
 

 

 

第２学年 保護者会資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）副校長挨拶 

（２）学級担任・副担任・専科担任紹介 

 

 

 

 

 

 

《本日の予定》 

  １ 全体会（2年オープンスペース） 

（１） 副校長挨拶（校長出張のため） 

（２） 学級担任・副担任・専科担任紹介 

（３） 学校目標・学年目標    

（４） こんな2年生に育てていきたい   学年経営について 

（５） 2年生の学習について 

（６） 行事予定について 

（７） 諸連絡・質疑応答など 

        

  ２ 学級懇談会（各教室） 

（１） 自己紹介 

（２） 担任より ～こんな学級に～ 

① PTA委員選出 
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（３）学校目標          学年目標 

 

 

 

 

 

 

（４）こんな２年生に育てていきたい 

●しっかり話を聞き、はっきり話のできる子 

○人の話をしっかり聞くことができる。→ 理解力が育つ。 

○自分の考えをはっきり言うことができる。→ 自信がもてる。 

○自分の思いや考えを口や文字で表現することができる。 

                 → 自分の考えや知識を確かなものにする。 

●友達と協力して活動できる子 

○いろいろな活動の中で友達とかかわり合い、助け合いながら成長・発達していく。 

○人とかかわる喜びを味わうとともに、２年生なりの集団生活の規律や判断力・自

主性を身に付けていく。 

●興味をもったことを粘り強くがんばれる子 

○学習や行事など、様々な活動や体験を通して育てていく。 

○分かりやすく楽しい授業の中で、がんばることのよさに気付かせ育てていく。 

●自分も友達も大切にできる子 

○友達の気持ちを考えたり、大切にしたりできる。 

○お互いに認め合い、共に伸びていこうとする気持ちを育てる。 

 

 

 ～豊かな心のハーモニーを奏でる学校～ 

①心も体も健康な子  

②よく考え、学びあう子  

③力をあわせてやりぬく子 

『な・か・ま』 

①なかよく 

②かしこく 

③まっすぐに 



～ご家庭へのお願い～ 

●生活のリズムを大切に 

バランスのとれた食事・十分な睡眠と休養・規則正しい排便・決まった手伝いや仕

事・家庭学習の習慣づくり・友達との十分な遊び・テレビやゲームは時間を決めて・

読書の楽しみと習慣づくり 

●家族のふれあいを大切に 

本音が出せる親子関係・家庭は心も体も安らぐ場所 

●各家庭の教育方針を生かしつつ、大人のつながりも大切に 

保護者の皆様同士が仲がよければ → 子供たちも、より仲よくできる。 

保護者と担任が信頼し合えれば → 問題も生じにくく、解決も早い。 

 

 

（５）２年生の学習 

～国語～ 

話すこと 

聞くこと 

・話し方（相手に応じ、経験したことについて、順序を考えながら） 

・聞き方(大事なことを落とさないように) 

・態度（話し合おうとする） 

書くこと ・書き方（順序がわかるように 文の続き方に注意して） 

読むこと ・読み方（書かれている事項の順序や場面の様子などに気付きながら） 

・態度（楽しんで文章を読む） 

言語事項 ・はっきりした発音。 

・ひらがな、かたかな、漢字を使った文章。丁寧に字形を整えて書く。 

・１年生で習った漢字の習熟と、２年生で習う漢字の習得。 

・助詞の「は」「へ」「を」などを正しく使った表記。 

 

 

 

 



～算数～ 

数と計算 ・１００００までの数 

・たし算とひき算の２けたの筆算 

・かけ算の意味と、九九の習得 

量と測定 ・水のかさの関係（ｄL、L、ｍL） 

・長さ（ｍｍ、ｃｍ、ｍ）と正しい測り方 

・時刻と時間の概念（アナログ時計を使って） 

図形 ・三角形、四角形、正方形、長方形、直角三角形やその構成要素 

・箱の形と、立体の構成要素 

数量関係 ・簡単な事柄を表やグラフにまとめること 

 

～生活～ 

学校と生活 ・学校生活を支えている人々や友達のこと 

家庭と生活 ・家庭生活を支えている家族のことと自分の役割 

地域と生活 ・地域の人々や様々な場所と自分達の生活のかかわり 

・公共物や公共施設の存在と使い方 

自然と生活 ・身近な自然や地域の行事、動植物とのふれあい 

自分の成長 ・自分の成長を支える多くの人々と、その人々に対する態度 

 

～音楽～ 

技能・表現 ・聞いた音楽の演奏や表現、歌い方や楽器の演奏の仕方 

鑑賞 ・聞いた音楽のよさや楽しさ 

 

～図工～ 

技能・表現 ・感じたことや想像したことを基に、楽しく絵や立体をつくる 

鑑賞 ・かいたり、つくったりしたものを見てよさを見つけること 

 

～体育～ 

・簡単なきまりや活動を工夫し、楽しく運動する。 

・基本的な動きを身に付け、体力を養う。 

・仲よく、意欲的に運動しようとする。 

・健康や安全に留意しようとする。 



～道徳～ 

・みんなと仲良くし、助け合うよさ      

・気持ちのよいあいさつや言葉遣い   

・命の大切さ           など 

<家庭学習・宿題について> 

学年共通として、音読、漢字プリント、計算ドリル他を、クラスの進度に応じ

て出します。宿題については、毎日各クラスで連絡帳にてお知らせしますので、

親子でご確認ください。 

○漢字の読み書きの学習については、ドリルを使用します。新出漢字は学校で練習

し、練習した漢字を宿題としてプリントで学習します。テスト前には連絡帳でお

知らせしますので、示されたところをご家庭で練習してください。ゆっくりと丁

寧に、字形を整えて書くよう、声かけをお願いします。 

○計算ドリルの丸付けは、ご家庭でお願いいたします。また、間違えた箇所は直し

を済ませ、全て丸になったものを提出してください。なお、ドリルの答えは、一

番後ろのページに付いておりますので、ご家庭で保管してください。 

◎家庭学習を通し、子供の自主性を育てていきたいと思っております。温かい目で

見守り声をかけていただくよう、ご協力ください。 

 

<学習用具・持ち物について> 

 物を大切にする習慣を育てるためにも、必ず記名をお願いします。 

筆箱とその中身 Ｂか２Ｂの鉛筆４～５本  赤鉛筆１本  油性ネームペン１本   

１５ｃｍ位の透明な定規  よく消えるシンプルな白い消しゴム 

※カラーペンやボールペン、シャープペンは× 

※アニメキャラなどが入ったものは集中力を落としがちなので、避

けてください。 

学習ノート 国語ノート：１２マス（十字リーダー入り）  

算数ノート・ドリルノート：１７マス (縦１７マス 横１２マス) 

（メーカーの違いにより、算数の１７マスという規格のものは、縦

１７マス、横は１３マス・１２マス両方ありますが、今後の購入

は、どちらでも構いません。） 



※統一したノート指導をするため、始めの１冊を一括購入させてい

ただきました。使い終わった際は、同じ形式のものをご用意くだ

さい。 

道具箱 のり（液体のスティックタイプ） 

はさみ 色鉛筆  バインダー   

音楽バッグ 音楽教科書  歌はともだち   

音楽ファイル（色画用紙に貼った物を学校で用意します。）    

図工バッグ 

 

図工教科書  図工マット（四つ折り） クレパス 

新聞紙（朝刊一日分） 木工用ボンド 

給食袋 ランチョンマット 口拭きタオル マスク 

毎日セット ランドセル 連絡帳 連絡袋 筆箱 下敷き 自由帳 

漢字ドリル 計算ドリル 計算ドリルノート 国語 算数 

ハンカチ ティッシュ 

 

 

 

 

 

 

（６）行事予定について 

   ４月２３日 （火） 消防写生会（予備日：５／９） 

 ２７日 （土） 調布市防災教育の日（学校公開） ※振替休業日なし 

５月１１日 （土） 土曜授業日     

  5月1４日  （火） 遠足 多摩動物公園 （予備日：５／２４） 

５月１７日 （金） セーフティ教室  ＰＴＡ総会 

  ６月中旬      町探検 

８日 （土） 学校公開日   ※振替休業日なし 

     １７日 （月） 水泳指導開始 

    7月 ４日 （木） 保護者会 

     １３日 （土） 土曜授業日           

     １７日 （水） 給食終了 

毎日セットは、毎日持ってくる物です。 

尚、４月から太線のものが追加となりました。ご

家庭でも忘れ物がないよう、準備をお願いいたし

ます。 



７月１９日 （金） 1学期終業式 

８月２７日 （火） 2学期始業式 

  8月２９日 （木） 給食開始 

  ９月１４日 （土） 土曜授業日        

１０月１２日 （土） 運動会    ※１５日（火）振替休業日 

１１月３０日 （土） 学校公開日  ※振替休業日なし 

１２月１４日 （土） 土曜授業日       

１２月２５日 （水） 2学期終業式 

 １月 ８日 （水） 3学期始業式 

 １月 9日 （木） 給食開始 

 ２月１４日 （金） 学習発表会1日目 

１５日 （土） 学習発表会2日目  ※１７日（月）振替休業日 

 ３月１４日 （土） 土曜授業日     

３月２４日 （火） 修了式 

 ※土曜授業日の振替休業日はありません。 

 

（７）諸連絡 

① 万一の非常災害時に備えて 

８年前の３月には、東日本大震災が発生しました。３年前の４月には、熊本地震

が発生しました。万一に備え、本校でも安全を第一によりよい備えをしていきたい

と考えております。ご家庭でも、万一の場合のためにご家族で話し合っていただき、

約束ごと（遊びに行く時は行き先を必ず知らせる、など）を明確にしておいていた

だくようお願いいたします。あわせて、自宅の住所・連絡先電話番号等もお子さん

が言えるよう、ご指導ください。 

 

② 集金について 

今年度の教材費等の集金予定は別紙の通りです。詳細については、その都度、学

年だより等でお知らせします。変更の可能性もありますことをご了承ください。 

 

③ 週時程について 

基本的に毎日、５時間授業となります。変更等は、学校だより・学年だより、ま 

たは各学級で担任より事前に連絡致します。 



④ 遠足について 

【日程】  ５月１４日（火） ※雨の場合は、５月２４日（金） 

      午前８：１５～午後３：００予定 

【場所】  多摩動物公園 

【電車代】 ２００円 

【その他】 雨の場合でも、お弁当は持ってきてください。 

持ち物等は、後日配布する遠足のしおりをご覧ください。 

遠足へ行く前に、動機づけ教材を使って学習していきます。 

 

⑤ 図工材料準備について 

○４月２３日（火）【予備日５月９日（木）】の消防写生会の日に、レジャーシー

トを持たせてください。 

○５月の図工「ひかりのプレゼント」で、針金ハンガーを１つ使います。 

４月２５日（木）に持たせてください。 

 

⑥ 入学式写真の販売について 

多目的室外に４月２６日（金）から掲示してあります。購入をご希望の方は、 

５月１０日（金）に申し込んでください。 

 

 


