
欠席・遅刻・早退 登校・下校時刻 校 外 で の 約 束 

 

生 

活 

 

教室に置いておくもの 服   装 服装・持ち物 注意事項等 

 

 

 

※ 欠席・遅刻は、連絡帳を近

隣の児童に渡していただく

か、電話連絡をお願いします。 

※ 遅刻・早退は、児童の安全

確保のため保護者の送迎をお

願いします。 

 

７：４５～７：５５の間 

※ 決められた通学路で集団登下校しま

す。 

 

５校時までの日 １４：５０－ 

  ６校時までの日 １５：４０－ 

※ ５校時までか６校時までかは、各

学年の時間割表でご確認ください。 

※ 学期始めや学期終わりの給食のな

いとき、また学校行事・学年行事など

で変更となる場合があります。 

※ 月ごとにお配りする「行事予定」等

で「下校時刻」をご確認ください。 

○子どもたちだけで校区外へ行かな

い。 

○ゲームセンターや飲食店には大人の

人と行く。 

○おごりあい、ゲーム・お金の貸し借り

はしない。 

※ 詳しくは、「くらしの決まりと努力

事項」「夏・冬・春休みのくらし」を

ご覧ください。 
 

 
帰
宅
時
刻 

春休み～５月末  １７：３０－ 

６月～８月 １８：００－ 

９月～１０月 １７：３０－ 

１１月～冬休み前
日運動会 

１７：００－ 

冬休み中 １６：３０－ 

３学期 １７：００－ 

○教室の壁にかけておくもの 

・給食着を入れる袋 

・歯磨きセット 

・体操服を入れる袋（棚に入れる教室もあります。) 

○ 児童椅子にかけておくもの 

・ぞうきん（洗濯ばさみ：大） 

○ 後ろの棚などにおいておくもの 

・絵の具セット 

・図画用ぞうきん（薄手・小さめ） 

・習字道具 

・鍵盤ハーモニカ 

・置き傘（通学用とは別に学校にお

いておく） 

・ねんど（１・２年生） 

・算数セット（１・２年生） 

 
 
男子：白カッター（ポロシャツ可） 

  紺半ズボン  紺の上着（１０月～５月） 

女子：白ブラウス（ポロシャツ可） 

紺スカート  紺の上着（１０月～５月） 

 

靴下：白ソックス 

（ハイソックス、ワンポイント可、 

くるぶしよりも長いもの） 

帽子：体操帽（白色 校章入り） 

靴 ：白地の運動靴 

体操服：学校で指定されたもの上下 

水着  ：紺色（パンツ、ワンピース 

     セパレート型）  

水泳帽：オレンジ色 

 
上靴  ：白の上靴 

体育館シューズ：白で甲の部分が三

角形のゴム張りのものが望まし

い。（つま先青色が望ましい） 

◎健康面・安全面に気をつけた髪型 

ヘアゴムは黒・紺・茶系統で 

☆厳冬期（おおむね１２月～２月）の対応。 

○セーター・ベスト着用可。ただし華

美でないもの。（白・紺・黒系統の色）    

○保護者の判断により、長ズボン着

用可。ただし華美でないもの。ジャージー

などの動きやすいものを着用。 

○マフラー、ネックウォーマー不可。 

○手袋着用可。ただし、靴箱で着脱

し、校舎内では着用しない。  

筆 箱 の 中 お道具箱に入れておくもの ノートをそろえています 

 

学

習 

宿題と家庭学習 学校での朝の過ごし方 保健室から 
 
 
 
【１年～４年】 
・けずった鉛筆（４本～５本） 

  色の濃さ １・２年生 Ｂ・２Ｂ 
       ３年～６年 Ｂ・ＨＢ 
・赤青鉛筆（１本） 
・油性マジック〔名前ペン〕（１本） 
・消しゴム（１こ） 
・定規（曲げ伸ばしできないもの） 

【５・６年 上記１年～４年に加えて】 
・蛍光ペン（１本：色指定はなし） 
・色ペンか色鉛筆（赤・青・黄・緑 各１色ず
つ：主に板書を写すときの色分け用。赤青鉛筆
にこだわらなくてよい。）  

※ シャープペンシルは、中学生になるまで持っ
て来ません。 

お道具箱の大きさ： 

20cm×2６cm程度のもの 

※ 上記以外にも、各学年や、学習の進度にあ
わせて、入れておくものを指定する場合が
あります。（その際は、連絡します。） 

全学年 
共 通 

・はさみ  ・のり 
・セロテープ（ミニ） 
・色鉛筆かクーピー（１２色程度） 

１・２
年 

クレパス 

３年 
クレパス ホッチキス 三角定規 
コンパス（５月「円と球」学習時以降） 

４・５・
６年 

三角定規 コンパス 分度器 
ホッチキス 

※ 各学年で使うノートは、使い始めに一括
購入して、配布します。使い終わったら、同
じ形式のものをご購入ください。 

１年 

連絡帳：こくご１２マス   
国語：こくご８マス（教科書上） 

→ 同１２マス((教科書下) 

算数：横開きさんすう６マス →  同７マス 
日記帳：１２マス  漢字帳：５０マス 

２年 
連絡帳：れんらく１０行  国語：国語１２マス  

算数：算数１７マス 

日記帳：１２マス  漢字帳：８４字  

３年 
連絡帳：１４行  国語・算数・社会：５ｍｍ方眼 

理科：Ａ４サイズ５ｍｍ方眼 
日記帳：１６２字  漢字帳：１０４字 

４年 
連絡帳：Ａ５版   理科：学習ノート 
国語・社会・算数・自学：５ｍｍ方眼  

日記帳：２００字  漢字帳：１０４字  

日記：１２マス  漢字：５０マス 
５・
６年 

連絡帳：Ａ５０３（６行日記付）    
国語・社会・算数・自学・道徳・総合：５ｍｍ方眼  

理科 学習ノート 漢字帳：１２０字 

日記帳：作文用紙を配布    

日記帳：２００字  漢字帳：１２０字  

 
・毎日宿題が出ます。 

  夏・冬・春休みにも出ます。 

・学校で点検をします。 

 
・家庭学習の時間の目安 
  １・２年生 ２０分～３０分 
  ３・４年生 ４０分～６０分 
  ５・６年生 ６０分～９０分 
・自ら進んで学ぶ力を育てていきましょ
う。 

※ 詳しくは「龍野東中学校区 家庭学
習の手引き」ならびに「誉田小学校 家
庭学習の手引き」をご覧ください。 

 
 
・学校生活の準備 

・宿題や朝、提出しなければ
ならないものを提出する。 

・次の日の予定等を連絡帳
に記入する。 

・各委員会の常時活動（高学年） 
 
 
 
※ 国・算を中心に、基礎的、
基本的事項の習得、定着をめ
ざします。 

保健室は、学校でその日にした「け

が」や「体調不良」などの際、一時的

に応急手当を行い、経過をみる場所で

す。教室での学習が困難な場合にはお

迎えをお願いしております。 
  
  
※ 生活習慣の乱れは、子どもたちの

体力、気力、学習意欲に大きな影響

を及ぼします。リズムある規則正し

い生活習慣の確立を。 
  
  
※ 朝食を食べると、頭がさえ、スム

ーズに、一日の活動に入っていけま

す。 

3１年度主な行事予定 緊  急  連  絡 ご 遠 慮 く だ さ い 

 

そ

の

他 

その他のお知らせ スクールカウンセラー 適切なルールづくりを！ 

 
※ 変更等になる場合もあります。 
※ 詳しくは、誉田小だより、各学年の通信等で 
 ご確認ください。  

 
一 
 
学 
 
期 

始業式 ４月 ８日(月) 

入学式 ４月 ９日(火) 

参観日・PTA総会 ４月２６日(金) 

運動会 ５月２５日(土) 

参観日 ６月１１日(火) 

ウォークラリー・引き渡し訓練 ６月２２日(土) 

終業式 ７月１９日(金) 

 
二
学
期 
 

始業式 ９月 ２日(月) 

音楽会 １１月 １日(金) 

オープンスクール １１月１２日(火)・１３日(水) 

マラソン大会 １２月 ５日(木) 

終業式 １２月２４日(火) 

 
三
学
期 
 

始業式 １月 ８日(水) 

参観日・PTA臨時総会 ２月 ５日(水) 

卒業証書授与式 ３月２３日(月) 

修了証書授与式 ３月２４日(火) 

メールで情報を発信します． 

 
 
 
 
※ 緊急メール受信には、登録が
必要です。（児童１名につき、５
件までのアドレスを登録でき
ます。） 

※ 新規登録あるいはアドレス
変更等があった場合は、各担任
までお知らせください。 

※ 災害時等、緊急メールでの配
信がスムーズにできない場合
は、ＰＴＡ緊急連絡網を活用し
ます。 

マナーを守って大人が子どもたちの見

本に！ 

 
※ 廊下での話し声が、授業の妨げに

なる場合があります。できるかぎり

教室内に入って、参観願います。 

※ 携帯電話等による通話は教室から離れ

た場所でお願いします。また、許可なく動

画撮影等もしないでください。 

 

※ 自動車の駐車スペースは限られて

います。できる限り、徒歩または自転

車での来校をお願いします。 

※ 体調不良の児童の送迎等、事情の

ある場合はご相談ください。 

※ 自動車でお越しの際は、校内では

徐行をお願いします。 

  
 

※ 学校の管理下での「けが」は「日

本スポーツ振興センター」災害共

済給付制度の対象となります。 

※ 登校から下校までの間に「けが」

をして病院にかかったら、担任に

ご相談ください。 
 
 
 
※ １ヶ月の給食費は４３００円。 

 手数料は一人につき１回５４円か

かります。 

※ ７日に引き落としできなかった

場合は、１４日となります。 

※ ＰＴＡ会費、学級集金（学習教

材・校外学習費）等は、手集めと

させていただいております。 

 
 
 
 
○  相談ができる日時・場所 

   毎月第３木曜日 

   午前１０時～午後５時 

誉田小学校 

○  申し込み方法 

  スクールカウンセラー便りにつ

いている申し込み票を、担任まで

ご提出ください。または、担任も

しくは教頭までご連絡ください。 

 

※ 別の木曜日の同じ時間帯に小宅

小学校での相談が可能な場合もあ

ります。お問い合わせください。 

 

  
  
  
  
※ スマートフォンやゲーム機など、

インターネットに接続可能な機器を

子どもたちが使用する場合、必ず、

ご家庭での「適切なルールづくり」、

また「フィルタリング機能」の設定

等をお願いします。 

 

 

 

※ ゲームやスマホのやり過ぎに、ブ

レーキをかけるきっかけの日にして

いきましょう。 

※ 毎月２５日は、笑顔の日。家族で

２５（ニコ）２５（ニコ）会話しな

がら、家族の絆を深めよう！  

                                                                   

登校 朝の活動 朝の会 朝学習 １校時 ２校時 大休み ３校時 ４校時 給食 昼休み 清掃 ５校時 ６校時 終会 ５校時 終会 

校 訓 
強く 正しく 美しく 

〒679-4134  たつの市誉田町広山580-1 

TEL (0791) 62-1529  FAX  62-4670 

ＨＰ https://hondasyo..tatsuno.ed.jp 

保護者の連絡や送迎が

必要です。 

令和元年度 

保存版 

誉田小の標準服を着用する 登校（学校到着）時刻 

 

下校時刻（曜日や学年により異なります。） 

 

その他 

  
配
信
例 

臨時休校 学級閉鎖 
気象警報発令時引渡し 
天候不順等による行事開
催予定変更 防犯情報等  

学校にお越しの際は 

授業参観時には 

子育てや、お子さんの成長につ
いて、小さな悩み事でも、相談
にのっていただけます。 

朝ごはんは、脳のエネルギー 

毎月２５日は、 
ノーゲーム・ノースマホデー 

ネットトラブルやネット犯罪か
ら、子どもたちを守るために 
  ゲーム・パソコン・スマホなど 

基本的生活習慣の確立を 

学習に集中できるよう、筆箱の中身はシンプ

ルなものでそろえます。 

 

給食費の引き落とし日です 

けがをして病院へ行ったら 

毎月７日は 
給食費の引き落とし日です。 

朝の活動      ～８：１５ 

朝学習  ８：３０～８：４０ 

朝の会  ８：２０～８：３０ 

まずは宿題を確実に 

次に自主学習の習慣を 

日課表 
６校時までの日
日 

日課表 ５校時までの日
（１４：３０－までは同じ:） 

7:45  7:55      8:20    8:30     8:45                  10:20    10:40                12:15   13:00   13:25  13:45                  15:20   15:35 15:40 

 

13:45     14:30   14:45 14:50 

 下校  下校  


