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２０１９年度

保存版

◆よく考え，進んで学ぶ子ども

◆思いやりがあり，助け合う子ども

◆ねばり強く，やり抜く子ども

◆じょうぶな体に，きたえる子ども

■欠席・遅刻は安全確認のため，
必ずご連絡ください。

■早退や体育の見学等の場合も，
必ずご連絡ください。

■遅刻・早退の場合は，安全のた
め原則，保護者の送迎をお願
いします。

■連絡がない場合は，家庭訪問
や緊急連絡先への電話で確認
します。

■決められた通学路で登下校します。

■８時２０分までに教室に入ります。

■安全上，早く登校しすぎないようご協力く

ださい。(けが等に対応できません）

登校 ８：１０～８：２０

■登下校時に寄り道をしない。雪玉を
作らない，持たない，投げない。

下校時刻 学年通信でご確認ください。

帰
宅

５～８月 午後６時まで
９・３・４月 午後５時まで
１０～２月 午後４時まで

生

活

学

習

そ

の

他

■外出時は「どこへ」「誰と」「何時まで」を分
かるように
■大人のいない家に入りません。
■お金の貸し借りやおごったりおごられたり
はしません。
■子ども同士のカードなどの品物の売り買
いはしません。
■総合アミューズメントパーク，ゲームセン
ター，ゲームコーナー，カラオケボックス，
ボーリング場，カード売り場などへは，子
どもだけで出入りしません。（保護者同
伴）
■校区外へ出かける時は，保護者かそれ
に代わる人と行きます。（５・６年生は，保
護者の許しがあれば，３人以上で出かけ
てもよい）
■「青雲のよい子」，「春・夏・冬休みのくら
し」をご覧ください。

■ランドセル・かばん等
(両手が自由になるもの)

■教科書・ノート類
■ふで入れ
■ハンカチ・ティッシュ
■連絡袋
（プリント類を入れるもの）
■連絡帳（1，2年生のみ）

毎
日

天
候
に

よ
っ
て

■雨具（天候によってはカッパ）
■手袋・帽子（寒い時期）

禁
止

し
て
い
ま
す

■携帯電話 ■お金
■学習に必要ないもの
※特別な事情がある場合に
は，担任ご相談ください。

雑
巾

■雑巾2枚(床・机用各1)
■洗濯ばさみ４つ
（洗濯ばさみには紐を輪にし
ものを付けてください。）

給
食

■箸と箸入れ
■ランチョンマット
■エプロン，バンダナ

コート類のタグには掛け紐（７
～10㎝）を付けてください。教室
後方のフックに掛けやすくする
ためです。

運
動
時

■ジャージ等運動に適した服装
■上靴の底は白
■髪の毛は縛る
※水泳学習で，水泳帽子，
バスタオルなどを忘れた場
合はプールに入ることがで
きません。（感染防止のた
め）
※スキー学習で，帽子，手
袋を忘れた場合，スキーを
滑ることができません。（安
全上）

靴は靴箱にそろえて入れます。

（上段には上靴，

下段には外靴を

入れます）

共
通

■はさみ■スティックのり
■色鉛筆■体育帽子
（机横に掛けるために紐を付けてください。）

■クレヨン ■算数セット
■探検バッグ ■鍵盤ハーモニカ
■三角定規 ■リコーダー
■絵具セット ■コンパス ■分度器

学習に集中できるよう，筆入れの中身
はシンプルなものを揃えます。

・家で削ってくる。
・２Ｂ～ＨＢ，５～６本。
・赤鉛筆は，２本
・飾りのついていないもの

鉛筆

赤鉛筆

消し

ゴム

・よくきえるもの
・香りのついていないもの
・ころがらないもの

定規
・15cmぐらいの長さ
・メモリが見やすいもの
・折りたたみ式でないもの

※「通信」「青雲のこころざし」を参照。

１年国語(10マス十字リーダー入り)

算数(６マス十字リーダー入り)

２年国語(12マス十字リーダー入り)

算数(14マス）

※１・２年生は，途中で別のノートに

変更します。（学年通信で連絡）

３年国語(18マス)算数（17マス）

社会，理科

(10mmマス十字リーダー入り)

４・５・６年

国語，算数 ，社会，理科

(10mmマス十字リーダー入り)

※登校直後から体の不調を訴える子ど
もがいます。

※朝食を抜くと、頭がさえず、体温も
上がらないことがあります。必ず朝
食をとってから登校させてください。

※規則正しい生活習慣（早寝早起
き等）とともに、家庭で電子機器
の使用のルールも決めましょう。

朝ごはんは脳のエネルギー

時間を決めて
ゲーム・パソコン・スマホなど

【国語・算数】基礎学力の定着を図り
ます。

【合唱】学芸発表会や卒業式に向けて
歌声を合わせて曲を練り上げていく
一体感を味わいます。

宿題と家庭学習を毎日行います

※毎日学習するという習慣を身に

付けます。

※内容は，学年で話し合い，ある程

度統一して行います。

※時間の目安は，

１０分×学年＋１０分 です。

１年（20分）２年（30分）３年（40分）

４年（50分）５年（60分）６年（70分）

参観時の廊下

※廊下での声が子どもたちの授業の妨げになっ
ています。ご理解とご協力をお願いします。

※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

※校地内は，児童の安全管理上駐車できません

ので，よろしくお願いします。

※校門やバス停付近の路上は法令により駐車が

禁止されております。（交通の妨げになりま

す）

※特別な事情による児童の送迎については，ご

相談ください。

◆緊急時の連絡手段として，メール

送信を行っています。

◆速やかに情報を共有し安全確保

を図るために，「連絡メールシステ

ム」へのご登録をお願いします。

◆連絡メールをお送りするケース

○不審者・犯罪情報

○インフルエンザによる学級閉鎖

○天候不順による行事予定変更

○下校時刻変更 など

課業時間中のけが

◆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。
※けがをして病院にかかったら、養護教
諭または担任にご連絡ください。手続
きに必要な書類をお渡しします。

PTA行事でのけが

◆PTA行事でのけがは，「PTA安
全互助会」の対象になります。
（保護者・児童）

毎月１５日は諸費振替日

学生ボランティア

ＰＴＡボランティア読み聞かせ

○始業式・入学式 ４月５日（金）
○全校参観日・ＰＴＡ総会４月１４日（日）
○家庭訪問４月２２日（月）～４月２６日（金）
○遠足（１～４年） ５月７日（火）
○運動会 ５月２６日（日）
○参観日（５・６年，青２）６月３日（月）
○参観日（１・２年，青１・５）６月４日（火）
○参観日（３・４年） ６月７日（金）
○宿泊研修（５年）６月１２日（水），１３日（木）
○修学旅行（６年）７月１０日（水），１１日（木）
○１学期終業式 ７月２４日（水）
○夏休み７月２５日（木）～８月１９日（月）
○すくすく学習７月２５日（木），２６日（金）
○２学期始業式 ８月２０日（火）
〇学芸発表会 ９月１５日（日）
○前期通知表配付 ９月３０日（日）

★朝活動・

中休みに本

の読み聞か

せ

★教育大学旭川

の学生名が登

録！授業のサ

ポートをします。

朝 → 午前７：３０～８：２０
放課後→ 午後６：００迄

○参観日（１・２・３年，青１・５）１０月８日（月）
○参観日（４・５・６年，青２）１０月１１日（金）
○臨時休業（研究会のため）１０月１６日（水）
○授業実践交流会 １１月１４日（木）
○保護者懇談１１月１８日（月）～２２日（金）
○参観日（４・５・６年，青２）１２月３日（火）

○参観日（１・２・３年，青１・５）１２月６日（金）

○２学期修業式１２月２３日（月）

○冬休み １２月２４日（火）～１月１５日（水）

○すくすく学習１２月２４日（火），２５日（水）

○３学期始業式１月１６日（木）
○新１年生一日入学２月１３日（木）
○中学校入学説明会２月１８日（火）(予定）
○参観日（５・６年，青２）２月２１日（金）
○参観日（１・２年，青１・５）２月２５日（火）
○参観日（３・４年）２月２８日（金）
○卒業式３月１９日（木）
○修了式３月２５日（水）

８：２０～８：３５

※勤務時間が午前８：１０～午後
４：４０のため，対応できな場合があ
りますことをご了承ください。

月曜日・金曜日

火曜日

【さわやか集会】月に１回
【フッ化物洗口・読書】

「ラインズｅライブラリ」学習可能

■教科書（書写，生活科，社会科，
音楽，保健，図工，外国語，家庭科）

■その他（国語辞典，あさひかわ，
社会科資料集，地図帳，）

※詳細は，通信をご覧ください


