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応援団員決定
５年 生の紅白 それぞれ の応援団 員が決ま りました のでお知 らせします 。明日は いよいよ

応援団 組織会。 １年生か ら６年生 まで紅白 のチーム に分かれ て応援練習 が始まり ます。５

年生がど こまで６ 年生と一 緒にチーム を引っ張 っていける か、今か ら楽しみ です。

紅組・・ ・

白組・・ ・

運動会のテーマ決定
先 週代 表委員 会が 開かれ まし た。話 し合 ったテ ーマ は、 運動会 のテ ーマで す。 NO． 13

でお 知らせ したと おり、 学級 会で５ 年生は 、『ど のきょ うぎも 全力を つくし てがん ばる』

という テーマに 決まりま した。そ のテーマ をひっさ げて学級 代表の智子 さんは代 表委員会

にのぞ みました 。智子さ んのがん ばりによ り、なん と今年の 運動会のテ ーマは、 ５年生と

６年 生の意 見が合 体され たも のとな りまし た。智 子さ んすご いです 。『あせ を流し どのき

ょうぎ も全力を つくして がんばろ う』に決 定しまし た。とて もいいテー マですね 。運動会

は寒いこ とが多い ですが、汗 が流れるほ どどの競 技も真剣 に取り組ん でほしい と思います 。

新聞を読んでみよう
教 室の 後ろ の黒 板に新 聞を 貼っ ていま す。 毎週水 曜日 の夕 刊に掲

載 されて いる 子供向 けの 記事で す。昔 話・ 職業・ 英語 ・最近 の気に

な るニュ ース 話題な どの コーナ ーがあ りま す。そ の記 事を２ 週貼る

の を私は 忘れ ていま した 。子供 たちに は大 変申し 訳な いこと をしま

し た。 先週 新し い記 事 を貼 った とた ん 、「先 生、 貼る の待 って たよ

ー 。」「 これ 毎週 おう ちで も見 てる よー 。」 と、 話し てく れた子 がい

ました 。楽しみ にしてく れていた んだな、 そして自 分から進 んで新聞を 読んでい る人が５

年生の 中にいる というこ とがわか り、とて もうれし くなりま した。それ から続々 と黒板に

集まり 、記事を 読んでい ました。 子供たち が興味を 持って読 んでいける よう、私 も貼るの

を忘れな いように しなくて はいけませ ん。大変 申し訳あり ませんで した。

小数の学習から
算数 の「小数 」の単元 の学習が 終わり、 先日テス トを行い ました。ど の子も成 績が良く

大変す ばらしか ったです 。授業中 特に間違 いが多か ったとこ ろを以下に 掲載しま すので、

自分で苦 手だった なと思う ところは復 習してお きましょう 。

（１）単 位がかわ ると小数 点の位置は どこにお いたらいい のかな

①２０ ５㎝ → □ｍ

ヒン ト・・・ １００㎝ ＝１ｍ １０㎝＝ ０．１㎝ １㎝＝ ０．０１ ㎝

※ ２．５ｍ となる人 が多かっ たです。 ２０５㎝ の１０の 位の０を見 落として いる人が

い ました。

（２）１ ０分の１ １００ 分の１にす ると小数 点はどちら にいくつ 動くのか な

① ７の１０ 分の１

※ ７にはど こに小数 点がつい ているの かわから ない人が 多かったで す。７は ７．０と

同 じなので 、小数点 を左へ一つ 動かしま しょう。

（３）位 の名称

１ の位 ＝小数第１ 位 １ の位 ＝小数第２ 位

１０ １００

※それぞ れ０．１ の位 ０．０１の 位と答え ていた人が いるので 注意！！

宿題では ありませ んが、時 間があった ら切り取 って提出し 、合格を もらいま しょう。

名 前（ ）

１ 次の重さ や長さを 、（ ）の中 の単位で 表しましょ う。

①４６５ １ｇ（㎏） ② ３４７ｍ （㎞）

２ 次の数を 書きましょ う。

①３．２ ８を１０倍 した数 ② ０．０３ を１００倍 した数

③２０を １０分の１ にした数 ④ ２．４を １００分の １にした 数


