間の目安・時計を見ながら） 

  ・約束やきまりを守る（「原小モデル」を学校と家庭で確認） 

  ・自覚ある行動（下学年の手本） 

  ・友達との付き合い方（言動の取り方） 

  ・勤労の喜び（当番・係など） 

＊身に付いているよい生活習慣・学習習慣を積み重ね，さらに確かなものにしていき

ましょう。 

  ＊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きま

しょう。 

 

３ 学習について 

 〇学習内容が難しくなってきます。「進んで粘り強く取り組む力」を育てていきます。 

「まずやってみる」気持ちで，ヒントをもらうなどしながら， 後まで取り組む力を育 

てていきたいと思います。 

 〇漢字は，スキルを利用しての学習，日々の漢字練習やミニテスト等で習熟を図ります。 

〇計算など，基礎・基本の定着を図るために，復習にも力を入れていきます。 

〇進んで学習に取り組む一つとして，自主学習「自学」を実施します。４年生は，４０ 

～５０分を目標とします。「Let’s charen4！カード」を活用します。 

 

【国語】 

 〇話すこと・聞くこと･･･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。 

 〇書くこと･･･作文や壁新聞を書く。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。 

 〇読むこと･･･ファンタジーや現実世界を描いた幼年童話やシリーズを読む。説明文では，

要点や段落相互の関係など，表現の仕組みを考える。 

 〇その他･･･毛筆書写の充実，ローマ字の復習。 

 

 



【社会】 

 〇警察，ゴミの行方，水が家庭に届くまでなど（ライフライン）の学習。 

 〇地域の発展に尽くした先人の業績（品井沼の干拓事業）。 

 〇宮城県の様子や特色のある市町村。 

 〇４７都道府県の位置と名称（漢字で書く）。 

 

【算数】 

 〇あまりのある割り算。小数の掛け算・割り算。 

 〇特殊な四角形（平行四辺形・ひし形・台形）や立体（直方体・立方体）の概念理解。 

 〇面積の求め方（長方形・正方形）と面積を表す単位を理解する。 

 〇角の大きさの測定（分度器使用）と単位（ °）を理解する。 

 〇変化を捉えグラフに表す。きまりを見つけて式に表す。 

＊少人数指導で取り組む。単元により，担任と少人数担当二人での TT 指導を取り入れる

ものもあります。 

  

【理科】 

 〇自然を深く見る学習をする。身近な動植物の活動や成長を調べる。 

 〇目に見えない空気の存在や電気の働きについて学習する。 

 〇星や月の動きについて学習する。 

 ＊全学級，理科専科が担当します。 

  ・10 月下旬から，理科室で実験を行う学習が始まります。安全面・衛生面に気を付け

ながら活動できるように配慮していきます。 

 

【音楽】 

 〇「さくらさくら」「とんび」「まきばの朝」「もみじ」などの学習を通して，伝統と文化

を尊重して国と郷土を愛する心を育てたり，一人一人が思いを持って音楽を表現したり

する。 

 

【図工】 

 〇画材や用具，材料などを工夫し，想像を広げて作品をつくったり，自分や友達の作品の

よいところを見つけたりする。 

 〇彫刻刀を使って木版画に挑戦する。 

 

【体育】 

 〇体力向上を目指す。走力・跳力・持久力等の向上。 

 〇泳力の向上。目標２５ｍ完泳。 

 〇育ちゆく体とわたし。思春期の体や心。よりよく育つための生活。 

 

【道徳】 

 〇「気付く」「考える・話し合う」「振り返る・見つめる」「生かす」の４つのステップで，

道徳的価値について対話的に学ぶ。 

 

【総合的な学習】 

 〇「原町の達人」に弟子入りをし，原町や職業について主体的，対話的に学ぶ。 

 〇「福祉」に関する課題を持ち，主体的，対話的に学ぶ。 

 〇10 歳成人式を行い，「今まで」を振り返り，「これから」を考える。 



【外国語活動】 

 〇「Let’s Try２」を使用して，年間３５時間（週あたり１時間）学習する。 

 

【クラブ活動】 

 〇月曜日（基本）の１４：４５～１５：３０に実施。 

 〇異学年との交流の中で活動する。 

 ＊活動で使用するものは，所属するクラブで異なります。忘れると他の人に迷惑が掛かっ

たり活動できなかったりするので，注意が必要です。  

 

【宿題について】 

 ＊毎日，だいたい 4 種類あります。（①音読，②漢字練習，③算数プリント，④作文や自

主学習） 

 ＊自学ノートは，基本的に当日返却をするので，担任による正誤の丸付けはできません。

計算問題などは，丸付けの御協力をお願いします。 

 ＊宿題プリントには，目を通してサインをお願いします。 

                              

【校外学習の予定について】      

 ＊松森清掃工場･･･9 月 1 日（火）貸切バス・弁当持参 

 ＊天文台･･･11 月 13 日（金）貸切バス・弁当持参 

 

【児童に配付予定のプリント】 

 ＊次のような内容で，自主学習に取り組ませます。 

4 年 自主学習（自学）にチャレンジ！ 

 

 自主学習とは，「自分に足りないところをおぎなう学習」「きょう味のある部分を先取りす 

る学習」「忘れないようにもう一度やり直す学習」です。4 年生は，1 日４０～５０分の学 

習がめやすになっています。 

① 音読･････････････5 分 

② 漢字練習･･･････１５分 

③ 算数プリント･･･１５分 

④ 作文や自学･････１５分 

 これで，合計 50 分です。自学の内容は，次のメニューを参考にしてみましょう。1 日に

何ページもやるよりも，1 ページにしっかり取り組めるようにしましょう。毎日こつこつ続

けられるようにがんばりましょう。継続は力なり！ 

★メニュー 

 〇漢字調べ（成り立ちや，漢字を使った言葉や例文） 

 〇計算練習 

 〇都道府県調べ 

 〇世界の国旗調べ 

 〇社会や理科で学習した難しい言葉調べ 

 〇その日の学習の復習 

 〇教科書の視写 

 〇国語の意味調べ（例文も書きましょう） 

 〇読書感想文 

 〇作文  など 

★ノートの下の方のスペースを使って，学習のふり返りを必ず書きましょう。 

 



４ 集金計画 
     

集金月 項目 単価   

6 月 

ワークテスト国語 上         490    

漢字スキル上 （テストバラ）         500    

仙台市版社会ワークテスト上         320    

わたしたちの宮城県         600    

社会科作業帳         390    

ワークテスト算数上 PBS         490    

算数の力 上         510    

ワークテスト理科上 BS         430    

電流のはたらき         470    

CLAYLAND イエロー         280    

方眼パステルアート         180    

体育の学習         510    

夏休みドリル帳         280    

ハイパーQU         460    

紙ファイル          94    

クリヤーブック（30 穴）5 枚          50    

クリアホルダー         160    

単 3 電池 2 個セット（理科）          80    

マイネーム         114    

分度器          78    

学習ノート         900    

合計      7,386    

12 月 

ワークテスト国語 下         490    

漢字スキル下 （テストバラ）         500    

仙台市版社会ワークテスト下         320    

ワークテスト算数下 PBS         490    

算数の力 下         510    

ワークテスト理科下 BS         430    

トントンつないで         290    

ゆめいろらんぷ         390    

ライトカラーはん画         270    

作品バッグ          80    

単 3 電池 2 個セット（図工）          80    

合計      3,850    

  年間合計     11,236    

     

 

 

 

 

 

                        


