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〒088-1366　浜中町茶内橋北西39番地
    　　　TEL 0153-65-2252  FAX 0153-65-2652
https://www.townhamanaka.jp/chanaisho/index.html
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諸費納入は口座振替

お子様が学校にお金を持って

くることはありません。

･教材費

1年生:3回（4/6/11月）

2～6年生:2回（6/11月）

･ＰＴＡ会費（4/10月末）

･漢字検定、算数検定等の

検定参加者の検定費 社会算

登校８：００

・決められた通学路で登下校

・8:00に児童玄関を施錠

■欠席・遅刻する際は保護者

の送迎･連絡が必要
・連絡帳による連絡

・安心メールによる連絡

・電話による連絡

※電話連絡の時間帯

① 7:30～ 8:00

②15:30～16:30

■早退については、電話または

連絡帳で連絡をください。

朝の活動

８：００～８：１５

・学年で計画を立て、15分間を

集中して国語・算数等のドリ

ルやプリントで習熟したり、

読書などに取り組みます。

・読書ボランティアによる読み

聞かせ（毎週水曜日）

・学期始めに、スクールバス利

用者向けにバス乗車指導があ

ります。

学習の約束
①学習に必要な道具を忘れず

に準備しましょう。

②休み時間のうちに学習の準

備をして、授業が始まる前

に席につきましょう。

③姿勢よくはっきりとあいさ

つしましょう。

④正しい姿勢で、ていねいに

文字を書きましょう。

⑤声の大きさ、話し方に気を

つけて発表しましょう。

⑥話し手の方へ目や心を向け

て聞きましょう。

机の上に出すもの
■机の左側に 教科書・ノート

■鉛筆 ■色鉛筆 ■消しゴム

■定規（15cm程度）

筆箱の中身
■鉛筆 5～6本(三角か六角)

1･2年 ２B・B

3年～ B・HB

■色鉛筆 赤･青1本ずつ

（兼用のものも可）

3年～ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ可

■消しゴム 事務用のもの

ノートの規格

■各学年で使用するノート 国語

社会算数理科道徳漢字 1年

10マス 7マス

宿題と自主学習

■毎日宿題が出ます
・学習週間を身につけることが

目的です。

・学校でチェックします。

■自主学習を推奨

・家庭学習の手引きを参考に自

分でできる学習をします。

・ドリルは、家庭で〇つけして

から提出しましょう。

■家庭での目安の学習時間
《宿題＋自主学習の目安の時間》

下校時刻

午前授業～13:00

低 学 年～14:20

高 学 年～14:20(水）

14:40(水以外）

15:30(委員会）

下校バス発車時刻

13:00/14:30/14:45/16:00
※中学校と調整をして多少変更するこ

とがあります。

体力向上の取組
■体力テストの実施
・毎年7月に8種目を全学年で実施します。

・課題種目を設定し、その種目の記録向上

につながる取組をし、2学期に再計測を実

施します。

■体育科授業の改善
・十分な運動量を確保するとともに、運動

の仕方や学び方を学習します。

■マラソンタイム
・8月下旬から3週間程度、わくわくタイム

に全学年で5分間走を実施します。

■なわとびチャレンジ
・1月末から3週間程度、わくわくタイムに、

1分間の前跳び、5分間の新しい跳び方の

学習をします。

服装・持ち物

■毎日

・ランドセル・水とう

・ハンカチ ・ティッシュ

・筆記用具 ・下敷き

・ファイル（お便り入れ）

・体育がある時は、ジャージ

など動きやすい服装

※持ち物には記名を！

■天候によって

・雨具 ・手袋 ・帽子

×学習に必要ないものは禁止×

早寝･早起き･朝ごはん

■規則正しい睡眠リズム
・睡眠不足や不規則な睡眠リズムは情緒面

や行動面に大きな影響を与えます。

・9～11時間は、睡眠しましょう。

■朝ごはんはエネルギー
・体温が上がり、頭が冴えるようになりま

す。必ず朝食をとってから登校

させてください。

■メディアは２時間まで
・家庭で電子機器の使用時間を決め、規則

正しい生活をしましょう。

・21時過ぎの利用は控え、

ぐっすり寝るようにしましょう。

遊び方

■遊びのマナー
・マナーを守って、仲良く遊びましょう。

・危険な遊びはやめましょう。

■注意しましょう！
・「いつ」「どこで」「だれと」遊ぶのか

をお家の人に伝えてから遊びましょう。

・子ども同士だけでお金を使って遊ぶこと

は、良いことではありません。

・お金を使う時は、お家の人に必ず伝えま

しょう。

・知らない人に声をか

けられても、ついて

いってはいけません。

主な行事の予定
4月23日参観日･全体懇談会

6月11日運動会※体育科学習発表会

6月20日開校記念日

7月23日夏季休業（～8/17）

9月 3日八幡神社祭（～9/4）

9月15日修学旅行（～9/16）

10月22日学芸会

（地区文化祭での発表）

11月13日釧路PTA連合研究大会

12月24日冬季休業（～1/15）

3月17日卒業式

3月24日修了式

PTA活動について

①子どもたちのためのPTA

②学校と保護者がつながるPTA

③保護者と保護者がつながるPTA

4月 朝の街頭あいさつ運動・１年生下校指導【厚生補導部】

5月 春の小中合同環境整備作業【施設部】

7月 七夕用柳の設置【施設部】
夏休み前に花火セット配付

10月 秋の環境整備作業【施設部】

11月 釧P連（浜P連）研究大会への参加【研修部】

この他に ・研修部企画の家庭教育学級【研修部】

・授業のサポート（学校支援ボランティア）

安心安全メール
■学校からの連絡
※緊急時のお迎えや学年閉鎖（インフルエン

ザ等）のお知らせは、決定後、すぐに安心

メールを配信し、周知します。

※不審者情報、クマ情報等、各種お知らせの

時にも安心安全メールにて情報配信します。

■家庭からの「欠席・遅刻」の連絡
※要領は別紙にてご確認ください。

※当日８：００までに連絡をお願いします。

■安心安全メールによるアンケート
※学校評価、給食試食会参加有無等について、

アンケートにお答えいただき、情報を集め

ることがあります。

■本校は｢電話連絡網｣がありません

～大人が子ども達の見本に～

■授業参観時の廊下でおしゃべり
※廊下での声が子ども達の授業の妨げにな

ります。教室内に入って参観をお願いし

ます。

※校内での携帯電話使用は、教室から離れ

た場所でお願いします。

■車での来校
※体調の悪い児童のお迎えなど、事情があ

る場合は、駐車場を利用してください。

※登校時や下校時の車の送迎は、事故防止

のため、表校門から入り、裏校門（体育

館側）から出るようにしてください。

※子どもの体力向上のためできるだけ歩い

て登下校させてください。

※児童玄関横専用駐車は許可証が必要です。

1年 2年 3年 4年 5年 6年

10分 20分 30分 40分 50分 60分

国語 社会 算数 理科 道徳 漢字

1

年
８マス

7マス

十字リー

ダー入り

2

年

10マス

十字リー

ダー入り

21m ｍマス

14マス

15ｍｍマス

１０×14

84字

十字リー

ダー入り

3

年

18マス

１２ｍｍマス

17マス

12ｍｍマス

１２×１７

4

年

たて罫12行

12m m 縦罫

12行

5

年

6

年

１２０字

ヨコ罫27行

８m m

横罫

10m m 方眼

5m m リー

ダー罫入り

10m m 方眼

5m m リー

ダー罫入り

10m m 方眼

5m m リー

ダー罫入り

１０４字

10m m 方眼

5m m リー

ダー罫入り

帰宅時刻

■決められた時刻までに帰宅

4～ 5月 17時

6～ 8月 18時

9～10月 17時

11～ 3月 16時

■習い事・少年団活動

・活動が帰宅時刻を過ぎる場合、

保護者等による送迎を原則と

します。


