
・早退や遅刻、体育などの見学の場
合も、担任にご連絡ください。

・ 横断歩道を渡るときには、自転車か
ら降りて、自転車をおして渡りま
しょう。

５校時→１４時１５分

連絡がない場合は、学校から保護
者の方へ確認する場合がありま
す。

・ 自転車は、交通の決まりを守り安全
に乗りましょう。

下校

４校時→１３時００分 ・ 夜間の外出は保護者同伴とします。
夜間に習い事や少年団等に行く場合
は、できるだけ送迎してください。

遅刻
早退

欠席
遅刻

の連絡
保護者より
連絡

登校 ７：５０～８：１０ ・ スマートフォン、ＳＮＳ等は、保護
者の責任のもとで利用し、保護者と
ルールを決め、過剰にならないよう
注意してください。

・ 交通のきまりを守り、通学路を通り
ましょう。

給食 １２：００～１２：３５

・決められた通学路で登下校しま
す。

・

・
8:10までに連絡をお願いしま
す。

道路では遊ばないようにしましょ
う。

・安全のため、早く登校しすぎない
ようご協力ください。

・ 外出時には、必ず家の人に行き先と
帰宅時刻を知らせます。・

の場合
原則

保護者の送迎

６校時→１５時０５分

・安全確保のため、ご協力をお願い
します。

冬季→16時
・ ヘルメットのある人は着用しましょ

う。暗くなる前に帰宅する

※緊急時は電話回線が込み合うことが予想
されます。学校への問い合わせはお控えく
ださい。

ゲームセンター、カラオケボックス
への出入りは、必ず保護者同伴とし
ます。

・ 飲料用の水筒は通年可としていま
す。内容物は水かお茶をお願いしま
す。水筒には必ず記名をお願いしま
す。
 

・ 数人で自転車に乗るときは、横に並
ばないようにしましょう。帰宅時

刻
のめやす

夏季→17時 ・

・はさみ・ノリなど日常的に置いて
おくものは、年度初めに担任から
連絡します。

単元テスト 学習評価（評価・評定） 宿題・家庭学習

下記のものは原則持ち帰らずに学校保管としま
す。必要に応じて補充点検をお願いします。

授業の持ち物は、学級通信でお知
らせします。学習に関係のないも
のは持たせないでください。

・評価の観点は下記の3段階です。

・全員が使用する図工や家庭科の教
材は､一括して学校で購入し教材費
として徴収させていただきます。

CRTテスト
・評定は、各教科の評価基準に基づ

く絶対評価による３段階です。・１年の学習の習熟度をみるため
に、１月下旬に実施し、コン
ピューター診断を行います。

・

家庭学習の習慣を身に着け、基礎学
力の定着を図るために、毎日の提出
に取り組んでいます。詳しくは「家
庭学習のてびき」をご覧ください。

・各教科の単元の習熟度をみるため
に、単元が終わると実施します。

・三学期制ですが、評価・評定は2
回です。
前期(4～9月)と後期(10～3月)

・

旅行のおみやげは
・学校でのお土産等の配布は、ご遠

慮ください。

・いじめや不登校、体罰などの学校教
育に関する悩み、子育て・しつけな
ど家庭教育に関する悩みなど相談し
てください。

・ ・

学校にお越しの際には
・お車でお越しの際は、本校体育館

前駐車場をご利用ください。

・

お子さんの成長についての小さな悩
みごともお気軽に音更町のスクール
カウンセラー（SC）と相談できま
す。
担任等を通じてご相談ください。

12月にスマホ・ケータイ安全教室を全学
年対象に行い、ルールやマナーを学習し
ます。

登校から下校までのけがは「日本ス
ポーツ振興センター」医療給付の対
象となります。けがをして病院にか
かったら、担任にご連絡ください。
手続きに必要な書類をお渡ししま
す。

副教材費、PTA会費等については随
時、お便り等にてお知らせします。
・

配信例
学校行事の延期、変更や
不審者情報など

・メール配信サービス「マチコミ」
を導入しています。

9:15
    9:20

13:45
  13:50

登校前
・

・

暴風雨や降雪などで登校が困難と判断した場
合、朝６：30までに各家庭へマチコミメール
でお知らせします。

・

集団下校で安全を確保できると判断した
場合は職員が引率して下校します。

大災害等で安全な下校ができないと判
断した時は、保護者による迎えを基本
とします。

学校内・学校敷地内では
・校地内（グラウンド、駐車場を含

む）は、全面禁煙です。ご理解と
ご協力をお願いいたします。

●電話相談
０１２０－３８８２－５６
（無料、毎日24時間対応）

●メール相談
doken-sodan@hokkaido-c.ed.jp

各種テスト・調査
B：おおむね満足できると判断されるもの

・ 全国学力学習状況調査(６年生)４月

・

飲料水
いずれもマチコミメール等でお知らせします

登校したら
・ 学習用具を机の中に入れ、かばんは

ロッカーの中に片付けます。（上着
はコートかけに）

調査の結果はご家庭へ通知します

・新体力テスト（全学年）６～７月

児童玄関前通路は、事故を防ぐた
め、緊急時以外の車での通行、駐
停車をご遠慮ください。

・

学級閉鎖（インフルエンザな
ど）、運動会延期などのお知らせ
は、決定後、すぐに「マチコミ」
やプリントでお知らせします。

緊急時の電話連絡は時間がかかり
ますので、利便性の高い「マチコ
ミ」への登録をお願いします。

給食エプロン、三角巾、ランチマッ
ト、マスク入れを使用します。月曜
日に持参し、金曜日に持ち帰ること
とします。

・ 食品衛生上、給食の持ち帰りは不可
とします。

登校後

C：努力を要すると判断されるもの 学習サポート（長期休業中）
通知表 「みどりのめ」 ・ 夏・冬季休業中は、３日間程度学校

で学習のサポートを行っています。
参加は希望制です。

・ その日の授業の復習や、定着に必要
な内容をプリントやchromebookで
復習したり、自主学習の形で取り組
んだりしています。A：十分満足できると判断されるもの

・前期・後期の2回通知します。

●来所相談
（10～16時、土日・祝日、年末年始はお休みです。）
子ども相談支援センター
札幌市中央区北3条西7丁目道庁別館8階
※上記の電話相談で予約してください。

・

鍵盤ハーモニカ・絵の具セット・裁縫
セット・書道セット・リコーダー・学
校が指定した教科書・資料集など

・

・

・

朝学習　8：10～8：20

８：１０のチャイムが鳴り終わるま
でに着席し、朝の会では健康観察を
行います。

落ち着いた気持ちで授業に臨む心構
えと環境を整えます。

復習を中心に個人の学力の育成を図
ります。（chromebook含む）

週一度、全校朝読書に取り組みます。

・

・

・

給食費は毎月10日、ご指定のゆう
ちょ銀行口座より引き落とされま
す。（分割指定の場合のみ）

11:10
   11:15

12:55
  13:00

・

生

活

学

習

そ

の

他

令和４年度

保存版

かしこく（確かな学力）

やさしく（豊かな心）

たくましく（健やかな体）

校訓 精一杯

始業式・入学式 2022/4/8（金）

参観日・PTA総会
4月25日（月）
　　～26日（火）

※PTA総会は書面開催
運動会 6月3日（金）

修学旅行
7月14日（木）
　　　～15日（金）

夏季休業日
7月23日（土）
　～８月17日（水）

学習発表会 10月7日（金）
開校記念日 10月24日（月）

冬季休業日
12月24日（土）
　　～1月16日
（月）

卒業式・修了式 3月24日（金）

・話している相手を見て、最後まで静か
に聞こう。

・丁寧な字で書こう。

・「…です」「…だと思います」など最
後までしっかり話そう。

・背筋を伸ばしで、正しい姿勢で学習し
よう。

・名前を呼ばれたら、「はい」と返事を
しよう。

・むだ話や手遊びをやめよう。

・学習に必要なものは、休み時間に準備
をしよう。

・チャイムが鳴ったら、すぐに授業がは
じめらるようにしよう。

・机やロッカーの整理整とんをしよう。

〒080－03４2 河東郡音更町下音更北7線西7番地

TEL （0155）3１-7171 FAX （0155）31-7333
お子さんについてご心配なことがありましたら、お気軽にご相談ください。

教
育
目
標

保護者の監督が条件となっている携帯端末の

利用について、万が一トラブルがあっても学

校側では対処できません。最寄りの警察署に

ご相談ください。

帯広警察署生活安全課　0155-25-0110

・


