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欠席・遅刻・早退・見学 登校・下校・帰宅時刻 校 外 で の 約 束 服装・持ち物

筆箱の中身 学校に置いておくもの あ ゆ み 宿題と家庭学習 早寝・早起き・朝ごはん

主な行事予定 日 課 表
家庭との連携 そ の 他

一
学
期

入学式 ４月 ８日（金）

参観日 ４月１８日（月）

教育相談① ４月２０・２１日（水・木）

運動会 ６月 ２日（木）

終業式 ７月２２日（金）

二
学
期

始業式 ８月１８日（木）

学習発表会 １１月１７日（木）

教育相談② １２月５・６日（月・火）

終業式 １２月２３日（金）

三
学
期

始業式 １月１７日（火）

卒業生を送る会 ３月 ３日（金）

卒業・修了式 ３月２４日（金）

保護者の送迎や
連絡が必要です

・欠席や遅刻の連絡は７：３０
から７：４５までにお願いし
ます。
・連絡がない場合は、家庭訪問
や勤務先への電話確認をする
場合があります。
・早退や体育等の見学の場合も
ご連絡ください。
・早退の場合は、保護者の方
にお迎えをお願いします。

登校時の開錠時刻 ７：３０

・決められた通学路で登下校します。
・８：１５までに登校します。
・安全のため、早く登校しすぎない
ようご協力ください。

・下校時刻は、学級通信等でご確認
ください。

・予定変更で下校バスに乗らなくな
る場合は、下校１時間前までに、
学校まで連絡ください。

・他人の家の敷地内へ勝手に入りません。
・友だち同士のお金の貸し借りやおごっ
たり、おごられたりしません。
・子どもだけでスーパーやコンビニ等に
出入りしません。
・インターネット、ＳＮＳなどの利用に
ついて、ご家庭でルールを決めてくだ
さい。事件・事故からお子さんを守り
ましょう。
・家の人に「どこに」「だれと」を伝え
て出かけます。

・学習習慣を身に付けられる
ように取り組みます。

帰
宅

４～９月 17時まで
１０～３月 16時まで

※詳しくは「学校生活のきまり」、

「夏・冬休みのきまり」をご覧ください。

服

装

□特に指定はありません。
□けがの防止のため、運動時
は動きやすい服装にしま
しょう。

□上靴は、床に色がうつらな
いもの。（基本は白）

禁
止
し
て

い
ま
す

□雨具
□手袋・帽子（寒い時期）

□携帯・スマホ・お金
□その他、学習に
必要のないもの

学習に集中できるよう、筆箱の中身
はシンプルなものを揃えます

鉛筆
・削ってある鉛筆
４、５本（Ｂか２Ｂ）
・赤鉛筆（赤ボールペン）

消し
ゴム

白でよく消える、
シンプルなもの１個

定規
15cm程度の透明で
二つ折りではないもの

※蛍光ペンなど、その他の物を担任から指
示する場合もあります。

※全てに記名をお願いします。
※マスコットやキーホルダー等を
つけないこと。

全
学
年
共
通

□はさみ □のり
□色鉛筆 □とびなわ
□紅白帽子

1年生 クレヨン

2年生 クレヨン・三角定規

3年生 三角定規・コンパス

4年生以上 三角定規・コンパス・分度器

※定規・分度器は透明なもの

【内容】
・一人一人の子どもの学習・生活・
健康面についてお知らせします。
【発行時期】
・前期と後期の２回
◇前期：10月1日 ◇後期：3学期末
※１２月に行われます、教育相談の
際に得意不得意なこと等、詳しく
お話します。

【お願い】
・学校生活を振り返る機会としてい
ます。今後につながる意欲
付けとしてご活用ください。

宿題がでます

家庭学習を推奨しています

・日記や音読、計算、漢字等の自
主的な学習。詳しくは学校から
の「家庭学習の手引き」を参考
にしてください。

※各学年の時間の目安

学年×１０分

朝ごはんで脳と体にスイッチ・オン

◇登校直後から体の不調を訴え、体力・
集中力がもたない子どもがいます。

◇朝食をとると、頭がさえ、集中力もア

ップ。必ず朝食をとらせてください。
できれば、主食・主菜・副菜がそろっ
た朝ごはんを食べさせましょう。

◇リズムのある規則正しい生活習慣
とともに、家庭でゲームやパソコン、

スマホなどの使用のルールをしっかり

決めましょう。

健康を守るために時間を決めて
～ゲーム・パソコン・スマホなど～

「まちコミメール」で情報発信

・不審者情報 ・臨時休校 ・学級閉鎖
・集団下校 ・急なお知らせ など

◇全家庭、まちコミメールへの登録をお願いします。
（毎年更新してもらいます）
◇集団下校や学級閉鎖（インフルエンザなど）のお
知らせは、決定後すぐにメールやプリントでお知
らせします。

けがをして通院したら

スクールカウンセラー（ＳＣ）

教材費について

◇登校から下校までのけがは「日本スポーツ振興セン
ター」の対象となります。
◇学校で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。

◇教材費は、各学年からお知らせがあります。前期と
後期の2回での納入か、できるだけ一括での納入を
お願いします。

◇お子さんの成長についての小
さな悩み事も気軽にスクール
カウンセラーと相談できます。
（年に５回程相談日があります。)

◇スクールカウンセラーへの相
談を希望される方は担任まで
電話でお知らせください。

スクールカウンセラー
について

令和４年度
（２０２２年度）

〒０８０－０３４３
音更町字東士狩

西７線５２番地
ＴＥＬ（0155）42-4704
ＦＡＸ（0155）42-4732

◇自ら学び表現する子

◇友だちと仲よくする子

◇進んで身体をきたえる子

◇ふるさとを愛する子

天

候

に

よ

っ

て

◇教材費などを納入する際は、基本的に保護者の
方が直接学校まで持ってきていただきますよう
お願いします。

集金について

東士狩タイム

朝の会

１校時

２校時

中休み

３校時

４校時

給食

清掃・昼休み

５校時

６校時

下校バス

通常日課 参観日日課 会議日日課

災害時の対応

◇別紙で配られている『東士狩小学校安全確保の
ための危機対応マニュアル』をご確認ください。

配
信
例

8 :15～8:30 

8 :30～8:40

8:40～9:25

9:30～10:15

10:15～10:35

10:35～11:20

11:25～12:10

12:10～12:40

12:40～13:20

13:20～14:05

14:10～14:55

①14:30②15:30

8:15～8:25

8:25～9:10

9:15～10:00

10:00～10:15

10:15～11:00

11:05～11:50

11:50～12:20

12:20～12:45

12:45～13:30

13:45

8 :15～8:30 

8 :30～8:40

8:40～9:25

9:30～10:15

10:15～10:35

10:35～11:20

11:25～12:10

12:10～12:40

12:40～13:00

13:00～13:45

13:50～14:35

①14:05②15:05


