
５年生の３つの 「ま」 
 真面目にやろう！ 前向きにいこう！ 自分に負けない！ 

学年テーマ 

（河合小学校の７つのルール） 

①チャイムを守ろう。 

②休み時間に、次の授業の準備をしよう。 

③話し手の顔を見て、最後まで聞こう。 

④正しい姿勢を心がけよう。 

⑤字をていねいに書こう。 

⑥必要のないものは、持ってこないようにしよう。 

⑦授業と休み時間のきりかえをしよう。 

・チャイム着席、聞く、話す態度の学習規律を整える。 
・意欲をもって、課題に最後まで取り組む。 
・中学校に向けて、自主的に勉強に取り組む習慣を育む。 

 ５年生は、１年を通してたくさんの取り組みがあります。「連合運動会」「田植え」「林間」
「運動会」「連合音楽会」などが挙げられます。これらを成功させるには、一人ひとりの力を土台
にして、集団として協力することが必要です。個々の力を伸ばし、集団として成長できるように取
り組んでいきます。 

 河合小学校の基本のルールをもう一度確認して、当たり前のことがきちんとできるように 
見直しています。６年生に向けて、しっかりとした土台を作りたいと思います。 

http://www.fumira.jp/cut/gakkou/file213.htm


学力保障 

国語 社会 理科 
初めての顕微鏡で・・・ 

自主学習ができることを意識して、ノートに書いて授業することを大切にしました。 

 めだかの成長を
毎日楽しみに、顕
微鏡を覗いている
姿が見られました。 
 子メダカちゃん
が産まれたら、大
喜びでした✩ 

顕微鏡で・・・ 

 中庭にある池の水
の中にある小さな生
物を探しました。 
 教科書にはない生
物を見つけては、興
味津々な様子！ 
 インターネットを
つかって、自分が見
つけた生物の名前を
探しました✩ 

 地球儀と地図で、
世界の中の日本の
位置を調べました。
いろいろな国の緯
度経度も調べまし
た。班で協力して、
正しい位置を調べ
ることができまし
た！！ 

日本の位置は・・・？ 

日本の地理・気候 

 日本の地理や気候について学
習しました。初めて知ることば
かりで、難しいといっていまし
たが、沖縄と北海道の暮らしや
文化の比較では、知っているこ
とをたくさん発表してくれまし
た。気候による生活の違いに目
を向けることができました。 

日本の農業 

 総合と連動して、米作りにつ
いて学習しました。米ができる
まで、米作りの工夫などについ
て学びました。これを実際の米
作りにも生かしていきたいです。 

 姿勢、声の大き
さ、読む速さなど
に気をつけて音読
検定を行いました。 
 全てをクリアし
間違いなく読むと
プロの称号が！！ 
 ２学期は達人を
目指して頑張りま
す。 

音読検定 

古典の世界へようこそ 

 ５年生になって古典の学習も
しました。「枕草子」「源氏物
語」「竹取物語」「平家物語」
など、どんな内容なのか考えな
がら読みました。「竹取物
語」って「かぐや姫」？！古
典って難しそうだと思っていた
けど･･･少し身近なものに思え
てきたようです。 



①ぷりぷりプリント 
②今日のめあて 
③学習 
④まとめ 
⑤ふりかえり 

算数 

 子どもたちに分かりやすいように、毎時
間同じ流れで授業に取り組みました。ぷり
ぷりプリントは、前時の復習や、本時に関
係のある問題を解き、本時の学習の手立て
になるようにしています。 

☆実際に触る、やってみるという活動を取り入れて学習しました☆ 

○ぷりぷりプリント○ 

『宝箱をあけよう！』 
いくつかの図形から、宝箱の
図形と同じ形をみつけて、鍵
を開けよう！ 
まわしたり、裏返した
り・・・。 
宝箱の中には・・・ 
「ご」「う」「ど」「う」 
の文字がはいっていました☆ 

『自分でやってみよう！』 
紙面だけで、学習する前に、 
自分自身で図形を切り取り、 
合同な図形を見つけました。 
・・・といっても、 
はさみが上手く使えなかっ
た人は・・・。 

『悟空 ＶＳ ベジータ』 
        体積くらべをしました。 

みんなで、１ｍ を体験してみよう！ 
３ 

1cm の積み木をつかって、２５cm  の 
            体積について考えました。 

３ ３ 



人権総合学習 

お米作り 

しろかき 
はじめは水の色を見て、 
「・・・・・・。」 
足を踏み入れて、 
「う・・・・・・。」 
ふみふみふみ・・・。 
ん？！ 
楽しいぞ✩ 
どろんこだらけの子どもたちもいました
✩ 
なかなかどろんこになることもないので、 
いい経験になった子もいたことでしょう。 

JAの人に来てもらい、お米の作り方について、
説明してもらいました。毎日口にするごはんで
すが、とても時間と、手間がかかることを知り
ました。 
おいしい河合米ができるように、がんばろう✩ 

田植え 

品種はヒノヒカリです！ 
苗をここまで成長させるのは、 
とてもたいへんなことですよね。 

いよいよ田植え！ 
２．３束をもって、３本の指で持ち、静か
にまっすぐ土の中へ・・・。 
丁寧に、田植えを行いました✩ 

 社会の学習をかねて、お米作りに挑戦しま
す。身近なお米ですが、意外によく知らない
お米。 
学習しながら、実際に作って、お米を作る大
変さやおもしろさなど、普段できない経験を
して、いろいろなことを感じてほしいです。 

 ６月１５日に田植えをしました。農
協の方が教えに来てくださいました。  
 農協のかたにていねいに教えても
らった後、やっと田植えを順番に田ん
ぼに入って始めました。 
 田植えは最初は、足場も悪く上手く
突き刺さらず、刺すと横向きになり、
上手くいきませんでしたが、やってい
くうちに、段々もっと奥まで刺すとい
う工夫をすると、上手く刺さるように
なりました。 
 本当に、ぼくにとっては、二度とで
きない経験だったと思います。 

子どもの作文より 



スマートフォンの危険 非行防止教室 

 アンケートから、個人のスマホや携帯などを持っている
子どもたちがいることがわかりました。社会問題にもなっ
ているように、有害サイトやＳＮＳによるトラブルなど、
危険が広がっています。ネット社会を生きるにあたって、
自ら危険なところへ足を踏み入れないようにしたり、トラ
ブルにならないように、夏休みに入る前に少し学習をしま
した。 

●携帯、パソコンなどの情報機器のこわさを考えてみよう。 

・かわいい動画などを見て楽しんだら、次の日高額
な請 
 求書がとどくことがある。 
・ＳＮＳなどが原因で、いじめられる。 
・仲間はずれにされる。 
・ウイルスやハッキングにおびやかされる。 
・知らない人から等のメールがとどく。 

●疑似体験など、授業を通しての感想 

・スマホの危険は、自分で気づかないといけない。 
・続けていっぱいＬＩＮＥを送ったりしない。 
・言いたいことがあるんだったら、会える人は口で言う。 
・必要なとき以外は、スマホを使わない。 

 万引き（本）について
のペープサートを見まし
た。 
 悪いことは行けないだ
けで終わらずに、自分の
なかで欲しい物を買うこ
とができないとき、どう
考えると気持ちがすっき
りできるかなと意見を出
しあいました。 

・次のお小遣いの日までがまんする。 
・おうちの人にお願いする。 
・図書館に借りに行く。 
・友だちに読ませてもらう。 

 ルールを守ること 

    を守ること 命 

解決方法は？ 

 ルールを守るということは、一つしかない命を守る
ということだと分かった。万引きをしていなくても、
見張りをしても犯罪ということが分かった。ルールを
守る、思いやり、断る勇気をこころに入れておきたい。 

子どもたちの感想より 



集団づくり 

すぎのこ交流会 

 すぎのこで頑張っている仲間について、話をしてもらいま
した。とくに、５年生の仲間のことについて改めて聞きまし
た。できるようになったこと、また今頑張っていること、そ
して仲間である私たちが知っておかなければならないことを
確認しました。 
 話を聞いた後、教室で頑張っている姿を見に行きました。
すぎのこの教室で授業を受けている姿を見られる貴重な時間
で、発見することやこれまでからの成長も感じれたようです。 

・４年生の時に見た字と、今がぜんぜんちがって、上手く 
 なっててすごいと思った。 
・図形がきれいで、すごいと思った。 
・すぎのこ交流でいろんなことが知れて、うれしかったで 
 す。もっともっとがんばっている所を教室でもみたいと 
 思いました。 
・教室でも、授業をうけているときに、いっしょうけんめ 
 いに発表している。 
・すぎのこの先生も精一杯がんばっててすごいと思いま 
 す。これからもがんばってください。 
・うすい字から、こく字を書いて、漢字のテストも１００点   
 をとっていてすごかった。 
・すらすらとかんたんそうに問題をといて、少しまちがえ 
  ていたら、すぐやり直してていねいにしていた。 
 

子どもたちの感想より 

連合運動会 

 ぼくは、連合運動会で玉入れとつな引きとなわとびにでま
した。河合小は、玉入れと台風の目なら勝てるかもしれない
と、ぼくは始まる前に予想していました。でも、競技が終
わってぼくは、つな引きが一番楽しかったと思いました。一
回戦、つなを引き始めてすぐに、河合がリードしたように感
じました。ぼくは、手足に力を入れて、ぐっと引っぱりまし
た。そのまま引いて河合が勝ちました。2回戦目、始まった時
から、引いて引かれてなかなか引けませんでした。先生を見
ると、手で引け引けとおうえんしてくれていたので、絶対勝
ちたいと思いました。最後までねばってねばって勝ちました。
みんな、とびはねて喜んでいましたが、先生が一番よろこん
でいました。最後の結果発表で、河合は台風の目は２位でし
た。総合ゆう勝は、松原西小学校で、トロフィーがうらやま
しかったので、４年にはがんばってほしいです。                          

（作文より） 

みんなで作った応援旗 



マッハ！カワイ！５５！★連合運動会（５月１５日） 

 ４月末から始まった、連合運動会に向けての練習。初めは、なかなか思うようにはできませんでした。毎日練習し、クラスでの
話し合いを重ねていくことで、少しずつ練習に向かう姿勢が変わってきました。種目によっては、記録が伸びていきました。アド
バイスや記録が伸びることで達成感を感じている様子もありました。競技に出ない間も、心と声を合わせよう！と、応援のコール
を決めたり、応援旗も作ったりして、少しずつ気持ちが一つになっていきました。 
 当日は、全員出席！天気は快晴！とても暑い中でしたが、それぞれが精一杯頑張っていました！ほとんどの競技で記録更新！練
習に励んだからこその結果だったように思います。他校との勝負にこだわるよりも、自分たちの力をどこまで出し切ることができ
たか、ということに挑戦した姿はとてもかっこよかったです！ 

道徳：気持ちを合わせて 

（ワークシートより） 

★みんなで作った応援旗★ 

 毎日、練習した大縄！！ 
休み時間、雨の日も練習しました。リレー選手もバ
トンの受け渡し頑張りました。６年生にも練習相手
になってもらいました★当日も８人全員かっこよ
かった！みんなの応援にも力が入っていました。 

・あきらめないでどんなことがあってもがんばる。 
・どんなことをしようとしても、みんなの気持ちを合わ  
 せないと成こうしないんだなと、思いました。 
・勝つことができなくても、みんながやりきった気持ち  
 でできるように努力したいです。 
 

★賞状をもらうことができました★ 



林間（月ヶ瀬） 

 ７月２２日・２３日に林間へ行きました。「自分た
ちで作る林間」をテーマに一人ひとりが責任をもって
役割を一つ持ちました。班行動での活動を重視しまし
た。 
 実行委員をはじめ、バスレク・野外活動・キャンプ
ファイヤー・お風呂・部屋・食事・朝の集いの８つの
係に分かれました。国語の学習と兼ねて、自分たちで
目標や活動内容を考えました。 
 休み時間や放課後などをつかって、何度も言葉を考
えたり、練習に励み本番に備えました。 

 まず、一日目の朝に思ったのは、「なんで林間本番の朝に
体調不良なんかなぁ。」と思いました。 
 バスレクでは、最初は、きんちょうしたけど、やっていく
うちにきんちょうがほぐれてよかったです。イントロではき
んちょうしてできなかったです。 
 忍者博物館では、いろいろな忍者の知えが分かってよかっ
たです。しゅりけん体験では、失敗、全然ちがうところにい
きました。 
 川遊びは意外に冷たくて、気持ちよかったです。５年の林
間はすごく楽しかったです。 

（作文より） 

 真剣に取り組
んだ分だけ、考
えたことや、次
への目標も書け  
 ていますね。 

 林間の準備期
間よくがんばっ
ていた係です！ 
 良い点も反省
点も書けました。 


