
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 服装等 身につけるもの 

 

 
※ 欠席・遅刻は、スクリレ又は連絡帳で

お知らせください。（感染症又はその疑

いがあるときは接触を避けるためスク

リレを活用してください。） 

※ 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。車は、原

則すみれこども園南北駐車場に駐車し

てください。 

※ プール南の道路について、車等での

通行は７：３０～８：３０まで禁止され

ています。 

 

８：０５までに登校します。 

※ 通学路を集団で登下校します。 

 

５校時までの日 １４：５０ 

  ６校時までの日 １５：３５ 

※ 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。 

※ 月ごとにお配りする「主な行事予

定並びに下校予定時刻」でもご確認

ください。（特にクラブ・委員会活動） 

※ 車は、原則すみれこども園南北駐

車場に駐車してください。 

※ 行事等で変更になる場合がありま

す。 

○子供だけで校区外へ行かない。 

○国道を渡るときは、地下道を通る。 

○自転車に乗れる範囲は、国道２号線

南北のいずれか（地区によってはこ

れに限らない。） 

○自転車に乗るときは、ヘルメットを

かぶる。 

○防犯ブザーを身につける。 

○おごりあい、ゲーム・お金・物の貸し

借りはしない。 

※ 「揖保小９の約束」、「夏・冬・春休

みのくらし」をご覧ください。 
 

帰
宅
時
刻 

４月～９月 １８：００ 

１０月～３月 １７：００ 

○教室の壁にかけておくもの 
・給食着を入れる袋 
 
○教室や廊下の棚に置くもの 
・体操服 
・絵の具セット 
・習字道具 
・鍵盤ハーモニカ、リコーダー 
・置き傘（通学用とは別に学校
においておく） 

・ねん土、ねん土板（１年生） 
・ぞうきん（ぞうきん掛けに） 
・算数セット（１・２年生） 
・その他、学校だけで使用する
もの（ワーク類・絵の具・裁縫道具・国語辞典等） 

 
 
白のカッターかブラウスかポロシャツ、 

紺の半ズボンかスカート、 

紺のVネックセーターかベスト 
 
その他 
・白運動靴 
・白ソックス（ハイソックス、ワンポイント可） 
・ネクタイかリボン（式等で着用） 
・体操服は、学校が指定したもの 
・校章入り体操帽（熱中症対策として、冷感 

タオルやつばの広い帽子の着用、日傘可） 
・熱中症対策として、スカートや半ズボンの代替と 

  して、体操ズボンの着用可（５～９月） 
・水着はｵﾚﾝｼﾞ色（ﾗｯｼｭｶﾞｰﾄﾞ＜華美でな 

いもの＞・龍野西中が指定した水着可） 
・水泳帽は、オレンジ色 

・体調に合わせて、標準服着用の上に 

防寒着（ジャージ等）を着用可。 

○運動場・中庭で遊ぶ時は不可 

○ﾊﾟｰｶｰやﾈｯｸｳｫｰﾏｰ、ﾏﾌﾗｰは不可 

○黒・紺を基準に、学習活動や学

習環境の邪魔にならないもの 

○手袋着用可。但し、校舎内と運

動場等で遊ぶ時は着用しない。 

・上靴：白で甲の部分が三角形でゴム

張りのもの（つま先が青） 

・体育館ｼｭｰｽﾞ：白で甲の部分が三角

形のゴム張りのもの（つま先が白） 

・健康面・安全面に気をつけた髪型 

ﾍｱｺﾞﾑ・ﾋﾟﾝ留めは、黒・紺・茶系統 

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 
 
 
 
・鉛筆（５本～６本） 
・赤鉛筆（１本） 
・色ペンは、赤・青のみ使用可。 
残りの色は色鉛筆で対応します。 

・名前ペン〔油性マジック〕（１本） 
・消しゴム（１こ） 
・定規 

 
※ シャープペンシルは、担任が許可し
た学習の時のみ可とします。 

※ 蛍光ペンは使用不可とします。 
※ 筆箱にキーホルダーやストラップは
つけません。 

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 
・セロハンテープ（ミニ） 
・色鉛筆等（１２色程度） 
・色紙（ナイロン袋等に入れます） 

１・２年 クレパス 

３年 
クレパス 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 
※ 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。 

※ ノートのマスを変更する際、最初は学校
で一括購入します。 

１年 

連絡帳：１０行 
国語：こくご８マス    → １２マス 
算数：横開きさんすう６マス→ ７マス 
日記帳：じゆうちょう   →１２マス 

２年 
連絡帳：１０行    国語：国語１２マス  
算数：算数１４マス   
日記帳：８４字    漢字帳：８４字 

３年 
連絡帳：１４行    国語：国語１５マス 
算数：算数１７マス  社会：５ｍｍ方眼 
日記帳：１２０字   漢字帳：９１字 

４年 
連絡帳：Ａ５版 
国語・社会・算数・自学：５ｍｍ方眼 
日記帳：１６２字   漢字帳：１０４字  

５・
６年 

連絡帳：龍野西中のもの（６年）、１４行（５年） 
国語・社会・算数・自学：５ｍｍ方眼 
日記帳：2００字   漢字帳：１２０字 

 
・毎日宿題が出ます。 

  夏・冬休み等にも出ます。 

・各家庭でも点検をお願いします。 
 

 
・家庭学習の時間の目安 
  １・２年生 ２０～３０分 
  ３・４年生 ４０～５０分 
  ５・６年生 ６０～９０分 
＜毎日机に向かう習慣づけを＞ 

・「主体的に学ぶ力」を育てていきましょ
う。 

※ 詳しくは「揖保小学校 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・
基本的内容の習得、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、子供たちの体

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。 
  
  
※ 朝の健康観察をされた際、スクリ

レへの入力もお願いします。 

令和４年度主な行事予定 緊  急  連  絡 お 控 え 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！ 

※ 新型コロナウイルスの感染状況により、変更
等になる場合もあります。 

※ 詳しくは、校報揖保、各学年の通信等でご確
認ください。 

一 
学 
期 

始業式 ４月 ６日(水) 

入学式 ４月 ７日(木) 
家庭訪問 ４月１９日～２２日 

授業参観・PTA総会 ４月２８日(木) 
運動会 ５月２８日(土) 

個別懇談会 ７月１３日～１５日 
終業式 ７月２０日(水) 

二
学
期 

始業式 ９月 １日(木) 
自然学校（５年） ９月２６日～３０日 

修学旅行（６年） １０月 ６日～ ７日 
音楽会 １０月２１日(金) 

ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ １１月１５日(火) 
個別懇談会 １２月２１日・２２日 

終業式 １２月２３日(金) 

三
学
期 

始業式 １月１０日(火) 

授業参観・PTA総会 １月２６日(木) 
卒業証書授与式 ３月２３日(木) 

修了式 ３月２４日(金) 

HPとスクリレで情報を発信します。 

 
 
 
 
※ スクリレはアプリをスマートフォ

ンにダウンロードした後、お子さん

一人一人の登録が必要です。（児童１

名につき、２件まで登録できます。） 

※ 災害時等、スクリレ等の配信がス

ムーズにできない場合は、地区役員

さんか学級役員さんに連絡させてい

ただきます。 

※ 令和３年度まで使用していたメー

ルシステムは、今後使用しなくなり

ます。スクリレへの移行をお願いし

ます。 

マナーを守って大人が子供たちの見本に！ 

 
※ 「ＰＴＡ」の札を首にかけて参観ください。 

※ 感染対策、私語の禁止、ソーシャル

ディスタンスをお願いします。また、

静かに参観してください。 

※ 携帯電話等による通話は校舎外でお願

いします。また、撮影やＳＮＳへの掲載等

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。 

※ 自動車でお越しの際は、すみれこ

ども園南北駐車場に駐車してくださ

い。台数に限りがあります。 

  

 

※ 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５５円別
途かかります。 

※ ５日に引き落としできなかった
場合は、１２日となります。 

※ ＰＴＡ会費、学年集金等は、手
集めさせていただきます。（学年集
金は定額で集めます。） 

 
 
 
 
※ 龍野西中学校に１名常駐されて

います。揖保小学校にも来ていた

だけます。日程や場所の調整をし

ます。担任までご連絡ください。 
 
※その他の相談窓口 
・たつの市ふくし総合相談窓口 
【月～金】8:30～17:15 

0791-64-3270 
・たつの市子育て応援センター「すくすく」 
【月～金】8:30～17:15 

0791-64-3220 
・ひょうごっ子＜いじめ・体罰・子供安全＞ 

相談24時間ホットライン 
0120-0-78310 

  
  
  
  
※ 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

子供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 読書 朝の会 ﾁｬﾚﾝｼﾞ 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 

＜めざす児童像＞ 

かしこい子(知) やさしい子(徳) 

たくましい子(体) 

〒679-41５4  たつの市揖保町西構６７ 

TEL (0791) 67-8500  FAX 67-8237 

ＨＰ https://ibosyo.tatsuno.ed.jp 

保護者の連絡や送迎が

必要です。 

令和４年度 

保存版 

揖保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。） 

 

  
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、お子さんの発達につ
いて、小さな悩み事でも、相談
にのっていただけます。 

健康観察をスクリレにも入力 

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、
子供たちを守るために 
  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、筆箱も中身もシンプ

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５日は 
給食費の引き落とし日です。 

朝の活動      ～８：１０ 

朝読書  ８：１５～８：２０ 
朝の会  ８：２０～８：３０ 
朝学習  ８：３０～８：４０ 

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
（14：25までは同じ） 

7:40       8:15  8:20     8:30     8:40                  10:15     10:40                   12:15  13:00    13:20  13:40      14:25     15:15   15:35下校 

 

13:40     14:25  14:50下校 

 

※原則です。個別の事案は、ご相談ください。 


