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緊急連絡 主な学校行事

机にかけておくもの　 水泳学習

朝読書・朝学習 早寝･早起き･朝ごはん

こんなときには 相談

ノートをそろえています 宿題と家庭学習

学

習

登校・下校欠席・遅刻・早退・見学

筆箱の中には 道具箱に入れるもの

校外での約束

２０２０年度

保存版
〒407－0024　韮崎市本町二丁目2番41号

☎ 0551－22－2145　FAX 0551－22－2146
お子さんのことなど気になることがありましたら，お気軽に御相談ください。

学校教育目標

　　さくらとにおう
　　　　　　　よい子ども

生

活

服装・持ち物

よくわかる！韮崎小学校
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日課表 給食 ５校時　６校時１校時　２校時

お迎え読書活動

下校3：00〔5校時の日〕

下校3：45〔6校時の日〕

本校ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞhttp://www.nira.comlink.ne.jp/

＊よりよい学校教育のため，予告なく

　変更することがあります。

・人をきずつけるような，あぶない遊

　びはしません。

・自転車にのるときはヘルメットをか

　ぶります。

・学校に遊びに来るときは，自転車は

　西門に整頓しておきます。

・線路の近くでは遊びません。

・子どもだけでショッピングセンター

　やゲームセンター等に行きません。

＊詳しくは韮崎小のきまり，夏・冬・

　春休みのすごし方を御覧ください。
＊特別な事情がある場合には，

　担任に御相談ください。

毎日

季節に

より

禁止

 ･ランドセル

・動きやすい服装

・ハンカチ・ティッシュ

・名札（校内）新規購入希望は担任まで

・手袋(寒い季節）

・帽子(暑い季節）

・水筒（水分補給・うがい用）

携帯電話，お金，

その他学習に必要ないもの

緊急連絡はメール・学級連絡網・プリ

ントなどでお知らせします。

配信例
不審者情報・臨時休校・学級閉

鎖・災害時緊急連絡など

＊緊急メール受信には，登録が必要です。新規あ

　るいは変更があった場合には，担任まで御連絡

　ください。（登録案内をお渡しします。）

＊学級連絡網が回ってきたときは速やかに次の方

　へ回してください。

１年

２年

３年

＊その他のものはお便りでお知らせします。

・クレヨン・計算ブロック・計算カード・カスタネット・三角定規

・クレヨン・計算ブロック・計算カード・カスタネット

＊三角定規・分度器は透明なもの

・三角定規・コンパス

・分度器・ステープラー

・三角定規・コンパス

全

学

年

４年

５年

６年

●はさみ●のり●クーピー

●セロテープ●自由帳

●フェルトペン●名前ペン

けがをして病院に行ったら

①登校から下校まで（学校管理下）のけが

　で受診すると，日本スポーツ振興センタ

　ーの給付金の対象となります。

②学校生活以外でのけがで受診すると親子

　安全会の見舞金の対象となります。

＊けがをして病院で受診をしたら，担

　任に御連絡ください。手続きに必要

　な書類をお渡しします。

※①は市の子ども医療費助成制度との

　　重複不可，領収書が必要，②は重

　　複給付可能です。

ゲーム・パソコン・スマホなど

＊規則正しい生活習慣とともに

　家庭での機器の使い方のルー

　ルを決めましょう。

朝ごはんは，脳のエネルギー

＊朝食を食べると頭がさえ，体温

　も上がりスムーズに活動に入れ

　ます。必ず朝食を！

時間を決めて

＊遅刻・早退は安全確保のため

　保護者の送迎をお願いします。

　保護者の送迎や連絡が
　必要です。

＊欠席・遅刻の連絡は8：15まで

　に連絡帳または欠席連絡カード

　でお願いします。(緊急時は電話で）

＊早退や体育の見学の場合も担任

　に御連絡ください。

８：２５～８：３５

朝読書（月・水・金）

朝学習（火・木）

図書室から借りた本・学級文庫

の本を読みます。

学年や学級で計画を立て国語・

算数などのプリント，ドリルな

どに取り組みます。

筆箱は箱形(鉛筆差し込みタイプ）

●鉛筆５本(２B)●赤鉛筆１本(１年)

●定規１本(15㎝)●赤･青鉛筆各１本(２年)

●鉛筆ホルダー●消しゴム１個(白)

筆箱は箱形(鉛筆差し込みタイプ）

●鉛筆５本（２BかB）●赤・青鉛筆各１本

●定規１本（15㎝）●消しゴム１個（白）

●鉛筆５本以上（BかHB）

●赤・青（鉛筆またはボールペン）各１本

●定規１本（15㎝）●消しゴム１個（白）

●ラインマーカー１本（ピンク）

１年

２年

３年

４年

５年

６年

家庭学習（自主学）を推奨します

〔家庭学習の例〕日記・計算・漢字・音読

　ローマ字・視写・熟語・予習・復習など

〈自主学習の時間の目安〉

　１～３年 ３０分　４年～学年×１０分

毎日，宿題が出ます

＊学習習慣を身に付けられるように取り

　組みます。

＊学校で点検します。

国語 漢字 算数 社会

 3・４年 18マス 84字
方眼罫5㍉

リーダー入
ー

５･６年 15行 104字
方眼罫5㍉

リーダー入

方眼罫5㍉

リーダー入

12マス 50字
14マス

17マス

(2学期)

各学年で使用するノート

１年

２年

最初8マス

→10マス

→12マス

50字

(使用開始後)

横型10マス

横型12マス

(2学期)

・連絡帳〔１年生は日ごとにページが変わるもの〕

・理科ノート(3~6年)は学校で一括購入します。

・その他のノートは学年便り等でお知らせします。

●「うちどく貯金」・１年生に

　　入学したときに通帳を配付

　　します。

●春・秋に読書週間の取組

●読み聞かせ

　職員の他，児童からボラン

　ティアを募っています。

韮小では様々な読書活動を

行っています。

車での来校

保護者様用の駐車場はありませんので

お車での御来校は御遠慮ください。

お子様の送迎

学校線路側の道を南側から北側

に進行して，校門付近表示より

南側あるいは北側に停車してく

ださい。

上記のことを守り，安全に短時

間でお願いします。

登校

下校

8：00～8：20

＊決められた通学路で登校します。

＊安全のため，早く登校しすぎないよ

　う御協力ください。

下校時刻表で確認を

放課後

校庭開放 3月～10月 4：30まで

  　         11月～２月 4：00まで

水着・無地の紺色（スクール水着）

・学年色のスイミングキャップ
       1年青,2年桃,3年紫

       4年赤,5年黄,6年緑

・ゴーグル使用可

水泳学習期間

６月１5日～９月８日

水泳学習カード
＊保護者印・日付・体温がないと

    プールに入れません。

＊帽子・タオルを忘れた場合も入

　れません。（感染防止のため）

 ･マスク

・ランチョンマット
・歯ブラシ
・歯みがきコップ

給食袋

色帽子(学年色）

 1年青,2年桃,3年紫

 4年赤,5年黄,6年緑

気になるときはすぐ相談

スクールカウンセラー（S C )

＊お子様本人や保護者の皆様が，

　学校生活などでの悩み事など

　をSCに相談できます。

＊希望される方は，学校まで御

　連絡ください。

始業式・入学式

実行委員会　PTA学年総会

家庭訪問

終業式

始業式

運動会

修学旅行（６年）

自然教室（５年）

音楽発表会

道徳公開・教育講演会

個別懇談

終業式

始業式

卒業式

修了式・離任式

１１月   ５日（木）

10／21（水）～22（木）

１

学

期

２

学

期

12／8（火）～11（金）

３

学

期 ３月２５日（木）

１２月２３日（水）

  １月１２日（火）

４月１７日（金）

４／23，24，28，30

７月２２日（水）

10／13（火）～15（木）

４月　６日（月）

９月２６日（土）

８月２７日（木）

１１月１９日（木）

３月１９日（金）


