
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     

 

 

 

 

生
活 

欠席・遅刻・早退 登下校 校外での約束 服装・持ち物① 服装・持ち物② 下校時刻表 

・保護者の連絡が必要です。（連絡帳） 

・欠席･遅刻時は兄弟姉妹または登下校班

の児童に連絡帳を渡してください。 

・電話での連絡は 8：00～8：25 にお願いし

ます。 

・遅刻･早退時は、保護者の方が学校まで送

迎をお願いします。 

・遅刻をした場合は、まず西昇降口前の呼

び出しブザーを押して職員室に知らせて

ください。職員がドアを開けますので、

西昇降口から校舎内に入ります。 
 

 

＜登校＞8：00～8：20 

※安全のため、早く登校しすぎないように

ご協力下さい。 

・通学班の集合時刻を守り、通学団で並ん

で登校します。 

 

＜下校＞ 

・学年によって下校時刻が異なります。詳

しくは、下校時刻表をご確認下さい。 

・学年末や学校行事の際は、下校時刻が変

更する場合があります。「学級通信」や「学

校だより」を必ず確認して下さい。 

 

＊夏季の登下校時、ソーシャルディスタン

ス確保及び熱中症対策を兼ねて、晴雨に

よらず傘さし登下校を推奨しています。 

・自転車に乗るときには必ずヘルメットを

かぶります（着用します）。 

・出かけるときはおうちの人に「行き先」

「誰と遊ぶか」を伝えます。 

・いのちの笛を身につけます 

・子どもだけで大型店やゲームセンターへ

は行きません。 

・子どもだけで川や池へは行きません。 

・最終下校時刻を守ります 

4月～ 8月 18:00 11月～ 2月 16:30 

9月～10月 17:30  3月～ 17:30 

 
 

＜服装＞  

標準服を着用し、登下校は安全帽（黄色）

をかぶります。また、いのちの笛、名札

（校外では裏返す）を身につけます。 

＜体育時＞ 

白体操服（半袖･長袖、左胸に記名）  

紺ショートパンツ（左前に記名、ひざ丈

より短いもの）、赤白帽、体育館シューズ

（滑りにくいもの）、必要に応じて汗拭

きタオル 

 

 

 

＜衛生＞ 

ハンカチ、ティッシュ、マスク（常時用） 

＜給食着＞ 

エプロン（白色で袖があるもの）、給食帽

子（白）、マスク 

※当番が終わったら持ち帰って洗濯

します。 

歯磨きセット（歯ブラシ、コップ） 

＜その他＞ 

防災頭巾（座布団タイプ） 

記名済みの置き傘 

 

 

曜日 学年 時刻 

月 

全 校 5 限 14：35 

4年以上委員会･クラブ
実施日のみ 6限 15：25 

火 
1 ･ 2 年 5 限 14：35 

3 年 以 上 6 限 15：25 

水 全 校 5 限 14：35 

木 全 校 6 限 15：25 

金 
1 ～ 3 年 5 限 14：35 

4 年 以 上 6 限 15：25 

 

学
習 

学習で使うもの① 学習で使うもの② 学校で使うノート 宿題と家庭学習 朝の活動 早寝・早起き・朝ごはん 

＜持ってくる学習用具＞ 

 

 

 

 

 

＜置いておく学習用具＞ 

 

 

 

 

 

 

 

＜算数で使うもの＞ 

１・２年生…算数セット 

３～６年生…三角定規・コンパス 

      分度器（４年生以上） 

＜学習用＞ 

学年始めに学校で購入しますので、無くな

りましたら、それに準じて購入して下さい。 

＜連絡帳＞ 

・時間割を書くための児童用 1冊 

・保護者と担任との連絡用 1冊 

＜タブレット＞ 

・タブレットを毎日持ち帰ります。宿題や

自主学習、毎朝の健康観察を入力します。 

 

学習習慣の定着に取り組みます。 

 

自主学習を推奨しています。「家庭学習の手

引き」を参考にして下さい。 

 

＜自主学習目標＞ 

低学年・・・週 1回 

中学年・・・週２回 

高学年・・・週３回 

 

「こつこつ週間」ご協力お願いします。 

（各学期 1 週間ずつ、家庭での学習や生活

上の目標を立てて取り組みます） 

＜みのわタイム（８：２５～８：３５）＞ 

 国語科を中心に、各学年で発達段階に応

じて指導していきます。 

（例） 

・語い（言葉）学習 

学年ごとに知っておきたい言葉を学ぶ  
・短作文学習 

100文字程度の短い文章を書く  
・名詩名文学習 

百人一首や著名な詩歌などを暗唱する 

など 

＜朝ごはんは脳のエネルギー＞ 

 朝食を抜くと、脳にエネルギーが補給され

ず、勉強に身が入らなくなります。必ず朝食

をとってから登校させてください。 

＜時間を決めて＞ 

 早寝・早起き等、規則正しい生活習慣を身

に付けましょう。 

 学習やゲーム・動画などの時間をしっかり

決めることも大切です。 

 

そ
の
他 

主な行事予定 緊急連絡 地震や台風等の大災害 情報機器・ネット利用 教育相談 学校施設の利用 
  

入学式 4/6（水） 修学旅行 
10/13（木） 

10/14（金） 

運動会 5/28（土） 
2 学期終業

式 
12/23（金） 

1 学期 

終業式 
7/20（水） 

3 学期 

始業式 
1/10（火） 

2 学期 

始業式 
8/29（月） 六送会 3/8（水） 

1～3 年 

遠足 
9/29（木） 卒業式 3/17（金） 

4・5 年 

野外活動 

9/29（木） 

9/30（金） 
修了式 3/24（金） 

 
変更の可能性があります 

・緊急連絡は、まちコミメールで行います。 

・まちコミメールの登録のお願いします。 

 

 

 

・連絡は、まちコミメールや学校ＨＰ、プ

リントの配布で行います。 

・詳しくは、「南海トラフ地震臨時情報発表

時における児童の登下校と授業の扱いに

ついて」や「台風時における児童の登下

校と授業の実施について」(4月配布及び

学校 HP掲載)で確認願います。 

・緊急時の児童引き渡し時に、必ず引き渡

しカードにサインをお願いしています。 

 

・インターネットやアプリは、安全に正し

く使わないと、いじめの温床や、事件に

巻き込まれるきっかけになる可能性があ

ります。 

・機器を操作する「技術」だけでなく、適切

に使う「心」を育むことを大切にしまし

ょう。 

・使用時間制限やフィルタリング設定等を

活用しましょう。 

 

・お子さんの成長についての悩み事につい

てお気軽にご相談ください。 

・スクールカウンセラーに相談することも

できます。 

・スクールカウンセラーは、お子様本人だ

けでなく、保護者の方々も利用できます。 

 

 

 

運動場を含め学校は閉まっています。 

下記以外の方は入ることができません。 

・学校体育施設開放利用団体 

（例：スポーツ少年団、クラブチーム等） 

・教職員 

・その他、学校長の許可を得た者 

 

 

 

・学校敷地内は校舎内外を含め、全面禁煙で

す。遵守をお願いいたします。 

日
課
表 

学年 登校 箕曲タイム 朝の会 １限目 ２限目 業間 ３限目 ４限目 給食 昼休み 掃除・読書 ５限目 帰りの会 下校会 ６限目 帰りの会 下校会 

1～3年生 
8:00～8:20に着

くように 

8:25～

8:35 

8:35～ 

8:45 

8:45～

9:30 

9:35～ 

10:20 

10:20～ 

10:40 

10:40～ 

11:25 

11:30～ 

12:15 

12:15～ 

12：55 

12:55～ 

13:15 

月･水･金：掃除 

火･木：読書 
 

13:15～ 

  13:25 

月･水 全学年 

13:30～14:15 

14:15 

～14:30 
14:35    

4年以上   
木曜日 全学年 

14:20～15:05 
15:05～15:20 15:25 

＜所在地・電話＞ 
 

所在地 三重県名張市夏見３５１ 

電 話 ０５９５－６３－１８０２ 

電話対応時間 ８：００～１８：００ 

（定時退校日及び長期休業中の期間は電話対応時間が変更します。） 

＜時間外緊急連絡先＞ 
 

緊急かつやむを得ない場合の時間外連絡先 

０５９５－６３－２１１０・２１１５（名張市役所宿直室） 

＜職員勤務時間＞ 
 
 ８：００～１６：３０ 

＊働き方改革及び総勤務時間縮減に取り組んでいます。

ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

箕曲小ガイド（保存版）  令和 4年度版 

学習に集中できるようシンプルなものを使います。 

その他については、学年ごとにお便りでお知らせします。 

はさみ、糊（スティックタイプ）、色鉛

筆、クレヨン、探検バック、鍵盤ハーモ

ニカのふき口、リコーダー、習字道具、

絵具セット、国語辞典（漢字辞典は学校

のものを使用） 

鉛筆：６本（2B～HB） 

ペン：赤ペンか赤鉛筆・名前ペン 

消しゴム：シンプルなもの 

下敷き：サイズ（A4対応が望ましい） 

定規：15cm程度（折りたたみ式でない

ものが望ましい） 目安時間 
10分間×学年 
（例）3年生 
10×3＝30分間 

車での来校はお控えください。 

スクールカウンセラーの学校訪問日は、

「保健だより」でお知らせします。 

学習に不要なものを持ってこないようにします。 

持ち物全てに名前を書きます。 

放課後、運動場に来るときも、お菓子

を食べたりゲーム機で遊んだりしな

いようにしましょう。 


