
 

 

 

 

 

 

本日の保護者会の予定 (１年オープンスペース) 

１ 学校長より 

○学校長挨拶 ○担任・専科教諭・職員の紹介 

○今年度の学校の基本方針・教育目標について 

２ 学年保護者会 

○学年目標 ○１年生の生活と学習について 

○主な行事予定 ○お願いや諸連絡等 

○ＰＴＡ関連 

３ 学級保護者会…各教室 

○担任より(学級経営方針・児童の様子・連絡事項等)  

○保護者の皆様の自己紹介 

○その他（鍵盤ハーモニカ申し込み受け付け、お持ちいただいた雑巾の回収など） 

  

１.こんな１年生に…「知」「徳」「体」  

 

 【学校の教育目標】           【学年目標】 

○明るく思いやりのある子ども      ○さいごまでがんばる子  

○よく考えてやりぬく子ども        ○友達にやさしい子 

  ○すすんで体をきたえる子ども        ○元気な子 
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「知…かしこさ」：基本的な学習態度を身に付ける 

① 先生や友達の話を最後までしっかり聞くことができる。 

② 自分の考えを手を挙げて発表したり、分からないことや困ったことは質問したりすることがで

きる。 

③ 学校の決まりや集団のルールを守って、正しい行動ができる。 

④ 学習の準備・後片付けがきちんとできる。 

⑤ 諦めず、最後までやり遂げることができる。 

 

「徳…やさしさ」：思いやりをもち、よりよい人間関係を育む 

① 元気にあいさつや返事ができる。 

② 人の嫌がることを言ったり、したりせず、相手を思いやる言動をすることができる。 

③ 友達と誘い合って元気に遊んだり、協力したりすることができる。 

④ 人を傷つける「ちくちく言葉」喜ばせる「ふわふわ言葉」を理解し、丁寧な言葉遣いができる。 

 

「体…たくましさ」：健康で安全な生活を送ることができる 

① 学校や家庭で進んで体を動かすことができる。 

② ハンカチ・ティッシュを身に付け、手洗いやうがいをすることができる。 

③ 具合の悪いときやけがをしたときに、自分から伝えることができる。 

④ 自分や仲間の安全を考えて行動することができる。 

⑤ 登・下校時、交通事故に遭わないよう十分気を付けて行動することができる。 

 

２. ご家庭へのお願い  

☆上記のことを支えるのは、基本的な生活習慣です。早ね早起き、食事、整理整頓などをしっかり

身に付けられるようにお願いいたします。 

☆学習用具は前日に揃えてください。必ずお子さんと一緒に揃え、覚えさせることで、自立をうな

がすことができます。（鉛筆を削る、時間割をそろえる、提出物をチェックするなど） 

☆一人でできるようになるためには、見守ることが大切です。まずは親子で一緒に、徐々に一人で

もできるようにしてください。 

☆宿題はほぼ毎日出します。(学習が進んだら音読の宿題も出します)ご家庭で学習後にすぐに丸付

けをし、間違いを直させることが大切です。お子さんの宿題を毎日見ることが、学力をつける早

道です。 



☆服と靴は、「活動しやすいもの」「ひとりで脱ぎ着ができるもの」をお願いします。ハンカチ、テ 

ィッシュを入れるためのポケットのついた服が望ましいです。また、体育や生活科では体を動かす 

ので、髪の長いお子さんは束ねてください。またタイツは体育着に着替えるときに脱ぐことになっ 

ています。体育のある日は、別に靴下を用意していただくか、履いてこないようにしてください。 

☆服の脱ぎ着やたたみ方、ごはん・汁物のよそい方、ぞうきんのしぼり方などの練習をさせてください。 

☆安全ピンの使い方の練習もお願いします。(毎日名札をつけたり外したりします。) 

☆頑張ったこと、できるようになったことを認め、褒めてあげてください。 

☆毎朝、健康観察をしっかりしてください。(具合の悪いときは、無理な登校は避けてください) 

☆何か心配なことがありましたら、すぐに学校へご連絡ください。 

 

教育はご家庭と学校の連携が大切です。相互の信頼関係がなくては、望ましい教育環境は成り立ま 
せん。１年生は、幼児期から児童に変わる移行期です。新しい環境で、心も体もバランスよく成長 
して欲しいと担任一同願っています。小学校の入門期・基礎学力を養い、基本的な生活態度を身に 
付け、楽しく集団活動ができるように指導していきます。ご協力をお願いいたします。 

 

 

 

３. １年生の子育ての５つのポイント  

 

スキンシップをしっかりとろう……大人が愛してくれていると感じる。 

 

子供の話に耳をかたむけよう……目を見て、相槌をうちながら。 

 

たくさん褒めよう……………………自分に自信をもち、なんでも挑戦しようとするように。 

 

叱るより考えさせよう……………「なぜ、してしまったのか」「どうすればよかったのか」 

 

子供と一緒に何かをしよう………運動。読み聞かせ(お子さんを膝にのせて)。宿題。出かける。 

生き物を飼う。 

 

 

 

 

 



４. １年生の特徴と発達  

身
体
的
特
徴 

・一般的に個人の差が大きい。 

・疲れを自覚する力が弱いので、疲労が重ならないような配慮が必要。 

・走る、跳ぶ、投げる力が発達してくるので、よく遊ぶことが重要。 

・歯の発達や骨の発達が盛んになるので、正しい姿勢や正しい食事のしつけが大切。 

情
緒
的
発
達 

・少しずつ感情を抑えられるようになってくる。 

・入学当初は不安になり、反抗的・幼児期に逆行したような情緒を示すこともある 

知
的
発
達 

・自分の好きなことにのみ、興味を向ける。 

・好奇心旺盛で、色々なことを試したがる。 

・自己中心的な考えをする傾向が強い。 

社
会
性
の
発
達 

・学級という組織に入っているが、集団への所属感や一体感はまだ十分に育っていない。 

・一人遊びが多いが、知っている子供とは一緒に遊ぶようになる。 

・友達関係は、相互近接。友達になるきっかけも単純である。 

・ルールを守って遊ぶ能力が発達する。 

５. １年生の学習  

国
語 

・返事や挨拶がはっきり言える。・思っていることを話す。・経験したことを順序良く話す。 

・話している人を見て、話を聞く。・話の内容を正しく聞く。 

・書いてあることを音読したり、理解しながら読んだりする。 

・ひらがなやカタカナを書いたり読んだりする。簡単な文を書く。 

・てん（、）まる（。）かぎ（「」）の使い方を知り、正しく使って文を書く。 

・漢字の書き順や使い方を正しく知る。・１年生で習う漢字８０字を読んだり書いたりできる。 

算
数 

・１２０程度までの数の数え方、読み方、書き表し方ができる。 

・１けた、２けたのたし算やひき算(繰り上がりと繰り下がり)ができる。 

・いろいろな形（まる、三角、四角）を知る。  ・時計がよめる。 

生
活 

・学校探検 ・動植物を育てて観察する ・季節の変化 ・昔遊び ・自分の成長  

・自然のものを使った工作 ・年長さんとの交流学習 ・２年生との交流学習 

音
楽 

・歌唱 ・リズム遊び ・身体表現 ・鍵盤ハーモニカや打楽器の演奏 

図
工 

・絵を描く  ・立体で表す ・造形遊び(粘土など) 

体
育 

○友達と仲良く楽しく遊んで運動する。 ○約束を守って、楽しくゲームをする。 

・走る ・跳ぶ ・リズム遊び ・水遊び(プール) ・鉄棒 ・マット ・ボール ・跳び箱 

 



６. １年生に関わる行事  

４

月 

 

15日(金) 発育測定 

16日(土) 土曜授業 

21日(木) １年生を迎える会(１校時) 眼科検診 

27日(水) 視力・聴力検査 

９

月 

1日(木) 始業式 引き取り訓練 

9日(金) 発育測定 保護者会 

10日(土)  土曜授業 

25日(日)  運動会 

26日(月) 振替休業日 

５ 

月 

2日(月) ５時間授業開始 

6日(金) 交通安全教室(３校時) 

9日(月) 歯科検診 

10日(火) 尿検査提出 

12日(木) 遠足(お弁当持参)井の頭公園 

19日(木) 耳鼻科検診 

23日(月) 心臓検診 

26日(木) 内科検診 

28日(土) 土曜授業(高円寺中の運動会に参加) 

10 

月 

 8日(土)  土曜授業 子供園運動会参加 

12日(水) 学校公開 

13日(木) 学校公開 

28日(金) 生活科見学 

11

月 

 

11日(金) 学習発表会 

12日(土) 学習発表会  

14日(月) 振替休業日 

12

月 

6日 (火) 開校記念日 

9日(金) 保護者会 

10日(土) 土曜授業 

22日(木)  終業式 

６

月 

5月30日(月)～8日(水)  体力調査 

8日(水) セーフティ教室 

9日(木) 水泳指導(始)  9/9(金)まで 

10日(金) 学校公開 

11日(土) 学校公開 道徳地区公開講座 

 

１ 

月 

10日(火)  始業式 

17日(火) 発育測定 

20日(金)  学校公開 

21日(土) 土曜授業 公開授業 
 

７ 

月 

1日(金) 保護者会 

9日(土)  土曜授業 

２０日(水)    終業式 

2５日(月) ～２９日(金) 夏季パワーアップ教室

(補習)※３日間程度 

２１日(木)～８月3日(水) 夏季水泳指導 

             ※１０日間 

２

月 

18日(土) 土曜授業 

23日(木) ６年生を送る会 

３

月 

2日(木) 保護者会   

11日(土) 土曜授業 

23日(木) 修了式 

８ 

月 

※夏休み期間の７月後半～８月前半に個人面談を

行います。 

 

１－１ はちなり しょうた  



 

７. お願いと連絡について  

①防災頭巾について 

  区からの貸与品で卒業まで使います。普段は、教室の椅子にセットしておき、避難訓練や非常

時にすぐ使えるようにします。学期末に持ちかえりますので、カバーの洗濯や補修をお願いいた

します。 

②給食着（白衣・帽子）とマスクについて 

  給食の配膳の当番をする時、給食着を着用します。当番は一週間交替で、金曜日に給食着を持

ちかえりますので、洗濯をして月曜日に持たせてください。また、当番のときにマスクを使いま

すので、準備をよろしくお願いします。マスクを忘れた児童には、学校のものを渡しますので、

新しい使い捨てマスクをビニール袋に入れて返すようにしてください。 

③持ち物について 

  ・学習に必要のないものは持ってこないことになっています。 

  ・ランドセルの脇のフックに飾りをぶら下げないことになっています。 

  ・学用品は過度な飾りやキャラクターなどのないシンプルなものを持たせてください。 

  ・携帯電話及び携帯電話機能付きの防犯ブザーは持たせないことになっています。 

やむを得ず必要な方は校長の許可が必要ですので、お知らせください。 

・持ち物にはひらがなで記名をしてください。 

上履きは、甲の所とかかとの２か所にお願いします。 

・ノートについて   次のものを使います。 

☆国語・算数… １冊目を使い終わったら、同じマス目のものをご家庭でご用意ください、 

☆生活科… ノートは使用しません。必要なときは学校でプリントを用意します。 

☆連絡帳・ 自由ノート… 使い終わったら、適当な物を購入してください。 

・筆箱の中… 鉛筆４本程度（２Ｂ３本・４Ｂ１本）・赤鉛筆・消しゴム  ※毎日点検を！ 

・色鉛筆… ときどき持ち帰りますので、削って持たせてください。 

１－１ はちなり しょうた 


