
◆子どもたちには体力向上のためにも
できる限り徒歩での登下校をさせてく
ださい。やむを得ず車での送迎の場合
は駐車場に車を入れたり、交通量の少
ない脇道での乗降をお願いします。
◆児童玄関横の車いすスペースは必要
とされる方専用となっておりますので
ご協力願います。また、児童玄関前道
路は交通量が多く駐停車は禁止です。
◆来校時は駐車スペースをご利用下さ
い。なお、参観日などはグラウンド北側
にも駐車できます。冬季は駐車スペー
スが大変狭いですので車での来校は
ご遠慮ください。

◆チャック式や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
け等が付いていないシンプルなもの

雑巾２枚、洗濯ばさみ４個

車での送迎・駐車スペース

けんばんハーモニカ、体育
帽子、とびなわ、生活・総
合・道徳ファイル等

筆箱

・校区で統一した家庭学習週間の設定
・９年間を見越したキャリアノート
・校区内クリーン作戦（６年生）
・合同体力テストの実施（５年生）
・部活動体験（６年生）
・児童会、生徒会の合同活動
・学習発表会、文化祭の作品交流
・小中乗り入れ授業の実施

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。

校外でのきまり名札・禁止している物

筆箱や筆記用具

※特別な事情の場合は、担任までご相談下さい。

小中一貫教育

◆入学時にケースを購入
　（中身は学校で用意します）
◆校内でのみ着用
　（休み時間や運動時は外す）

×携帯電話やスマートフォン
×お金
×学習に必要のない物

名札について

禁止している物

◆いじめ・意地悪・危険な行為はしては
いけません。
◆用事がないのにお店に入りません。
◆公園や道路等での食べ歩き、飲食は
禁止です。
◆子ども同士でのお金の貸し借りやお
ごりやおごられたりは禁止です。
◆市外への子どもだけでの外出はで
きません。
◆校区外への子どもだけでの外出は１
～３年生はできません。
◆大人がいないときに友達の家に入っ
て勝手に遊んではいけません。

登校・帰宅時刻 欠席・遅刻の連絡等 望ましい生活習慣 服装・持ち物

自主学習

◆自分自身で学習していく力を身に付
けられるように取り組みます。
◆中学校と連携した家庭学習強化週
間が年４回あります。ご家庭でのご協
力をお願いします。

そ
の
他

学びの約束 家庭学習

３．名前を呼ば
れたら、
「はいっ！」
と返事

４．「終わります」
で机すっきり
次の準備
ばっちり！

◆宿題は、基本毎日あります。
◆宿題から先に取り組みます。

   学習や生活で困り感を抱える児童一
人一人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。
　本校ではおおぞら学級はもとより、
通常学級で特別な支援が必要なお子
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。

保護者の方からの相談に応じます

◆登録案内用紙を参照の上、登録願い
ます。
◆アドレスの変更は再登録となります
ので学校までご連絡願います。
◆メールを確認後、必ず開封確認ボタ
ンをクリック願います。

　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
来校日が記載されております。

配
信
例

◆メール配信を活用して、学校からの
連絡を行っておりますので、全家庭の
登録をお願いします。

・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

「心の教室相談員」

   ｢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。

◆登校前は体温を測定し、健康観察
シートを毎日提出しましょう。
◆マスクの着用や手洗い、密をさける
等、「新しい生活様式」を続けましょう。
◆マスクの予備を必ずカバンに入れて
おきましょう。
◆早寝早起きや腸内環境を整える食
生活を心がけましょう。
◆学校管理下でのケガはスポーツ振興
センター、学校管理下外のケガはＰＴＡ
安全互助会の対象となります。
※心配なことは養護教諭までご連絡ください。

令和４年度の行事 特別支援教育 心の教室・SSW 保健室から 連絡メール（メールメイト）

学習ノート

登校時刻 ８：０５～８：１５

給食袋

◆早起きすることで朝から食欲がわき
◆朝ごはんをしっかり食べることで脳
が活性化し、学習に集中！
◆早寝（目標は９時）することで翌日
気持ちよく起床！

何よりも生活リズムが大切！

宿　題

◆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
ご連絡願います。
◆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。

１．チャイムが
鳴ったら
あいさつして
スイッチオン！

２．学習の姿勢は
「立腰(りつよう)」
おしり ドン
あし 　 ペタ
せすじ  ピン!

机

帰宅時刻

◆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。

学校に置く道具

３年以上

◆4～9月 18時まで
◆10月・3月 17時まで
◆11月・12月 16時まで
◆1・2月 16時30分まで

保護者の方の連絡が必要です 早寝・早起き・朝ごはん

◆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・ゲームなどのや
り取りは、夜9時以降行わない。

えべつスマート４ルールより

◆江陽中校区三校（江陽中・豊幌小・江
別太小）で共通の目指す子ども像を設
定し、以下のような教育活動を行って
います。

毎
日

◆ランドセル・かばん
　（両手が自由になるもの、目印と
なるキーホルダーは１個まで）
◆ハンカチ・ティッシュ
◆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など動きや
すい服装
◆髪が長い児童はしばる

天
候
に
よ
り

◆雨具
　（１・２年生はカッパを使用）
◆手袋や帽子
　（冬場はケガ防止のためにも必ず
着用！）

全校

清掃用

筆箱の中

◆けずった鉛筆（２B～HB)５～６本
◆赤青の色鉛筆(１・２年)
◆赤青色のペン(３年生以上)
◆消しゴム１個
　　　　　（よく消える四角いもの）
◆透明な定規（１０～１５㎝）１個
◆ネームペン（油性）１本
※シャープペンや二つ折れタイプの定規は禁止

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、洗濯をします。

道具袋
はさみ､のり､色鉛筆か
クーピー、セロハンテープ家庭学習＝宿題＋自主学習

毎日「学年×１０分＋１０分」

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

ホームページ http://www.ebetsu-city.ed.jp/ebuto-s/

令和4年度

保存版

【電話対応時間】

平日 ７：40～１７：３０
※緊急の場合はこの限りではありません

心も体も元気に！

～『できた！』『わかった！』『やるぞ！』 笑顔の輪

★こころざし高く 夢をいだく子 ★えがお あふれる たくましい子★ともに学び やり抜く子

〈江陽中校区（江陽中・江別太小・豊幌小）目指す子ども像〉

理　科

４年 １０㎜方眼

６年

国　語 算　数 社　会

１年

前期→18㎜マス
（横12マス×7行）
後期→15㎜マス

（横10マス×14行）

前期→21㎜マス
（縦10マス×7行）
後期→18㎜マス
（縦12マス×8行）

※どちらも十字リーダー入り

５年
９㎜縦罫　縦１７行 ８㎜方眼

１０㎜方眼
（横15マス×22行）
５㎜十字リーダー入り

２年

３年

15㎜マス
(縦15マス×10行)
十字リーダー入り

１０㎜方眼
（横15マス×22行）
５㎜十字リーダー入り

12㎜マス
（横12マス×17行）

12㎜マス
(縦18マス×12行)

　　７月２２日（金）～８月１６日（火）

前期終業式 　１０月　６日（木）

後
期

後期始業式 　１０月１１日（火）

学習発表会 　１１月　５日（土）

個人懇談 　１２月　５日（月）～１３日（火）

冬休み 　１２月２４日（土）～１月１５日（日）

卒業式 　　３月１８日（土）

修了式・離任式 　　３月２４日（金）

５年宿泊学習 　　９月　８日（木）～９日（金）

前
期

始業式・入学式 　　４月　７日（木）

全校参観・PTA総会・懇談 　　４月１６日（土）

家庭訪問 　　４月１８日（月）～２８日（木）

運動会 　　６月　４日（土）

遠足 　　６月２４日（金）

６年修学旅行 　　７月１５日（金）～１６日（土）

夏休み


