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登校 朝学タイム 朝の会 １校時 2校時 中休み ３校時 ４校時 給食 昼休み 清掃 ５校時 ６校時 帰りの会 下校 

欠席･遅刻･早退･見学 登校･下校･帰宅時刻 校外での約束 

 

早寝･早起き･朝ごはん 服装･持ち物 その他のきまり 

欠席・遅刻 

・8：1０までに電話連絡をしてください。

ない場合は，携帯電話や勤務先等へ確認

する場合があります。 

早退・見学 

・体育科など見学する場合も連絡を。 

遅刻・早退 

・安全のため，保護者の送迎を。 

水泳学習 

・参加できない場合には，保護者からの連

絡が必要です。 

・安全確保，感染症予防等のため，用具

（水泳帽子，バスタオル等）を忘れた場

合，プールには入れません。 

登校時間  7：45～８：１5 

・決められた通学路で登下校を。 

・早く登校しすぎない。 

下校時刻 

 ５時間日課 14：30 

 ６時間日課 15：30 

＊放課後子ども教室に行く児童は，子ども 

 教室のきまりに従ってください。 

帰宅時刻の目安 

３月～ ５月 １７：００まで  

６月～ ８月 １８：００まで 

９月～11 月 １７：００まで 

12 月～ ２月 １６：００まで 

＊ご家庭でルールを確認してください。 

・他の家の敷地を歩いてはいけません。 

・お金の貸し借りはいけません。 

・家の人に「どこに」「だれと」を伝えて

から出かけましょう。 

・道路や歩道で遊んではいけません。 

・火遊びは絶対にしてはいけません。 

・道路脇の雪山には上りません 

【自転車で行ける範囲の目安】 

低学年…自分の家の周りと学校の周り 

中学年…かまきり公園 

高学年…スポーツセンター 

ネット依存症 心配！ 危険！ 

・オンラインゲーム，SNS などは，親と相

談してルールを守って利用する。 

朝食で脳と体にスイッチを 

・朝食をとると，頭がさえ，集中力もアッ

プ。朝食を食べるようにしましょう。 

 

スマホやゲームは時間を決めて 

・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，スマホの使用ルール 

をしっかり決めましょう。 

毎朝気持ちよく起きるには 

・睡眠には心身の疲労を回復させる働きの 

ほかに，脳や体を成長させる働きがあり

ます。早く寝るように心掛けましょう。 

・日中にしっかり運動をすると， 

自然に眠くなります。 

毎日 

・ランドセル，リュックなど 

（両手が自由になるものを） 

・ハンカチ，ティッシュ 

・連絡帳（必要に応じて） 

・体育の時は動きやすい服装で。 

・持ち物には記名を。 

 

禁止 

・携帯電話，スマホ，お金など，学習に必

要のないもの 

※特別な事情がある場合には，事前に担任

にご相談ください。 

コート類はフックにかけます 

・コート類やスキーウェア等は，教室横の 

フックにかけます。 

教室ロッカーサイズ 

・１～４年生（２つずつ利用できます） 

高さ 27 ㎝，幅 47 ㎝，奥行 29 ㎝ 

・６年生（２つずつ利用できます） 

高さ 2６㎝，幅 45 ㎝，奥行 29 ㎝ 

 

靴箱サイズ 

・全学年共通（２つずつ利用できます） 

高さ４５㎝，幅２７㎝，奥行３０㎝ 

 

筆箱の中身  学校におく学習用具  置いて帰ってよい教科書 

 

家庭学習 ノートは学校で統一 その他 

鉛筆 削った B か HB 鉛筆を５本程度

１，２年生は B か２B で。 

ペン 赤鉛筆・青鉛筆 1 本ずつ 

※１本にまとまっているものでもよい。 

 

消しゴム キャラクターや匂いつきでな

く，よく消えるもの。 

 

直定規 15 ㎝程度の透明なもので，折り

たたみタイプでないもの。 

＊名前ペン，蛍光マーカー等は，担任から

指示があります。 

＊必要なもので学校に持っていかせたいも

のがあれば担任へご相談ください。 

全学年共通 
□はさみ □のり   □絵の具セット 
□色鉛筆 □なわとび □紅白帽子  

 

 

 

 

 

 

  

登下校時の荷物の重さを考慮して，学校で

は，次の教科書を学校に置いて帰ってもよ

いことにしています。 

 

置いて帰ってもよい教科書 

・国語，算数，理科，社会以外の教科書 

＊家庭学習で持ち帰った場合は，次の授業

に忘れないようにしましょう。 

 

ルールを守ろう 

☆学校に置いてある教科書は，整理整頓を

してしっかり管理しましょう。 

☆置き場を間違えないようにしましょう。 

家庭学習は毎日提出 

・家庭での学習習慣を身に付けられるように

取り組みます。 

家庭での学習の奨励時間 

学習時間の目安：学年×１０分＋１０分 

・１年生…１×１０＋10 『２０分間』 

・２年生…２×１０＋10 『３０分間』 

・３年生…３×１０＋10 『４０分間』 

・４年生…４×１０＋10 『５０分間』 

・６年生…６×１０＋10 『７０分間』  

自主学習を充実させよう！ 

自分の課題を決めて取り組みます。「めあ

て」や「まとめ」も書くようにします。 

１年生前半  

国語 22 ㎜ 10 マス 算数 22 ㎜ 10 マス 

１年生後半  

国語 18 ㎜マス 算数 17 ㎜マス 

２年生 

国語 15 ㎜マス 算数 12 ㎜マス 

３～６年生 

全教科 5 ㎜方眼 10 ㎜マス（十字点線入り） 

※５・６年生の外国語ノートは１０段 

 

家庭学習ノート 

１・２年生 

 各学年のノート・使いやすいノート 

３年生以上  

5 ㎜方眼 10 ㎜マス（十字点線入り） 

朝学タイム ８：１５～８：２５ 

・静かに学級で読書をしたり，学習した内容

を復習したりします。 

＊全校朝会や他の取組になる場合があります。 

体力づくり 中休み「めざせ体力向上」 

・毎週「火曜日」と「木曜日」に実施 

・ランニング，サーキットトレーニング，縄

跳び等に取り組みます。 

＊グラウンドで実施する期間もあります。 

＊徒歩での通学も体力向上につながります。 

忘れ物 

・登校後，家に取りには行けませんので， 

まずは自分から先生に相談します。 

家庭との連絡手段 緊急時に 基本の時間割 

 

学校諸費 主な行事 学校に連絡を 

連絡メール 

・不審者情報，臨時休校，緊急時引渡し，

その他のお知らせなどの情報を配信しま

す。悪天候時をはじめ，定期的にメール

確認をお願いします。 

＊全家庭で「連絡メール」登録をお願いし

ます。複数名登録できます。 

（QR コードからお願いします） 

＊登録の仕方が記載された用紙が必要なご

家庭は教頭までお願いします。 

 

学校だより 

・子どもたちの学校での様子を 

毎月 1 回お知らせしています。 

※地域にも回覧していただいています。 

※学校の HP からもご覧いただけます。 

『連絡メール』でお知らせいたしますの

で，こまめなチェックをお願いします。 

臨時休校・遅滞登校 

・悪天候や熊出没など児童生徒の安全確保

が必要な場合。 

不審者情報 

・本校の児童生徒にも関わる不審者情報が

ある場合。各家庭で安全確保にご協力を

お願いします。 

緊急時のお迎え 

・悪天候や児童の安全確保が必要な場合は

学校に児童を待機させ引渡しを行います

ので，お迎えをお願いします。 

時間割 

        月 火 水 木 金 

 １年生   ４ ５ ５ ５ ５  

 ２年生   ５ ６ ５ ５ ５  

 ３年生    6  ６ ５ ６ 6  

 ４年生    ６ ６ ６ ６ ６  

 ６年生     ６ ６ ６ ６ ６  

 

＊月曜日は５時間授業になる場合が多い 

 です。 

＊上記を基本としますが，学校行事や感 

染症対策などにより 

時間割を変更する場 

 合があります。各学 

級の通信や時間割で 

ご確認ください。 

現金の紛失事故を防ぐため，集金袋の口をク

リップ等で留めて持たせてください。 

 

PTA会費 ４０００円/年 

 ４月に会費納入のご案内をさせていただ 

きます。期日までに納入をお願いします。 

 

学年教材費 

 学年によって徴収金額が異なります。 

年に２回「９月」と「３月」に集めます。 

※おつりがないよう 

にお願いします。 

始業式・入学式 ４月６日（水） 

遠足（滝小合同） ５月１３日（金） 

運動会 ６月１２日（日） 

修学旅行 ６月２３日～２４日 

夏季休業 ７月２６日～8月１８日 

学芸会 １０月１６日（日） 

冬季休業 １２月２４日～１月１８日 

卒業式・修了式 ３月２４日（金） 

 

登校から下校までのケガは 

・校内でのけがで病院に行ったら連絡をくだ

さい。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です。 

 

不審者・不審電話 

・怪しいときはすぐに連絡を。場合によって

は，ご家庭から警察に連絡してください。 

 

転校，転居，家庭環境の変化など 

・分かり次第，連絡をください。 

 

教育相談 

・お子様のことで気になることがあれば学校

まで気軽にご連絡ください。関係機関と連

携した教育相談も実施できます。 

 令和４年度  

保存版 

濁川小学校学校の勤務時間は 8:１５～16:４５です。本校は，働き方改革を進め，ご家庭・地域のみなさまとともにより質の高い教育の推進に努めます。 

7:45      8:15    8:25   8:30       9:20    10:05   10:25     11:15       12:00   12:35     12:55     13:15    14:10    15:00    15:10   15：30  

 

学校ホームページ 
https://www.town.takinoue.hokkaido.jp/kyoikuiinkai/school_education/nigosyo/ 
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粘 

土 

三 

角 

定 

規 

コ 

ン 

パ 

ス 

分 

度 

器 

1年 ○ ○    

2年 ○ ○ ○   

3年   ○ ○  

4～6 年   ○ ○ ○ 

※三角定規・分度器は透明なもの。 

※その他（鍵盤ハーモニカ，リコーダー

裁縫セット，習字セット）等について

は，各学年でお知らせします。 

※忘れた場合は，自分で先生に 

相談します。 

夢いっぱい（学ぶ力） 
愛いっぱい（思いやる心） 
力いっぱい（たくましい体） 基本目標 ～心豊かで たくましく 進んで行動する子～ 

授業時間 

【４５分間】  


