
基本の日課表
朝の活動

8：10

～8：25

朝の会

8：25

～8：40

1校時

8：40

～9：25

2校時

9：30

～10：15

いきいきタイム

10：15

～10：35

3校時
10：40

～11：25

4校時

11：30

～12：15

登校

7:40

～8：00

給食の時間

12：１5

～13：05

昼休み・清掃

13：05

～13：45

5校時

13：50

～14：35

6校時

14：40

～15：25

帰りの会

15：30

～15：45

〒998-0031  

山形県酒田市浜田一丁目5番46号

TEL 0234(22)9535   FAX 0234(26)8690

令和３年度保存版

めざす子ども像

はまだで学ぶ子ども まっすぐな心をもつ子ども だ(た)くましい子ども

生

活
ご家庭、地域でも子どもたち
への挨拶、お声がけをお願いい
たします。

身構え、心構え

お互いが気持ちよく生活
するために
□進んで挨拶をします。
□さりげなく会釈ができます。
□呼ばれたら返事をします。
□約束の時間を守ります。
□正しい廊下歩行をします。

□子どもたちだけでショッピング
センター、ゲームセンター、映
画館、カラオケボックスなど商
業施設に行きません。

□友だち同士のお金の貸し借り、
おごったり、おごられたりはし
ません。

□「浜田っ子のくらし」をご参照
ください。

校外での約束

楽しく安全に生活
するために

・就寝時刻の目安
低学年： ９：００
中学年： ９：３０
高学年：１０：００

・６：３０には起きましょう。
・朝ごはんを食べましょう。
・十分な睡眠と栄養が学校で
の集中力につながります。

・【推奨】ネットなどは1時間以内

生活リズム

早寝,早起き,朝ごはん

特別な事情がある場合は担任に
ご相談ください。
学習に必要のないものは持って
きません。

毎日の持ち物

□ランドセル・かばん
□ハンカチ、ティッシュ
□ネームプレート
□健康チェックカード
□連絡帳（必要に応じて）
□天気により雨具
（1、２年生は合羽）
□予備のマスク
※ひもがゆるくないもの

できるだけ複数で行動します。
出かけるときは、家の人に行き
先を伝えます。

登下校・帰宅時刻

登校：7：40～8：00
誘い合い登校班で安全に

下校：５校時 14：55
６校時 15：45

帰宅時刻：暗くなる前に
3～5・9月 午後5時30分まで

6～8月 午後6時まで
10月 午後5時まで

11～2月 午後4時30分まで
連絡が無い場合、家庭訪問や連

絡先への電話をする場合があり

ます。

早退や体育の見学の場合も電話

や連絡帳でお知らせください。

欠席・遅刻連絡

８時１０分までに連絡
をお願いします。

連絡帳が基本です。

学

習

□全員合格を目指すのではな
く、「苦手なことを明らか
にする」ために行います。

□テスト後に、間違いを一人
ひとりの伸びにつなげます。

□実施時期や回数は学年の実
態に応じて柔軟に行います。

□100点+アルファで思考力、
応用力を鍛えます。

月テスト

弱点克服のために

□学校では読書を大切にして
います。

□酒田市では子ども読書活動
推進計画を策定し、読書習
慣の形成に取組んでいます。

□「ミライニ」が来春完成予
定です。

読書のすすめ

読書で広げる
世界観、価値観

□担任の指示により「宿題」と
「自学」に取り組みます。

□「自学」は自分で課題を見つけ
取り組みます。

□「ぐるぐるノート」
５人位でグループを作り、週に
１回程度、家庭学習を交換日記
のように回し合う取り組みです。
ぜひ、他のお子さんのノートを
ご覧ください。

家庭学習

《学習時間》
『学年✕１０分』

例）６年生は
６✕１０分＝６０分を毎日

長期休みには、補充が必要かどうか
確認をお願いします。

確認をお願いします

《お道具箱の中身》
【全学年共通】
□はさみ □のり □色鉛筆

□クレヨン（3学年まで使用）
□ものさし（2学年から使用）
□三角定規（2学年から使用）
□コンパス（3学年から使用）
□分度器 （4学年から使用）

《ロッカーの中身》
□絵の具セット（絵の具の状態）

□習字セット（筆の状態）新しく購入する際は、上記を参考に
してください。低学年は年度途中で
マスの大きさが変わります。
その際は、担任から連絡します。

ノートをそろえてます

国 算 社理
1年： 始８マス ６マス

中10マス ７マス
終15マス 14マス

2年： 前15マス 17マス
後12ｍｍ 12ｍｍ

3年： 12ｍｍ 他10ｍｍ
4年： すべて10ｍｍ
5、6年：縦罫15行 他10ｍｍ

（10ｍ縦罫）

学習に集中できるよう、シンプルな
もの、下敷きも無地を推奨します。
記名をお願いします。

筆入れの中（基本）
□鉛筆5本程度（Bか２B)
・六角鉛筆を推奨
・シャープペンシルは６年生

後半から使用できます。
□色鉛筆 赤・青
・赤青鉛筆にすると便利
・４年生以上はペンでもよいです

□白い消しゴム1個
□油性ネームペン1本
□15㎝程度の透明なものさし
・折りたたみ式でないもの

そ

の

他

≪児童虐待は通告します≫
「児童虐待防止等に関する法
律」により、虐待の早期発見に
努め、発見した場合には通告し
ます。関係機関と連携し、安
全・安心な学校運営を進めます。

相 談 機 関

悩みはお気軽にご相談

ください。
学校：22-9535（職員室）

22-3099（通級）
市教育相談室：24-3650

けがで受診する際は、必要な書

類をお渡ししますので、学校ま

でご連絡ください。

けがで病院

登校から下校までのけがは
「日本スポーツ振興セン
ター」の対象です。

学校以外のけがは
「PTA共済会」の対象です。

新型コロナウイルス感染症予防

対策は継続しなければいけない

状況です。

ご家庭のご理解とご協力を引き

続きお願いいたします。

感染予防の継続

石鹸での手洗い,
マスク着用で
感染予防

食物アレルギーの関係で、クラ

スの友だちへの旅行時のお土産

や転入転出時のプレゼント等は、

お気持ちはありがたいのですが、

ご遠慮いただいております。

ご遠慮ください

プレゼント・
お土産

【配信例】
□不審者情報
□臨時休業
□学年・学級閉鎖
□一斉下校
□その他（必要な時）
※登録をお願いします。

緊 急 連 絡

安全・安心メール
でお知らせします。

夏休み：7/22～8/22
年末年始休み：12/25～1/10

令和３年度の主な行事

始業式 ４月７日

入学式 ４月８日

参観日・PTA総会 ４月１７日

地区運動会 ６月６日

児童会スポーツ集会 ９月１１日

浜田っ子まつり １２月３日

卒業証書授与式 ３月１８日

浜田小学校教職員の勤務時間は８：１０～１６：４０です。当校は、働き方改革を進め、ご家庭・地域の皆様とともにより質の高い教育の推進に努めます。学校へのお電話は、７：４０～１８：００までにお願いします。


