令和3年度
保存版
・決められた通学路で登下校します。
・安全のため、早く登校しすぎない
ようにご協力下さい。

欠席・遅刻の連絡
⇒8：2０までに

登校⇒8：００～８：１５

・連絡が無い場合は、家庭訪問
や勤務先へ電話で確認する場合
があります。
・早退や体育などの見学の場合
も担任にご連絡下さい。

朝学習（月～木）朝の会（金）
８：２０～８：３０

下校

早退・遅刻の場合
⇒原則保護者の送迎

５校時 １４：2０
６校時 １５：1０

帰宅時刻
４～９月

・安全確保のためご協力をお願
いします。

学習に集中できるよう、筆箱
の中身はシンプルなものを

鉛筆
ペン

Ｂか２Ｂ 5本
赤、青ペン(鉛筆)
黒の油性ネームペン
消しゴム シンプルなもの
定規
透明な物
（15 cmくらいのもので
折りたためるものは禁止）
・その他の学習用具について
は、学年便りなどをご覧下さ
い。

１
学
期

４．

８（木）始業式・入学式

６．

６（日）運動会

全学年共通
■はさみ
■のり
■クーピー（色鉛筆可）
■探検バック■粘土板
■とびなわ ■体育帽子
低学年
■クレヨン■計算ブロック

国 語

・3年生以上については、算数の
学習内容により、三角定規、コ
ンパス、分度器などを使用しま
す。定規類は透明な物を用意。
・その他については、学年便り
でお知らせします。

算 数

配信例

７．２１（水）終業式

臨時休校、不審者情報、学級

８．１８（水）始業式
９．

２
学
期

閉鎖、行事などについて

１（水）修学旅行（～２）

９．１０（金）開校記念日

・各ご家庭におかれましては、『帯
広市子供安全ネットワーク』にご加
入なさるようお願いします。
・学級閉鎖や行事の延期などは決定
後、速やかに安全メール、学校ＨＰ、
お便りでお知らせします。

９．２８（火）宿泊学習①（～２９）
９．２９（水）宿泊学習②（～３０）
１１．１４（木）学習発表会（～１５）

３
学
期

１７：００

１２．２４（金）終業式
１．１４（金）始業式
３．２３（水）離任式

・当番表に従い、今年度もご協力を
お願いします。

３．２４（木）修了式・卒業証書授与式

日課表
金曜日課表

8:00

8:15 8:20

児童登校・準備

8:00

8:30

朝学習

8:15 8:20

児童登校・準備

・用事がない時以外は、お店に入りま
せん。
・友達同士で、お金の貸し借りやお
ごったりおごられたりはしません。
・水の事故に注意します。川などには
近づきません。
・インターネットやＳＮＳについては、
必ずご家庭でルールを決めて下さい。
事件や事故から、お子さんを守りま
しょう。
・外に遊びに出るときは、家の人に、
「どこに」「だれと」を必ず伝えま
しょう。
・詳しくは、「夏・冬・春休みのすご
し方」をご覧下さい。

朝の会

8:40

朝の会
8:30

1校時
9:15

１校時

2校時

中休み

中休み
3校時

持ち物には記名をしましょう！

毎日、宿題が出ます

10:40

10:25

天候・気温によって
■雨具、手袋、帽子、水筒
など

・学年末や汚れた時に持ち帰り、学
期始めに持ってきます。

11:10

3校時
11:15

4校時

4校時
給食

・月、火、水は担任の指示で学習に取
り組みます。
・木曜日は、全学年で読書に取り組み
ます。家庭から持参も可です。漫画な

◆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。
◆学校以外のけがは、「ＰＴ
Ａ安全互助会」の対象となる
ことがあります。
・けがをして病院にかかった
場合は、担任にご連絡下さい。
手続きに必要な書類をお渡し
します。

・今年度も給食費は10回、ＰＴ
Ａ会費は３回に分けて納入をお願
いします。

13:00
12:55

清掃・昼休み

13:20 13:25
13:00

14:10 14:15

5校時

清掃・昼休み

13:45

5校時

13:50

禁止しています
■携帯･スマホ･お金
■学習に必要のないもの
※特別な事情がある場合はご相談下さい

交通安全に関わって
■登下校は、通学路を通りま
しょう。
■交通ルールを守りましょう。
■正しい自転車の乗り方を守り
ましょう。
■冬の登下校は、雪遊び(除雪さ
れた雪山での遊びを含む)をせず、
凍結路面に十分気をつけ歩きま
しょう。

・保健室は、学校でその日にし
たケガや体調不良などの際、一
時的に応急手当を行い、経過を
見る場所です。教室での学習が
困難な場合はお迎えをお願いし
ております。
健康を守るため時間を決めて
ゲーム、パソコン、スマホ

朝学習 8:20～８:30

・お子さんの成長についての
小さな悩み事も気軽にご相談
下さい。本校担当教諭、心の
相談員（毎週月曜日来校）が、
担当します。電話にてご連絡
下さい。

給食
12:40

アップ。必ず朝食をとらせて下さい。
できれば、主食･主菜･副菜が揃った朝
ごはんを！

【家庭学習の例】
・日記、音読、視写、暗記、計算。
漢字、ローマ字、予習、復習など。
各学年に配布される『家庭学習の
てびき』も参考にしてください。
【目安】
学年×１０分

12:20

12:00

・朝食をとると脳がさえ、集中力も

家庭学習を推奨します

そ
の
他

11:25 11:35

朝食で脳と体にｽｲｯﾁｵﾝ！
～早寝・早起き・朝ご飯～

・学習習慣が身に付くように取り
組みます。
・毎日、学校で点検をします。

学
習

・校舎周辺や路上駐車は迷惑とな
りますので、所定の場所へ停めて
いただくようにお願いします。
・朝の時間帯、校門前は児童が道
路を横断し危険ですので、南校門
の東側（グラウンド寄り）に車を
停めるようにして下さい。
・けがなどの事情により、駐車の
必要がある場合のみインターロッ
キングへの乗り入れを可とします。

10:05

その他
■雑巾2枚(床･机用各1)
■洗濯ばさみ2つ

活

学校にお越しの際は

10:20

毎 日
■ランドセル・かばん
(両手が自由になるものを)
■上靴(底が黒以外)
■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

・週末に持ち帰り、洗濯をして週始
めに持ってきます。

1年生 ６マス横開き
2年生 １４マス
3年生 １２㍉マス５㍉方眼
４年生 １０㍉マス５㍉方眼
５年生 １０㍉マス５㍉方眼
６年生 １０㍉マス５㍉方眼

2校時

9:20

生

1年生 1０マス
2年生 １５マス
3年生 １２㍉マス５㍉方眼
４年生 １０㍉マス５㍉方眼
５年生 １０㍉マス５㍉方眼
６年生 １０㍉マス５㍉方眼

9:25 9:35

給食袋
■エプロン ■三角巾
■ランチマット

15:00

6校時
14:35

14:45

6校時 帰りの会

15:10

帰りの会

・登校直後から体調不良を訴え、体
力･集中力がもたない子がいます。
・リズムある規則正しい生活習慣と
共に、家庭でゲームやパソコン、ス
マホなどの使用ルールをしっかりと
決めましょう。

〒０８０－２４６９
帯広市西１９条南４丁目２４
Tel 0155-34-5615
34-5618
Fax 0155-34-2334
HP
http://www.meiwa.obihiro.ed.jp/

