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・学習習慣を身に付けられるよう に

取り組みます。

・基本的に、○付け・お直しは自 分・家

庭で行 います。おうちの方で、最後の

見取りまでお願いします。

≪家庭学習の例≫
・日記・音読・視写・暗記・計算・漢字・

熟語・ローマ字・予習・復習・調べ学習・自
然観察・縄跳び・リコーダー練習など
・○付けをしてから、提出します。
※各学年「家庭学習のしおり」を参考にします。

体育用お出かけバッグについて

・お出かけバッグの中に以下の物を
入れて体育に向かいます。

〇水とう 〇汗ふきタオル
〇マスクを入れる袋

※天候に合わせて、十分な量の水分を
学校に持たせてください。

8：00 8：20 8：35 8：45 9：30 9：35 10：20 10：40 11:25 11:30 12：15 12：55 13：15 13：45 14:30 14:35 15：20 15：35 ※月曜日と水曜日は少し違う時間になります。全校５

時間までで14：２５下校。他の曜日は、５時間の
ときは14：45下校、６時間のときは１５：４０下
校です。詳細については、HPをご覧ください。
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★学校管理下でのけがは、スポーツ振

興センターの申請対象となります。
（治癒までにかかる医療点が５００点以上で対

象です。）

病院にかかられましたら、必要書類を
お渡ししますので、担任にご連絡くだ
さい。

現金での納入となります。

（職員室へお越しください。）

水泳学習

・連絡がない場合、家庭訪問や勤務先
等への電話をする場合があります。
・早退や体育などの見学の場合も、ご
連絡ください。

学校諸費引き落としできなかったら…

いじめ・意地悪・危険な行為
・お金の貸し借りやおごったりおごられたりする。

・用が無いのにお店に入ったり、子どもだけで飲
食店やゲームセンター等に入ったりする。
＊「夏・冬・春休みのくらし」をご覧ください

「志」 しっかり学ぶ

「津っ」 ずっとやりぬく

「子」 心と言葉を大切にする

☆保護者用駐車場はご用意できません。

・校舎周辺(こども園の送迎用駐車場・コ
ンビニエンスストア等)への駐車は絶対
にしないでください。

・お体の都合などで校地内に駐車の必要
がある場合は、事前にご連絡ください。

。

その他の色ペンなどにつきましては、
学年便りなどをご覧ください。

※筆箱や鞄には、マスコットやキーホ
ルダーなどをつけないこと。

学習に集中できるよう、筆箱の中
身は シンプルなものを揃えます

鉛筆 5、6 本（Bか ２B）
赤鉛筆
（５・６年生は赤ボールペン
も可）

ネームペン 黒の油性ペン1本

消しゴム シンプルなもの１個
（香り無しのもの）

定規 筆箱用には、１０～１５ｃｍ
のものが使いやすいです。

日課表

学校では・・・
けがや病気への応急手当を行います。

・緊急時には保護者へ連絡をします。
※緊急の連絡が必ずつくように

電話番号等が変わった時には

必ずお知らせください。

（連絡帳でも大丈夫です）

・自宅での休養が必要な場合はおむか
えをお願いしています。
※保健室での休養は、原則１時間です。

F A X ・ 連 絡 帳 ・ （ 電 話 ）

1 8：20までにお願いします。
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開館：月・火・水・木・金

＜＜利用方法＞＞

【平日 長休み・昼休み】
貸出：2冊／1週間

【夏休み前・冬休み前】
貸出：2冊／2週間

ダメなことはダメ！

・長時間スマホなどを触っていませんか？

・いじめの要因になることもあります。

・入院治療が必要になる場合もあります！

・ネチケットを守り、家庭のルールを決めましょう！

（ネット上では、勝手に写真をあげない。）

遅刻・ 早退の場合
保護者送迎お願いします

【電話対応時間】
平日 7:30～18:30

※上記以外、自動応答

志津小の勤務時間は 、8:20～16:50 です。本校は、働き方改革を進め、ご家庭・地域のみなさまとともにより質の高い教育の推進に努めます。

学年×10分を推奨しています。

心配！危険！【ネット依存症】

・緊急時には、メールで連絡をしま
す。登録をお願いします。

（登録されていない方へは電話で連絡し
ますが、遅くなることがあります。個人情
報は保護されます。利用は無料です。）

学 校 メ ー ル

■携帯電話・スマホ・お金

■ その他学習に必要ないもの

禁
止

・通学服（標準服）
・名札（学校にいる時だけ）
・通学帽子
（黄色の安全帽子）
・通学用かばん
（ランドセルまたはリュック式）
・上ぐつ（白色）
・体育館シューズ
（白色で、先に青いゴムか紺色のライン）

・体操服（半袖シャツ「ゼッケン付き」・
ショートパンツ「紺色」・体育用帽子

「白色・内側に赤線入り」）

※ 夜8時～朝10時は、友だちとのネット

ゲームなどのオンラインはしません。

日々の継続、ご家庭での点検をお願いします

＜虐待は通告します＞

「児童虐待の防止等に関する法律」に

より、虐待は早期発見、通告します。

志津小は、関係機関と連携し、安全・

安心な学校運営を進めます。

『早ね・早おき・朝ごはん』が大
切です。規則正しい生活をして、
体調管理に気をつけましょう。

心と体を大切に！

～保健室より～

保健室は、けがや病気の人
が休むところです。静かに
入りましょう。

毎日、家庭学習の課題がでます。
高める４つのこと

１．仲間との交流
２．成功することの喜び
３．１つ１つの技を集中して取り組む力
４．成功できるように練習する根気強さ

自分だけのマイけん玉

けん玉１本勝負

今年は、一人１つのマイけん玉で練習
しています。（学校の貸し出し）

毎月、「大皿」「小皿」「中皿」「とめけん」
「ふりけん」の５つの技の成功率を競っ
ています。

①（４月） 目を見て笑顔であいさつを
始めと終わりは３秒礼

②（５月） 名前を呼ぶとき〇〇さん
返事は「はい」と元気よく

③（６月） ろうかは右側歩きます
時間を守って早めに準備

④（７月） みんなで学校美しく
仲間のいいとこ見つけよう

⑤（８・９月） あいさつ元気に自分から
けじめをつけて学習を

⑥（１０月） みんなの学校大切に
後片づけまでしっかりと

⑦（１１月） 相手の気持ちを考えて
ふわふわ言葉で伝えよう

⑧（１２月） 仲間と成長をふり返り
自分をさらに高めよう

⑨（１月） 心と身体を健康に
みんなのために役立とう

⑩（２月） 感謝の気持ちを伝えよう
笑顔と言葉と行動で

・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)

・暑さ対策 「保冷タオル・日傘・保冷剤」

玄関 ８：００～８：１５

人にやさしく、自分を高め、
みんなのために役立とう
～夢や志を育む学校～

意見をつなげる

協働学習

め 本時の「めあて」
か 児童の疑問・解決する課題

ま 学習したことの「まとめ」
ふ 学んだこと、わかったこと
などの「ふりかえり」

参観日などは
徒歩か自転車でお越しください

約１０００人の子どもたちが学ぶ学校です。
安全と安心の確保のため、ご協力ください。

一
学
期

始業式・入学式 4月 9日（金）

新体力テスト
5月31日（月）
～6月1日（火）

プール開き 6月 14日（月）

終業式 7月 20日（火）

二
学
期

始業式 8月26日（木）

城リンピック 10月 2日（土）

終業式 12月23日（木）

三
学
期

始業式 1月 7日（金）

卒業式 3月18日（金）

修了式 3月24日（木）

ＩＣＴで協働学習

ＩＣＴ機器を使って友だちと意見を交
流したり、学びを深め合ったりして
います。

情報モラルの育成

昨今の情勢に合わせ、ＳＮＳやイ

ンターネットの便利さと危険性を

学習します。

１人１台の活用を

１人１台タブレットＰＣを配布し、

いろいろな学習で活用しています。

賛成・同じ反対・ちがう

つけたし

教育相談・就学相談

市の支援体制・関係機関

・お悩みはお気軽に学校にご相談ください。

・担任以外にも、必要に応じて、教育相談や特別
支援コーディネーターなど、複数で相談に対応
します。

・専門のスクールカウンセラー（SC）、スクー
ルソーシャルワーカー（SSW）とも相談できま
す。

①児童生徒支援課：５６１－２４３７（市役所６F）

②発達支援センター:５６９－０３５３（渋川福複センター）

③やまびこ教育相談室:５６３-１２７０(教育研究所内)

④家庭児童相談室：５６１－２４６０(市役所さわやか保健センター内）

⑤子ども･若者政策課：５６１－２３３１（④と同じ）

⑥障害福祉課：５６１－２３６３（市役所１F）

本を読んで心を豊かに

①感染防止策をした上で水泳学習をします。
②今年度はご家庭でお持ちの水着を着用して
もかまいません。

③更衣室の使用や教室を入れ替えるなどして、
男女別に着替えをします。（全学年）

共感する


