
令和３年度 〒 059-2561日高郡新ひだか町東静内 328番地
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7:45 8:10 8:20 8:30 8:40 10:15 10:35 12:10 12:50 13:10 13:30 15:05 15:20
日課表 ※ 月曜は清掃なしです。15:00以降に児童会活動を行います。

登校 職員 朝の ※ 木曜は清掃なしで、全校５時間授業、14:２0の下校です。
打合 活動 朝の会 １校時 ２校時 20分休 ３校時 ４校時 給食 昼休み 清掃 ５校時 ６校時 帰りの会 ※ 詳細は、日課表でご確認ください。
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登校・下校時刻

登校 ７：４５～８：１０
・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

ご協力ください。(けが等に対応できません)

・８：２０～ 朝の活動（読書等）

５校時→１４：２０
（本馬くん家 14:30）下校

６校時→１５：３０

欠席・遅刻・早退

欠席・遅刻の連絡
→ ７：３０～８：１０

・連絡がない場合は、保護者や勤務先へ

の電話、家庭訪問等で確認する場合が

あります。

・早退や体育などの見学の場合も、担任

にご連絡ください。

・8:10～8:20の電話連絡はご遠慮くだ

さい。（職員の打ち合わせ中です）

遅刻・早退の場合
→ 原則、保護者の送迎

・安全確保へのご協力をお願いします。

校内生活のめあて

１．元気にあいさつをしよう

２．廊下は静かに歩こう

３．時刻やチャイムを守りけ
じめある生活をしよう

４．やり始めたことは最後ま
でやろう

５．自分の考え・意志は，態度
ではっきり示そう

６．先生・友達の話は静かに聞
こう

津波警報発令時

●在校時
・一次避難→学校裏高台
・二次避難→藤沢牧場

＜児童引き渡し＞
※ 必ず保護者が
来てください。

・引き渡し場所

１ 小学校校舎・体育館

２ 藤沢牧場

※「さくら連絡網」等を通じて、
情報発信に努めます。

こんな子どもたちに
令和3年度に育成を目指す資質・能力

言語能力 （知識・技能）

立場や考えを説明する力・聞く力
（思考力・判断力・表現力）

探究する力（学びに向かう力・人間性等）

子どもたちの「知りたい！」「学
びたい！」を大切にします

今年度は、子どもたちが自ら課題を発
見し、調べたり考えたりしたことを、
自らの言葉で伝え合う活動を行います。

今年度の重点目標

学び合い，認め合いながら
探究し続ける子どもの育成

学習用具②

学校に置いておける学習用具

□日常的に使用するもの
・はさみ ・のり
・紅白帽 ・とびなわ
・粘土 ・工作マット
・ｸｰﾋﾟｰ(12色) ・ｸﾚﾊﾟｽ(12色)

□鍵盤ハーモニカ
□絵の具セット（２年生～）
□リコーダー（３年生～）
□書写（毛筆）セット（３年生～）
□彫刻刀（４年生～）
□裁縫セット（５年生～）

※ 他に教科書等で許可しているものも
あります。担任から説明があります。

学習用具には必ず記名をしてください。

｢ﾌﾟｰﾙ学習｣＆｢ｽｹｰﾄ学習｣

「プール学習」
◇時期 ７月中旬～８月下旬
◇用具 水着、水泳帽、ｺﾞｰｸﾞﾙ、

ﾊﾞｯｸﾞ、ﾀｵﾙ、ﾋﾞﾆﾙ袋
※ 持ち物、着衣（下着、靴下を含む）

には必ず記名してください。

「スケート学習」
◇時期 １月下旬
◇用具 スケート靴 ※

手袋、帽子
ジャンパー上下

※ サイズや数量は少ないですが、学校

からスケート靴の貸し出しもしていま

す。

タブレットについて
学校や家庭で一人１台タブレットを

使えるようになりました。タブレット
を使って調べ物や勉強がしやすくなり
ます。
○タブレットの使い方やルール
・タブレットは学校のものです。

・学校で使う時は先生の指示を聞いて使い

ましょう。

・やさしく大事に使いましょう。

・水をこぼさないようにしましょう。

・きれいな手でさわりましょう。

・起動は開く、終了は閉じるだけです。

・「わたしのアクセス免許状」のＱＲコード

を使ってログインします。

困った時は、学校では先生にお家ではお家

の人に相談しましょう。

家庭学習のすすめ

学校で子どもたちの学力向上に取
り組んでいくと同時に、学校と家庭
が連携することにより、学習内容が
より確かに定着し、主体的に学ぶ習
慣が確立します。

◇時間のめやす
「学年」×１０分＋１０分

◇学校からは「宿題」が出ます。
～詳しくは担任から説明します。～

◇宿題以外の自主的な取組を推奨し
ています。

◇集中して取り組むことができる環
境づくりや、励ましなど、ご家庭
のご協力をお願いします。

2021年度 主な行事予定
始業式・入学式 4月 ７日（水）

一 参観懇談 1,3,5年 4月20日（火）

学 2,4,6年 22日（木）

期 PTA総会 ４月27日（火）

運動会 6月13日（日）

宿泊学習（5・６年） 7月15日（木）

16日（金）

潮干狩り 7月 9日（金）

終業式 7月26日（月）

二 始業式 8月20日（金）

期 学習発表会 10月 9日（土）

終業式 12月24日（金）

三 始業式 1月19日（水）

学 卒業証書授与式 3月23日（水）

期 修了式・離任式 3月24日（木）

※詳しくは月行事予定でご確認ください。

｢さくら連絡網｣で
情報を発信します

配 臨時休校、行事延期、
信 不審者情報、学級閉鎖
例 など

・緊急時の連絡やお知らせを｢さく
ら連絡網｣にて行っています。学
校から配付された「登録用紙」を
参照して、MailまたはLINEでの
登録をお願いします。

・ 登録の申請や質問などのお問い
合わせは、学校までお願いします。

※返信機能を使い、アンケート
などをお願いすることもありま
す。

学校敷地内は
完全禁煙となっています

健康増進法の改正（2020年
完全施行）により学校敷地内は
完全禁煙となり、新ひだか町で
も通知に基づき町内全小・中学
校で禁煙となっています。

【飲酒運転根絶に向けた取組】
新ひだか町では、飲酒運転根

絶をめざし、様々な取り組みを
推進しています。学校における
集会・会合等でも飲酒を伴うこ
とのないように指導を受けてい
ます。

ご協力をお願いいたします

｢東静内小学校学校運営協議会｣
～ｺﾐｭﾆﾃｨ･ｽｸｰﾙについて～

学校と保護者や地域の皆さん
がともに知恵を出し合い、協働
しながら児童の豊かな成長を支
えていく「地域とともにある学
校づくり」を進める仕組みがコ
ミュニティ・スクールです。
東静内小学校区では令和2年

12月に発足しました。
学校運営協議会では、学校と

地域が「どんな子に育ってほし
いか」を共有し、様々な活動を
行っていきます。
皆様のご協力をお願いしま

す。

～新型コロナウイルス感
染症に関すること～

◇手洗い・手指消毒！
咳エチケットの徹底！
３密を避ける！

◇ご家庭では
・毎朝の体温計測、健康チェック、発熱や風

邪症状の時は無理をせず自宅療養を！

◇学校では
・マスク着用、体温チェック、手洗い・手指消

毒の徹底、３密を避けた活動、換気の徹底を行

っています。

※感染した疑い、息苦しさ、強いだるさ、高熱の場

合は、下記番号まで

北海道新型コロナウイルス感染症健康相談センター

℡ ０８００－２２２－００１８(フリーコール)

校外生活のきまり

１．交通ルールやマナーを守り，
安全に気を付ける
（自転車はヘルメット着用・冬期
間は禁止・校区外は禁止）
２．知らない人に声をかけられ
ても，車に乗らない

３．登下校時は寄り道をせず，
用事のある時は先生に言う

４．帰宅時間を守る
帰宅時間
４～８月 １８：００
９～10月 １７：００
11～１月 １６：００
２～３月 １７：００

スクールバス

☆安全指導にご協力ください！
※ 特に降車直後の安全確認の徹底

等、ご家庭でも指導をお願いします。

※ ４月に配布する「スクールバス運

行経路及び運行時刻のお知らせ」に

乗車名簿、注意事項などが記載され

ていますのでご確認ください。

※ 11月～3月までは冬期スクール

バスを利用する児童がおりますの

で、多少各停留所の発車時刻が変わ

ることがあります。１０月配付の冬

期バス運行時刻のお知らせにてご確

認ください。

☆バス利用の変更や申請等がある場合は、学

校までお知らせください。

～給食について～

◇当番
エプロン、三角巾、マスクを各自
で準備をお願いします。

※牛乳のみアレルギー代替食有

おみやげ、差し入れについて
本校では、家族旅行などでのお土
産や行事においての差し入れにつ
きましては、食物アレルギー対応
として、お気持ちのみ頂くことと
しております。ご理解とご協力を
お願い致します。

学習用具①

□筆箱
・鉛 筆 ５本

※１年生は２Ｂ
２年生以上は２Ｂ～ＨＢ

・赤鉛筆か赤ペン １本
※１年生は赤鉛筆

・よく消える消しゴム
□ノート

国語 算数 社 理
１年 10ﾏｽ・十字ﾘｰﾀﾞｰ 7ﾏｽ
２〃 12ﾏｽ・十字ﾘｰﾀﾞｰ 14ﾏｽ
３〃
４〃

5㎜方眼（国語）

５〃
10㎜方眼（その他の教科）

６〃
※ 使用のめやすです。詳しくは担任
から説明します。

学習用具には必ず記名をしてください。


