
 

                                                 

  

 

 
 

 

 

 

 

１ 学年目標について  

 

 

 

 

 

 

 

 

こんな力をつけていきたい 

（１）聞く力、話す力をつける。 

    ・人の話を相手の目を見て、最後までしっかり聞く。 

        ・みんなの前で、はっきりした声で話す。 

        ・自分の気持ちや考えを相手に伝える。 

    ・話し合いの仕方を知る。（司会等を順番に経験する。） 

（２）読む力をつける。 

    ・毎日音読の練習をする。宿題へのご協力をお願いします。 

        ・昔話や絵本などを楽しんで読むことができる。 

（３）書く力をつける。 

    ・身のまわりにあったできごと題材に、日記を書く。 

         （会話や気持ちを書く。順序を考えて書く。） 

    ・文字を正しく、ていねいに書く。 

        ・漢字を書くことができる。（１６０字） 

（４）数の概念がわかり、計算ができる。 

        ・かけざんが分かり、暗唱できる（同じ数ずつのいくつ分、九九）。 

    ・具体物を数える活動で１００００までの数を実感的に理解する。 

        ・たしざん、ひきざん（３桁の計算まで、筆算）ができる。 

《本日の内容》 

１ 学年目標について         2  ２年生の心と体 

３  主な行事について         ４ お知らせとお願い 

板橋区立高島第五小学校 

第２学年 学年だより 

令和４年 ４月１５日 

No.２ 保護者会号 

 

学校教育目標 

・考える子ども 

・やさしい子ども 

・やりぬく子ども 

・じょうぶな子ども 

学年目標 

・しっかり聞き、はっきり話す子 

・友達となかよくする子 

・最後までがんばる子 

・しっかりとあいさつができる子 



        ・三角形と四角形、長さ（ｍｍ、ｃｍ、ｍ）、時刻と時間、箱の形 

（５）直接体験を豊かにする。 

    ・生活科（ミニトマトを育てる、１年生と積極的に関わる、地域に目を向ける、

自分の成長をみつめる、高島特別支援学校との交流等） 

        ・体育科（かけっこ、ボール遊び、なわとび、水遊び 等） 

        ・学級活動（話し合い活動、給食・掃除当番、係活動、学級集会等） 

（６）集団の中で友達と仲良く過ごす。 

        ・みんなのために進んで行動し、人の役に立つことの喜びを味わう。 

    ・自分勝手にならないで、相手の気持ちを考えて、友達と仲良くする。 

        ・集団生活でのきまりやマナーを守り、楽しく学校生活を過ごす。 

（７）自分でできる活動を増やす  

        ・上ばきを自分で洗う。（金曜日の宿題） 

    ・連絡帳を見て、翌日の学習の用意や登校の支度ができる。 

    ・ひも結び（ちょうちょ結び）ができるようにする。 

        ・お箸を正しく使う。 

    ※ いずれも初めは一緒にやって、その後もときどき見てあげてください。 

◎生活の全てが 広い意味での学習です。 

 

２ ２年生の心と体 

・学校生活に慣れ、自信をもって活動できるようになってきます。 

 ・スキンシップを喜びます。手をつないだりすると安心するようです。 

 ・「よい自分でありたい」と素直にがんばることができる時期です。また、それと同時

に怠け心に負け、少しズルをしたり、力を抜いたりすることも覚える時期です。 

 ・友達のやることに関心をもつようになります。 

 ・自己中心的なところもありますが、友達との関わりが増え、相手を理解できるように

なってきます。 

 ・遊びが広がり、グループで遊ぶようになりますが、言い争いなどトラブルが起きるこ

ともしばしばあります。 

  →トラブルは、人との関わり方を学ぶ機会でもあります。 

  ・１年生の時より遠くに遊びに行くことも増えてきます。 

  ・好奇心が高まり、何かに気をとられると道に飛び出したりして、交通事故の危険も高

まります。 

 ・自分に都合の良いことしか言わない傾向も出てきます。 

 ・「だって」「みんなが…」などいいわけをすることも多くあります。 

    →まずじっくりと話を聞いてあげてください。保護者同士のネットワーク作りも大切

です。 

 



３ 主な行事について 

  ４月 始業式・入学式(6日) 下校班編制(7日) 給食始(8日) 保護者会(16日) 

     一年生を迎える会(26日) 離任式(28日) 

  ５月 土曜授業・引き渡し訓練（21日） 

  ６月 体育発表会(4日) 水泳指導始(13日) 個人面談始(20日～) 体力テスト(23,24日) 

  ７月 給食終(15日) 終業式(20日) 夏休み(21日～8月31日) 

夏季補習・水泳始（21日～28日） 

  ９月 始業式(1日) 給食始(2日) 水泳指導終(9日) 土曜授業(17日) 

 １０月 土曜授業・いじめ防止・セーフティ教室(15日) 

 １１月 土曜授業・学芸的行事発表会(19,20日) 

 １２月 個人面談始(5日～) 土曜授業(17日) 給食終(22日) 終業式(23日) 

 冬休み(26日～1月7日) 

  １月 始業式(10日) 給食始(11日) 土曜授業・道徳地区公開講座(21日) 

  ２月 土曜授業(18日) 保護者会(21日) ６年生を送る会(28日) 

  ３月 給食終(22日) 修了式(23日) 春休み(24日～)  

 

※ 予定なので変更する場合があります。 

 

４ お知らせとお願い 

◎家庭での生活リズムについて 

  ・生活リズムを整えましょう。 

→朝、決まった時間に起きる。低学年の睡眠時間は１０時間ぐらい必要です。８時

半に寝て、７時には起きるようにしましょう。 

   →朝食・排便・歯みがき・洗顔。 

  ・昼間のうちに、たくさん外遊びをして、体を動かす。 

  ・自分の持ち物を自分で整理整頓する。 

  ・決まった時間に家庭学習をする。（宿題、自主学習） 

 →宿題のチェック、時々ノートを見るなどもお願いします。 

・学習の用意は、前日の決まった時刻にする習慣をつけましょう。 

→時々は一緒にやって、用意の仕方を確認してください。 

   →忘れ物に気づいても、取りに帰りません。 

   →タブレットの充電をお願いします。 

 

 



◎道具箱の中身・持ち物について 

・新年度になり、道具箱や筆箱の中身をお子様と一緒に確認してください。 

・学習の妨げやトラブル防止のため、シンプルなものをご用意いただき、記名をお願

いします。また、学習や学校生活に不要なものを持たせないようにお願いします。 

☆道具箱の中身 

・色鉛筆 ・クレヨン ・はさみ ・のり ・折り紙 ・セロテープ 

    ※水書筆、水書用水入れは、必要なときに持たせてください。 

   ☆筆箱の中身 

※筆箱は無地のボックス型をご用意ください（カンペン、布製は不可）。 

・鉛筆（２B または４B）4～５本 ・赤青鉛筆 ・名前ペン ・消しゴム ・

ミニ定規（１５ｃｍ程度で、折りたたみ式でないもの） 

 

◎ノートについて 

・各教科、昨年度のものが残っている場合は、そのまま使ってください。購入する

場合は表紙がシンプルなものでお願いします。また、ノートを使い切ってしまう

場合にそなえて予備のノートを用意することをおすすめします。 

※ノートは下記のもので用意し、教科名と記名を表紙に油性ペンで書いてください。 
○国語ノート１５mm（十字リーダー入り）、１５×１０マス、右開き 

○算数ノート１５mm、１０×１４マス、左開き 

 

◎家庭学習について 

・家庭学習を毎日取り組むことで、①基礎的な学力が定着する、②諦めないで継

続する力につながります。毎日提出できるように、ご家庭でもお子様のがんば

りを見守り、励ましの声かけをしてあげてください。 

   ☆宿題の内容 

    ・音読（毎日）→毎月、音読カードを配付します。指定された教科書の部分を声

の大きさ、速さ、句読点に気を付けて読みます。お家の方は、お子様の音読

を聞いて印やサインをして、お子様に学校へ持たせてください。 

・漢字ドリルノート（毎日）→ドリル、ノートを配付します。原則、ドリルを学

校、ノートを宿題で取り組みます（一部、ドリルが宿題になる部分もありま

す）。ノートはお家の方が見ていただき、上手な字に赤丸をつけてください。 

・計算ドリル（毎日）→ドリル、ノートを配付します。ドリルが問題、ノートが

回答になっています。お家の人と一緒に丸付けをし、ノートをお子様に持た

せてください。 

・振り返り日記（毎日）→学校での学習や生活で分かったこと、思ったこと、次

にがんばりたいことを書きます。はじめは１年生のときに使っていたノート、



その後はプリントを配付します。１年間書きためて、３学期の生活科に使い

たいと考えています。 

・上履き洗い、お手伝い（週末）→たくさん経験させてあげてください。 

・タブレット（任意）→「ミライシード」で漢字や計算のドリル学習ができます。

お子様と話し合って、取り組んでください。 

    ※その他、不定期で宿題が出る場合があります。 

 

◎その他 

・遅刻、早退の場合は、送り迎えをお願いします。必ず担任か養護教諭に直接引き

継いでいただき、体調など学校で配慮することがありましたらお伝えください。 

・欠席の場合は連絡帳に書き、兄弟か近所のお子さんに届けてもらってください。

下記のカードに連絡帳を預ける兄弟か近所のお子さんの名前を記入し、連絡帳に

貼ってください（連絡帳を新しくした時には、再度カードを差し上げますので申

し出てください）。 

・体育の授業を見学する時は、連絡帳に理由を書いてお知らせください。 

・連絡帳と連絡袋の中の配付物は、毎日ご確認ください。 

 

◎世話人会役員 

運営部  企画部  

校外対策部  広報部  

文化教養部    

       １年間よろしくお願いいたします。 

 

◎集金について 

    ５月の引き落としについて 

給食費（４,５月分）・・・・・・・・ ７９８０円 

漢字ドリル、ノート、ミニテスト・・ ５９０円 

計算スキル・・・・・・・・・・・・ ５３０円 

国語、算数テスト・・・・・・・・・ ５８０円 

手数料 ・・・・・・・・・・・・・・  １０円 

     合計               ９６９０円 

 ※１回目の引き落としは５月１６日（月）です。前日までに口座の残高の確認をお願い

します。 

 

 



【ご参考】 昨年度引き落とし実績 
      

 年間の引き落とし額の目安として掲載しています。今年度の引き落とし額詳細は『学年だより』をご確認ください。 

２学年 
   

※行事費は、遠足・移動教室・運動会・学芸会・鑑賞教室費などの経費です。 

  ５月 ６月 ７月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 

給食費 7,980 3,990 3,990 3,990 3,990 3,990 3,990 3,990 7,980 

教材費 1,440 0 0 2,140 0 0 247 1,470 0 

行事費 0 0  0 0  0 0  0  0  0  

合計 9,420 3,990 3,990 6,130 3,990 3,990 4,237 5,460 7,980 

        
総合計 49,187 

 

【連絡帳に貼るカード】 

 ※連絡帳の裏表紙の内側に、貼ってください。 

 
 

自分の名前  ２年  １組[           ] 

令和４年度   連絡帳を渡す子 

１    年  組 名前 

２ 年  組 名前 

３ 年  組 名前 

 

 


