
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

【 学校教育目標 学年目標について 】 

 

原町小学校教育目標 

 

「健やかな心と体，確かな学力」の調和がとれた，人間性豊かでたくましい児童の育成 

  

＊めざす子ども像＊ 

汗だせ    ○元気に遊び，進んで運動する子 

         ○「早寝・早起き・しっかり朝ごはん」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 

         ○自分の考えを，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 

 

 

学年目標 

 

  

 



どんなときも輝くような笑顔で 

仲間を信じ何事にも積極的に Try！ 

日々の小さな出来事に 

様々なことを感じながら 

１日１日の積み重ね 

６年生ゴールまでの過程を大切に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 学習と生活について 】 

 

○国語 ・登場人物の心情や場面の描写など叙述を味わったり，事実と意見との関係 

に注意したりしながら文章を読み，自分なりの考えを持つ。 

・文章構成や書き手の工夫について読み取り，自分の作文に生かす。 

・人との関わりの中で，相手の意図を汲み取ったり自分の意図を明確に伝え 

たりし，伝え合う力を高める。 

・６年の配当漢字を正しく読んだり書いたりする。 

・幅広く読書に親しむ。 

 

○社会 ・日本の歴史について理解する。 

・国の政治の仕組みを理解する。 

・世界の中の日本の役割について理解する。 

 

○算数 ・対称な図形の意味や性質を理解する。 

    ・数量の関係を文字を用いた式で表すことを理解する。 

・分数のかけ算やわり算について理解する。 

    ・２つの数量の割合を表す比について理解する。 

    ・拡大図や縮図について理解し，対応する辺の長さや角の大きさを求める。 

・円の面積や角柱・円柱の体積の求め方を理解する。 

・比例，反比例の性質を理解し，グラフに表す。 

・順列について，落ちや重なりのないように調べる方法を理解する。 

・目的に応じてデータを収集し，統計的な問題解決の方法について理解する。 

 

 

 

S Smile 

T Trust 

E Emotional 

-P6 Process 



 

○理科   ・物の燃え方と空気（ちっ素，酸素，二酸化炭素） 

・動植物のからだのはたらき 

・生き物のくらしと環境 

・月の形と太陽（月の満ち欠け） 

・大地のつくり（地層） 

・てこのはたらき 

・電気と私たちのくらし（発電，蓄電） 

・水溶液の性質とはたらき（酸性，中性，アルカリ性） 

・地球に生きる（環境保全，自然災害） 

 

○音楽 ・旋律や響きの変化を感じながら歌う。 

・演奏による表現の違いを見付けたり，思いを生かす工夫をしたりする。 

・パートの役割や曲の特徴を生かし，表情豊かに演奏する。 

・雅楽の旋律や日本の楽器の音色を味わう。 

 

○図工 ・表現活動 … 創造力を働かせて作品を制作する。 

            わたしのお気に入りの場所，墨のうた，動き出すストーリー， 

はさみと紙のハーモニー，おどる光 遊ぶかげ， 

わたしはデザイナー（卒業制作）など 

・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 ・わたしの生活時間 

・いためてつくろう朝食のおかず 

・クリーン大作戦 

・暑い季節を快適に 

・楽しくソーイング（トートバッグ） 

・工夫しようおいしい食事 

・共に生きる生活 

 

○体育 ・体育 … 短距離走・リレー，マット運動，ソフトボール，水泳， 

フラッグフットボール，走り高跳び，ハードル走，走り幅跳び， 

鉄棒運動，フォークダンス，跳び箱運動，サッカーなど 

・保健  … 病気の予防 

（感染症，生活習慣病，喫煙・飲酒・薬物乱用の害など） 

 

  ○道徳 ・節度節制を心掛け，希望と勇気を持って努力しようとする。 

・互いの信頼と友情を深め，相手の立場に立って親切にしようとする。 

・法や社会の約束を守って公共のために役立つよう努め，集団の中での役割 

を自覚して責任を果たし，郷土や国を愛し，進んで国際社会に尽くそうと 

する。 

・生命の掛け替えのなさを自覚し，自他の生命を尊重し，自然環境を大切に 

しようとする。 

 

 



 

  ○外国語 ・今年度より教科化になりました。 

       ・「聞くこと」「読むこと」「話すこと（やり取り）」「読むこと（発表）」 

「書くこと」の５領域で指導をしていきます。 

       ・評価も他教科同様３段階評価になります。 

 

○総合的な学習の時間 

・地域 … 修学旅行・仙台市内自主研修，平和学習 

・情報 … インターネットの活用（情報収集，表現，発信） 

 

 

 

  ●原小プラン（家庭学習）について 

・音読 

・漢字練習（スキル・ノート） 

・算数プリント 

・自主学習（＋3 行日記） 

… 中学校では，授業や部活に加えて，自分で家庭学習の時間を確保していかなけ

ればなりません。来年度を見据え，この１年間で家庭学習の習慣をしっかりと

身に付けさせたいと考えています。御家庭でも声掛けや励まし等，御協力をお

願いいたします。 

 

 

●中学校進学について 

  ・例年２月に行われる宮城野中オープンスクールは，宮城野中学校に進学しないお

子さんも含め全員で参加する予定です。 

・中学校受験をお考えのご家庭がありましたら，事前にお知らせください。 

 

 

●原小モデルについて 

   ・この臨時休校中に，『原小ブログ』に掲載されています＜原小モデル＞をもう１度

確認し，学校再開後は「 高学年として，下級生のお手本になるのだ」という意

識を高めてほしいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

【 修学旅行について 】 新型コロナウイルス感染拡大防止のため，当初予定されてい 

    た６月から１０月に変更になりました。 
 

１ ねらい 
〇自分の課題について，実際に現地に出向いて調べたり，体験したりすることによっ 

て豊かな知識を身に付ける。福島県の風土で生きる人々の生活や産業，文化，歴史 
に接することにより，その知恵や努力を学び取る。 

〇集団生活の中から，規律と責任ある態度を身に付ける。 
  〇友達と計画を立て自主的な研修をしたり，宿泊したりと生活を共にすることを通し 

て，互いに協力し合い，助け合い，友達の良さに気付き絆を深める。 
 
 

２ 期 日   令和２年１０月２２日（木）～２３日（金） 
 
 

３ 宿泊施設  東山温泉「くつろぎの宿 新滝」 
                福島県会津若松市東山町湯本川向２２２ 

TEL０２４２－２６－０００２ 
 
       担当業者 名鉄観光サービス株式会社 TEL０２２－２６３－１３７１ 
 
 

４ 参加児童  ６年１組 ２８名 
        ６年２組 ２９名 
        ６年３組 ２８名 
        なかよし  ３名   計８８名 

 
 

５ 引率者 
校長 ６学年担任 なかよし学級担任 少人数担当教諭 養護教諭 

 
 

６ スケジュール ※１０月に変更されたことにより，活動内容に今後多少の変更が生
じます。御了承ください。 

 
 ＜１日目＞ ・会津藩校日新館見学（座禅体験） 

        ・野口英世記念館見学 ・手作り体験 
 

 ＜２日目＞ ・会津若松市内自主研修 
 
 
 ７ 費用 
 
  ○宿泊費，交通費，活動費等合わせて２５，０００円程度となる予定です。なお，１

日目手作り体験，２日目自主研修時の体験活動費用は個人負担となります。 
  ○新型コロナの影響で修学旅行が中止となった場合でも，一人あたり８６５円の企画

料んお支払いが発生します。御了承ください。 
 
 
 
 



８ 持ち物 … 詳細は，後日配付する修学旅行のしおりを御覧ください。 
 

●１日目の服装 

・自主研修がしやすい服装 ・上着（気候によっては手袋，マフラー） 

・履き慣れた靴・帽子（つばのあるもの，紅白帽も可） 

 

  ○大きなバッグ 
    ・着替え（２日目に着る洋服，下着，くつ下，ハンカチなど） 

・体育着（半袖，長袖，半ズボン，長ズボン） 
    ・洗面用具（歯磨きセット，体を洗うタオル，ブラシなど） 

・ビニール袋３枚（汚れた物やゴミを入れます） 
    ・普段服用中の薬や酔い止めの薬 
 
              ○自主研修用バッグ（リュック，ショルダーバッグなど） 
                ・しおり，地図等 

・筆記用具 
・ハンカチ，ティッシュ 
・財布（お小遣い３０００円 

＋自主研修時体験活動費） 
・水筒（水かお茶：ペットボトル不可） 
・雨具（折りたたみ傘，レインコートなど） 
・エコバッグ 
・ビニール袋１枚（ゴミ入れ用） 
・腕時計（時計係）  
・カメラ（学校で準備） 

 
    ※持ち物にはすべて記名をお願いします。できるだけ家庭にある物で御準備を 

お願いします。 

   ※持ち物は，前日までに必ず自分で詰めさせてください。 

   ※携帯電話，遊び道具，本など必要のないもの，また，バスタオルやドライヤ 

ーは各部屋にありますので持たせないでください。 

   ※常備薬を必要とする際は，用法，用量などをお子さんにお知らせの上持たせ 

てください。 

    ※研修費用とお小遣いは，別々の財布に分けて入れておくと便利です。財布の 
中には，学校名と名前を書いた紙を入れておきます。 

   ※お小遣いの金額よりも多く持ってきた場合は，担任が一度預かり帰校後に返 

します。 

 
 

９ その他 
    ・活動の詳細や自主研修の内容については，しおりを通じてお知らせします。 
    ・修学旅行が近づきましたら，健康面の事前調査を行います。アレルギー関係 

やその他心配なことがありましたらお知らせください。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【 学年の集金について 】 

教材費 

教科 種類 値段（１年間の値段） 
国語 ワークテスト（上巻） 

漢字スキル（上巻） 
国語ノート 
漢字ノート 
紙ファイル（作文） 
習字台紙 

４３０円 
５４０円 
１５０円 
１５０円 

３１円 
３０円 

社会 ワークテスト(上巻) 
社会科資料集（年間１冊） 
社会ノート 

４３０円 
６２０円 
１５０円 

算数 ワークテスト（上巻） 
算数ドリル（上巻） 
算数ノート 

４３０円 
５００円 
１５０円 

理科 ワークテスト(上巻) 
理科ノート 

４３０円 
１５０円 

図画工作 動き出すストーリー １９０円 
家庭 紙ファイル ３１円 
英語 ワークテスト（年間１冊） 

英語ドリル（上巻） 
７００円 
３８０円 

体育 体育の学習 ５１０円 
道徳 紙ファイル ３１円 

その他 自主学習ノート 
ハイパーＱＵ 

１５０円 
４６０円 

６月集金額 ６，６４３円 

国語 ワークテスト（下巻） 
漢字スキル（下巻） 

４３０円 
５４０円 

社会 ワークテスト(下巻) ４３０円 
算数 ワークテスト（下巻） 

算数ドリル（下巻） 
４３０円 
５００円 

理科 ワークテスト(下巻) 
電気の利用 

４３０円 
６６０円 

図画工作 おどる光，遊ぶかげ 
LED ライト 
作品バッグ 

１４０円 
２２０円 

８０円 
家庭 トートバッグ ７８０円 
英語 英語ドリル（下巻） ３８０円 
総合 クリアファイル ２２０円 

その他 夏休み帳 ２８０円 

１２月集金額 ５，５２０円 

 

 



PTA 会費     ５月集金額 … ２，０００円 

１０月集金額 … １，６００円 

臨時集金 … その都度集金させていただきます。 

 日本スポーツ振興センター掛け金 

 校外学習バス代 

卒業制作（オルゴール） 等 

 

 

卒業経費 … 計画，集金事務，銀行の入金や出金，物品の発注や支払いは，例年 

学年委員さんに行っていただいております。 

 

  ＜内訳（昨年度例）＞ 

１ 花代（卒業式の中で保護者へ贈る一輪花と鉢花） １,６５０円 

２ 同窓会費 ３００円 

３ 雑費（メッセージカード，封筒等） ８０円 

 合  計 ２，０３０円 

 

 

卒業アルバム（13,000 円程度） 

※購入は自由です。後日改めて，購入を希望されるかどうか伺います。 

  ※支払いは，業者へ直接納入となります。 

 

 

 

 

 


