
 
 

５学年懇談会資料 

１ 学年目標について 
    「５Ｇ」  ～ Guts・ Grow・ Grit・ Great・ Gonensei ～  

学校目標 学年目標 

汗だせ 『Guts』 

・根気強く困難なことにも諦めずに挑戦する子 

知恵だせ 『Grow』 

・正しい知識を身に付け成長する子 

勇気だせ 『Grit』 

・ 後までやり抜く子 

 『Great Gonensei』 

・格好いい，優れた 5 年生を目指す 

 

〈５年生の特徴〉 

〇行動範囲が広がります。 

  気持ちに余裕ができ，規範意識が薄らいでくる時期。また，好奇心が旺盛になり，いろ

いろなことに興味を持ち始め，皆となら怖くないといった悪い意味での集団意識も芽生え

ます。グループを作り，自転車で遠出をしたがるというようなことが多くなります。交通

事故や思いがけない事件に巻き込まれる心配もあります。 

  必ず，行き先，目的，同行する友達の名前，帰宅時刻などを確かめて，ある程度の行動

を把握しておきたいものです。子供たちだけでの学区外への遠出は禁止されています。 

〇グループで行動しがちです。 

  異性をより意識するようになるため，男同士，女同士のグループを作る傾向が強くなり

ます。少しずつ親から離れ，友達との世界を作るようになります。このグループの中で人

間関係のあり方を学んでいきます。 

  この時期，無理やり親の元に引き戻そうとせず，むしろ友達の大切さやよき友人となる

ことの大切さ（難しさ）を話してあげたいものです。トラブルが起きても冷静に状況を見

極め，解決の仕方を学ばせていきましょう。 

〇心が不安定です。 

  自立心が強くなり，何でも自分の力でやりたいと思うようになります。また，人からの

評価がとても気になるようになります。大人の助言を素直に聞くことができず，うるさが

り，うそでかわそうとしたり口答えをしたりすることも多くなります。つまり，心のアン

バランスに悩む時期と言えます。 

  これからはますます，私たち大人が，親として・教師としての役目をいかに果たしてい

くかが課題となります。子供に安易に迎合することなく，人間対人間として，よいことは

よい，悪いことは悪いとしっかり伝えていきましょう。 

 

R2.4.２３ 



〇著しく体が成長します。 

  個人差はありますが，身長や体重が著しく増加する時期です。特に，女子の体格が男子

を上回り，自分の容姿や服装を気にするようになります。初潮を迎える子供も増えてきま

す。その時になって戸惑わないように，温かく見守り備えていく必要があります。また，

身体の成長に伴い，体力も向上していきます。筋力や持久力が育っていきます。 

  「早寝・早起き・朝ご飯」の習慣，学校で活動するのにふさわしい服装などに留意して

もらいたいと思います。特に，女子は，身体の発達に見合った下着を着用させてください。 

 

＊ お子さんの心のシグナルを見落とさず，学校と家庭との連絡を取り合っていきましょう。 

＊ 子供は何年生になっても，認めてもらいたい，関わってもらいたいと思っているもので

す。 

高学年になったのだからと突き放すことなく，いつも話をする機会をつくっていきましょ

う。 

 何かを頑張ることができたら，一緒に喜んで，褒めてあげましょう。問題を起こしてし

まったときには，頭ごなしに叱るばかりでなく理由を聞き，対応の仕方について共に考え

てあげようとすると，反省を生かして行動できるようになります。そして，冷静に事実を

捉え，それに対して大人の考え方や対応策を伝えることが大切です。時には，全てを信じ

るのではなく，状況からうそを見破る冷静さも必要です。 

 温かさと厳しさを兼ね備えた言葉の掛け方が大変重要です。 

 

２ 学習について 
〔国語〕 

 ・登場人物の心情や場面についての描写など，叙述を味わいながら読む。 

 ・書かれている内容について事象と感想，意見の関係を押さえ，自分の考えを明確にしな

がら読む。 

 ・事象や感想，意見などを区別するとともに，目的や意図に応じて書いたりする。 

 ・漢字を正しく読んだり書いたりする。 

 ・古文，詩や俳句を味わう。 

 ・文字の形，大きさ，配列などを理解して，読みやすく書く。 

 

〔社会〕 

 ・わたしたちの国土について～緯度・経度，位置，地形，気候など 

 ・様々な食料生産が国民生活を支えていること～米作りや水産業 

 ・様々な工業製品が国民生活を支えていること～自動車 

 ・放送，新聞，電信・電話などの産業と国民生活との関わり 

 ・生活と環境について 

 

〔算数〕 

 ・１０進法の考え方を通して，整数，少数，分数の理解を深める。 

 ・小数の掛け算や割り算，分数の足し算と引き算 

 ・単位数あたりの大きさの意味 

 ・直方体，立方体の体積。平行四辺形，台形，ひし形の面積。図形の角。角柱や円柱の性

質や特徴 

 ・円周率の意味を理解する。 

 ・百分率の意味を理解する。 

 ・円グラフ，帯グラフの読み方，特徴や書き方 



〔理科〕 

 ・天気の変化 

 ・植物の発芽と成長 

 ・植物の観察（おしべ，めしべ，結実） 

 ・魚の誕生，メダカの観察（雌雄，卵の変化） 

 ・流れる水の働き（浸食，堆積） 

 ・ふりこのきまり 

 ・人の誕生 

 ・温度と物の溶け方の関係 

 ・電流の働き 

 

〔音楽〕 

 ・響きを大切にして歌う。演奏する。 

 ・鑑賞活動･･･オーケストラ鑑賞（７月） 

 

〔図工〕 

 ・表現活動･･･対象をよく見て表す。工作（電動のこぎり） 

 ・鑑賞活動･･･名作や友達の作品を見合い，感想を交流する。 

 

〔家庭科〕 

 ２年間の学習を通して，生涯の家庭生活を支える基礎的な力を付けるという視点から，生 

活を工夫する楽しさを味わい，よりよい生活を工夫しようとする態度を身に付けることがね 

らいです。授業で学習した内容を家庭で実践することが大切です。実習後，宿題を出すこと 

が多くなります。御家庭での御理解と御協力をお願いいたします。 

 ・生活に役立てる･･･裁縫，ミシン，調理実習，住まい方，家庭の仕事，物やお金の計画

的な使い方など 

 

〔体育〕 

 ・楽しく活動し体力を養う，体つくり，短距離走，リレー，ハードル走，走り高跳び，持

久走，マット運動，跳び箱，ボール運動など 

 ・保健･･･運動と心の健康，病気と怪我の予防 

 

〔道徳〕 

 心について考え，自分の心を豊かにしていきます。思ったことを素直に話し，話し合い 

活動を通して考えを深めます。そして，自分を見つめます。さらに，学習を通して考えた

こと，分かったことを，これからの生活や学習に生かしていきます。 

 

〔総合的な学習の時間〕 

 ・地域･･･地域と共に活動 宮城野大使 仙台大使 

 ・情報･･･インターネットの活用 

 ・自分づくり･･･仕事調べ・未来の夢を語り合おう 

＊これまで 5 年生で取り組んできた『スチューデントシティ』は，6 年生に移行します。そ 

れに伴い，6 年生で行っていた『仙台大使』の学習を 5 年生で取り扱います。 

 

 

 



〔外国語〕 

  年間７０時間程度行います。「話す」「聞く」ことを中心とした学習内容に加え，「書く」

活動も含まれます。そのうち２０時間程度，ALT（外国語指導助手）との学習が予定され

ています。 

 

３ 連絡 
（１）裁縫セットの購入について 

家庭科の学習で必要な裁縫セットの注文袋を，後日配付します。購入する場合は，

（指定した日）までに担任に提出してください。学習に必要な『練習布』は，学校

で一括購入します。 

（２）集金計画（別紙参照） 

教材費の集金は，別紙のとおり計画しています。今年度より，教材費は年 2 回の

銀行振り込みとなります。ご負担をおかけしますが，ご理解，ご協力をよろしくお

願いします。校外学習のバス代などの集金は，その都度行います。 

野外活動費は，必要な費用がはっきり分かってから臨時集金として集めます。ま

た，野外活動終了後に，参加人数及び天候等で変動した費用や不足分を集金させて

いただきます。御了承願います。 

（３）家庭学習について 

学習内容が増えるということもあり，家庭学習をしっかり定着させたいと考えて

います。算数などの課題プリントの他，自分から課題を見つけて取り組み学習する

力（自己学習力）を身に付けさせる意味で，自主学習ノートも取り組ませます。「５

年 自主学習を続けよう！」（下記参照）をご覧いただき，「楽しく 工夫し 継続

する」を目標に，励ましながら取り組ませてください。 

◎机に向かう時間（学年×１０分＝５０分を目安）を継続し，学びの習慣を付けさせ

ます。 

◎おうちの人が点検（サインや押印等）をして提出させてください。 

◎部屋の中や机の上の整理整頓に心掛け，集中して取り組ませましょう。 

   

毎日の宿題 必要に応じた課題 

〇音読 

〇漢字学習 

（ノートや 

スキル） 

〇算数 

（プリント） 

○自主学習 

〇三行日記（自主学習の 後に，三行日記を書きます。その日の振り返り

や普段考えていることなどを自主学習ノートに短い文で表します。） 

〇「いっしょに国語」家庭学習ノート（仙台市教育委員会から） 

 学習の定着と家庭学習の習慣化のために活用する，仙台市内の５年生の

ためのノートです。単元の進み方に合わせ，宿題として出します。学習後

は，家の人に丸付けをしてもらい，直してから提出します。家庭での声掛

けや励ましを，よろしくお願いします。サインも忘れずにお願いします。 

〇調べ学習や家庭科の実践など 

５年 自主学習を続けよう！ 

 自主学習とは，「自分に足りないところを補う」「興味のある部分を先取りする」「忘れな 

いようにもう一度やり直す」学習です。 

 ５年生は，１日５０分が家庭学習の目安になっています。 

  例） ５～１０分･･･音読 

    １５～２０分･･･漢字練習 

    ２５～３０分･･･自主学習 

 １日に何ページもやるよりも，集中して取り組める量を，毎日こつこつ続けていきまし 

ょう。「継続は力なり」 



〔メニューの例〕 

〇国語の意味調べ 

〇漢字の成り立ち 

〇読書感想文 

〇物語作り 

〇都道府県調べ 

〇世界の国々調べ 

〇計算練習（丸付けをしてから出す） 

〇観察や実験，実践（分かったことや結果，感想，等も含めて） 

〇その日の復習（ノートのまとめ直し，教科書の問題をもう一度やってみる，等） 

〇次の日の予習（自分でノートにまとめてみる，関連することを調べてみる，等） 

 

４ 野外活動について 
〔ねらい〕 

◆日頃，学校や家庭では経験できない自然の素晴らしさや厳しさを知るとともに，自然を大

切にする心を養う。 

◆交流を通して自分の役割や立場を知り，それにふさわしい行動を身に付ける。 

◆集団生活のきまりを守ったり，進んで協力したりする態度を身に付ける。 

◆ 後まで頑張り抜く，強くたくましい心と身体を養う。 

 

〔場所〕 

◆オーエンス泉岳自然ふれあい館 

 

〔日時〕 

◆令和２年１０月６日（火）～１０月７日（水）（一泊二日） 

 

〔主な活動内容〕 

◆１日目：登山，キャンプファイヤー 

◆２日目：野外炊飯，自然観察 

 

〔服装〕 

◆出発～登山  

 □動きやすい服（長袖，長ズボン） 

 □白っぽい帽子（蜂対策，紅白帽でもよい） 

 □ジャンパー（脱ぎ着しやすいもの） 

 □靴下（足首の隠れる少し厚めのもの） 

 □履き慣れた靴（雨でも登ります） 

 

◆活動中 

 □活動しやすい普段着 

 □履き慣れた靴（登山とは別・登山で汚れる場合あり） 

 

◆寝るとき 

 □体育着（半袖，短パン，長袖，長ズボン） 

 

 



〔持ち物〕 

◆登山用リュック（自宅から準備） 

 □弁当（容器が残らない物） 

 □水筒（水かお茶） 

 □ペットボトル（水５００ml，スポーツドリンク５００ml） 

 □おしぼり 

 □敷物（弁当時使用）            □ハンカチ 

 □ビニール袋（２～３枚）          □ティッシュ 

 □汗ふきタオル（２枚）           □雨合羽（上下） 

 □防寒着                  □軍手（１組，野炊と別） 

 □虫除け（必要な人） 

 

◆大きめのリュックやスポーツバッグ 

 □普段着の着替え（２日分）         □帽子 

 □下着の着替え（３日分）          □上靴（学校で履いている物） 

 □靴下（３日分）              □外靴（登山とは別に１足） 

 □体育着（半袖，短パン，長袖，長ズボン）  □洗面用具 

 □浴用タオル（フェイスタオル・バスタオル） □ハンカチ，ティッシュ 

 □常に服用している薬（必要な人）      □名札 

 □着替えを入れる袋             □軍手（野炊用） 

□レジ袋（２枚）              □しおり 

 □大きな袋（仙台市の指定袋《大》等，２枚） □懐中電灯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和 2 年度 5 学年教材費 集金支払計画   R2.4.14 現在   〔別紙〕 

集金月 項目 単価 

６月 

体育の学習 510 

わたしたちの安全 410 

国語ワークテスト(前期） 430 

社会ワークテスト（前期） 430 

算数ワークテスト（前期） 430 

理科ワークテスト（前期） 430 

漢字スキル（前期） 540 

社会科資料集 620 

計算スキル（前期） 500 

ノート 6 冊 900 

クリヤーファイル 240 

フラットファイル３冊 120 

英語ワーク（通年） 700 

  

    

合計 6,260 

12 月 

国語ワークテスト（後期） 430 

社会ワークテスト（後期） 430 

算数ワークテスト（後期） 430 

理科ワークテスト(後期） 430 

漢字スキル（後期） 540 

計算スキル（後期） 500 

電流のはたらき（電池 2 本付） 670 

糸のこのドライブ 290 

コロがるくんの旅 260 

カラーはん画 260 

ランチョンマット 390 

和洋練習布 240 

ハイパーＱＵ 460 

夏休み帳 280 

作品バッグ 80 

    

    

合計 5,690 

  年間合計 11,950 



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


