
令和２年度

保存版

教育目標  ・すじ道をたてて考える子ども（知）　　 ・やさしく思いやりのある子ども（情）　　
 ・健康で明るい子ども（体）　　 ・ねばり強くやりぬく子ども（意）　　

禁止している物
最終下校時刻

×携帯電話やスマートフォン
×お金
×学習に必要のない物

■5時間授業・・14：40
■6時間授業・・15：40
■水曜日・・全校５時間　14:15
　　　　5・6年６０分授業の日14:30
※日課表や毎週配布される学年通信等で
ご確認下さい。

今年度の重点教育目標   　『　最後までやり抜き　高めあう子ども　』 の育成

登下校 欠席・遅刻等 望ましい生活習慣 服装・持ち物 その他の持ち物等 校内・校外での約束

学習ノート 学びの約束 家庭学習 学校に置く道具

校内
登校時刻 ８：０５～８：１５ 保護者の方の連絡が必要です 早寝・早起き・朝ごはん

毎
日

◆ランドセル・かばん
　（両手が自由になるものを使用）
◆上靴は底が白かゴムのもの
　（「ハイカット」は禁止）
◆体育の時はジャージやジャー
  ジに替わる運動着
  髪が長い児童はしばる

◆名札
　・入学時にケースを購入
　　（中身は担任が用意）
　・校内でのみ着用
　・休み時間や運動時は外します。

＊廊下は右側を歩き、教室移動は整列し、
静かに移動します。

＊放送が鳴ったら、その場に立ち止まり、放
送が終わるまで動かない。（緊急放送の場
合はその場にしゃがむ。）

＊職員室に入る時はノックをし、学年・組・名
前・用件を入り口で言う。

＊決められた通学路で登下校します。
＊8：１５からのフレッシュタイムが始められる
ように準備します。
＊安全のため、早く登校しすぎないようご
協力下さい。

＊欠席・遅刻の連絡は８：１５までにお願い
致します。

＊連絡がない場合は、携帯電話、勤務先へ
の電話で確認する場合があります。

＊早退や体育の見学の場合も担任へ連絡
して下さい。

＊遅刻や早退は安全確保のため原則、保護
者の送迎をお願いしています。

　◎取り組む順番は・・・
①早起き⇒朝から食欲もわき
②朝ごはん⇒しっかり食べるようにな
る。
　◎早起きしているので・・・
③早寝になる。（目標は9時に寝る）

筆箱や筆記用具

校外
　テレビ、動画の視聴、ゲームやスマート
フォンの使用は1日2時間以内とする。友だ
ちとのメールなどのやり取りは、夜9時以降
行わない。

帰宅時刻
■4～9月＝18時
■10月・3月＝17時
■11月・12月冬休み前まで＝16時
■12月冬休み開始、1月・2月＝16時30分

※特別な事情で必要とする場合は、担任に
ご相談下さい。

水泳・スキー学習

えべつスマート４ルールより 天
候
に
よ
り

◆雨具（1・2年生はカッパを使用）
◆手袋や帽子（寒い時期）

１．チャイムが鳴っ
たらあいさつをし
てスイッチオン！

２．「立腰(りつよう)」
で、

おしり ドン
あし ペタ
せすじ ピン!

机

◆道具袋
はさみ、のり、クレヨン（色鉛
筆) 筆箱の中

◆給食袋

エプロン、三角巾または帽

子、ランチョンマット
※週末には持ち帰り、洗濯をして
週初めに持ってきて下さい。

水泳学習

スキー学習

・1月・2月
・1，2年生はグラウンドの雪山
・3年生以上は岩見沢市
　　萩の山スキー場（弁当持参）
◆スキー(スキーケース)、スキー靴
 帽子、ゴーグル、手袋

筆箱
・宿題だけでは足りない所など、自分に
  必要な学習に取り組みましょう。
・「家庭学習の手引き」を参考にして下
　さい。

◆けずった鉛筆（２B～HB)５～６本
　　　　（シャーペン×、シンプルなもの）

◆赤と青の色鉛筆・ペン
　　１・２年⇒色鉛筆　３年以上⇒ペン可
◆消しゴム１個（よく消える四角いもの）
　　　（ねり消し×）

◆ミニ定規（１０～１５㎝）１個
　　　（模様なし透明、二つ折れタイプ×）

◆ネームペン（油性）１本

7月から開始予定
・授業日の朝に健康調査提出
◆水着、水泳帽、ゴーグル、バスタオル、
着替え★宿題★

◆清掃用
ぞうきん２枚、洗濯ばさみ２～
４個・宿題に先に取り組みましょう。

・基本、全学年毎日あります。

３年生以上

通学の負担を軽減するため
に、一部教科書等、学校に置
く物があります。学年ごとに
お知らせします。

・チャック式かマグネット式のシンプルなも
の

※学習に集中できるよう、飾りや仕掛け等
のある物は避ける。

令和２年度の主な行事 特別支援教育 心の教室・SSW 保健室 連絡メール（メールメイト）

３．名前を呼ばれ
たら、「はい！」と
返事。

４．終わりのあいさ
つで、机をすっきり。
次の準備もしておこ
う。

そ
の
他

全校

けんばんハーモニカ、体育帽子、
とびなわ、生活・総合・道徳ファイ
ル

★自主学習★

日課表

   学習や生活で困り感を抱える児童
一人ひとりの教育的ニーズに応じた教
育的支援を行うのが特別支援教育で
す。
　本校では通常学級で特別支援が必
要なお子さんの支援の充実を目指し、
担任、コーディネーター、支援員等々で
連携しながら、特別支援教育に取り組
んでいます。
　学校やご家庭で生活していて、お子
さんの発達や行動で心配がある方、ま
たは特別支援教育を希望される方は、
どうぞお気軽に担任やコーディネー
ターにご連絡
ください。

＊携帯電話やスマートフォンへのメール配
信を活用して、連絡をする場合があります。保護者の方からの相談に応じます

   ｢心の教室相談員｣やスクールソーシャ
ルワーカー」（SSW）は、保護者の方からの相
談に応じます。お子さんの成長についての
気になることなど遠慮なくご相談くださ
い。希望される方は、担任または教頭まで
ご連絡ください。

配
信
例

・災害等による対応
・集団下校や一斉下校
・学校・学年・学級閉鎖
・不審者情報
・行事の変更　　　　　　など＊学校でのケガや体調不良等、児童が困っ

ている時に対応します。
＊学校でのケガ等で受診された場合、ス
ポーツ振興センターの手続きをします。
（一定条件あり）

「心の教室相談員」
※別紙、登録用紙を参照の上ご登録下さ
い。
※アドレスの変更がありましたら、再登録ま
たは学校まで連絡をお願いします。
※メールを見終えたら、必ず既読ボタンを
タップして下さい。

　週に２回休み時間、相談室を開放し、子ど
もたちの話し相手になったり、相談を受けた
りしています。学校便りに来校の日が書い
てあります。

※学校管理下外のケガはＰＴＡ安全互助会
の適用となります。

何かありましたら、お気軽に連絡＆お立ち
寄りください。

 江別市立江別太小学校
　 〒067-0024　　江別市朝日町２５番地
　 TEL(011)382-2580  FAX(011)382-4837

心身ともに健康な生活が送れ

るよう自ら実践する力をはぐ

くむことをめざしています！

家庭学習＝宿題＋自主学習

目標 毎日「学年×１０分＋１０分」

 国 語 

 

算 数 

 

社会・理科・生活科 

理 科 

 １年 

 

 前期 縦７行10マス 

後期 １８mmマス 

   （12マス×８行） 

   十字リーダー入り 

  横 ７行 

      12マス 

 

 

 

２年 

 

１５マス 

(15mmマス 

15×10 右開き) 

十字リーダー入り 

 １７マス 

(12mmマス  

12×17 左開き) 

 

 

 

 

３年 

 

１８マス (12mm方眼) １０㎜方眼  

５㎜十字リーダー入り 

      ２２×１５ 

 

      

 

 

 

 

４年 

 

 １０㎜方眼 

 
 

５年 

 

  

 ９㎜ 縦１７行 

１０㎜方眼        

５㎜十字リーダー入 

２２×１５ 

 

 

８mm×２７行   

ドット入り罫線 

  

６年 

 
 

「あいさついっぱい
思いやりいっぱい
やる気いっぱいの

江別太小」

※ご相談・ご質問がありましたら、お気軽にご相談下さい。

目指す子ども像

前
期

後
期

卒業式 　３月１９日（金）
修了式・離任式 　３月２４日（水）

学習発表会 １１月　７日（土）
個人懇談 １２月　７日（月）～１５日（火）
冬休み １２月２４日（木）～１月１４日（木）

６年修学旅行 　９月１０日（木）～１１日（金）
前期終業式 １０月　８日（木）
後期始業式 １０月１３日（火）

運動会 　６月　６日（土）
５年宿泊学習 　７月１６日（木）～１７日（金）
夏休み 　７月２３日（木）～８月１７日（月）
引き取り型下校訓練 　９月　２日（水）

始業式・入学式 　４月　７日（火）
全校参観・PTA総会・懇談 　４月１８日（土）
家庭訪問 　４月２０日（月）～３０日（木）

時　刻

8:15

帰りの会

14:00~14:10

移動(10分） 帰りの会 
余裕をもって

14:25 下校

14:35 14:35 14:35 14:35

15:20

15:35
最終下校 14:15

フ レ ッ シ ュ タ イ ム（学習や読書等の活動）
8:30

朝　　　　　　　　の　　　　　　　　会
8:40

１校時 １校時 １校時

9:25
５分休み

9:30

月・火・木 水 金

8:05
登　校　時　間　帯    

13:35

中休み　20分+5分
10:40

３校時 ３校時 ３校時

２校時 ２校時 ２校時
10:15

11:25

５分休み
11:30

４校時 ４校時 ４校時

12:15

給　　　　　　　　　　　　　　　　　食
12:55

昼清掃20分
昼休み
15分+5分

昼清掃20分
13:15

14:20

５分休み

昼休み 15分+5分 全校
５校時
13:15～

14:00

5・6年
★５校時
【60分】

13:15～

14:15

昼休み 15分+5分

移動（５分）

14:20 帰りの会
14:20〜14:30

15:40 15:4014:30

クラブ
60分

放課後活動
放課後活動

帰りの会
15:20

15:10 委員会
45分

６校時

５校時 ５校時

1〜4年
★５校時

13:15～

14:00

14:15～
14:25

移動（10分）

ノーチャイム

帰りの会

14:00~14:10
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