
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  通常時   7:30  8:00      8:25                 10:05   10:25               12:05    12:50  13:20   13:40     14:25    14:40    15:25  16:15    ●・◆など黒塗り記号は、児童との約束。☆・◇など白抜き記号は、保護者へのお願い等です。 
 

                             
 

  短縮時   7:30  8:00      8:10                 9:40    9:50                11:20    11:35  12:20   12:30  集団下校 12：35～  

登校 朝の活動 １・２校時 業間運動 ３・４校時 
給食 昼休み 清掃 ５校時 帰りの会 ６校時 放課後 

帰りの会 給食 下校準備  

石田小学校の約束 
〒769-2321  さぬき市寒川町石田東甲 425 番地   

TEL 0879-43-2006  FAX 0879-43-1480 

お子さんについて、ご心配なことがありましたらお気軽にご相談ください。 

平成２９年度 

保存版 
みんなでつくろう！ 

『笑顔』と『元気』があふれる 

石田小学校 

生 
 

活 

学 
 

習 
そ 

の 

他 

欠席・遅刻・早退・見学 

 
 

☆ 欠席・遅刻の連絡は、

7:20～7:50の間にお願い

します。連絡がない場合、

家庭訪問や勤務先等へ電

話で確認する場合があり

ます。 

☆ 遅刻・早退は安全確保

のため、原則保護者の送

迎をお願いします。 

登校・下校・帰宅時間 
 

 

● 決められた通学路で登

下校します。 

● 7時 50分までに教室に

入り、準備を済ませます。 

 

 

 

 

● 出かける時は「どこに」

「誰と」を伝えます。 

校外での約束 

筆箱の準備物 
 

 

鉛筆 １・２年：２ＢかＢ 

   ３年～ ：ＢかＨＢ 

上記の鉛筆４～５本 

色鉛筆 赤・青各１本（赤 

青併用も可。高学年は

ボールペンも可。） 

消しゴム 白色で四角。匂い

付きなどは不可。 

定規 15㎝。折りたたみ式は不要。 

その他 油性ネームペン 

学校においておく学習用具 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

各学年で使用するノート 
学年 国語 社会 算数 理科 

一 

８マス  ６マス  

（4月～10月頃） 

12 マス  14マス  

（10月頃～３月） 

二 15 マス  17 マス  

三 12行 
５㎜方眼 

四 15行 

五

六 

４教科とも、５㎜方眼

ノートを使います。 

☆その他は、たよりで知らせます。 

29年度 主な行事 
4/6 始業式 8/25 始業式 

4/10 入学式 9/30 1日参観 

4/21 PTA 総会 10/25～ 修学旅行 

4/26 校外学習 11/23 なかよし集会 

5/1・2・8 家庭訪問 12/19・20 個人懇談 

5/27 運動会 12/21 終業式 

6/18 リサイクル 1/9 始業式 

6/30,7/1 ５年宿泊 1/20 学習参観 

7/18・19 個人懇談 2/1 持久走大会 

7/20 終業式 3/16 卒業式(予定) 

7/22 夕べのつどい 3/23 修了式 

 

緊急時の連絡 
安全安心メールで配信します。 

 

 

 

 
☆ 一度加入すれば、メールア

ドレスの変更や着信制限をさ

れなければ、卒業まで配信で

きます。未登録の方は、早め

の登録をお願いします。 

ご遠慮ください 
マナーを守って、 

大人が子どもの手本に 
 

 

 

 

月曜セットの準備 
 

 

 

 

 

 

 
 

☆ 月曜セットは、週末に持ち

帰らせます。休み中に洗濯や

買い替えなど、チェックして

週の初めに持たせてくださ

い。特に汚れた場合などは、

その都度持ち帰らせます。 

服装・持ち物 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 特別な事情がある場合は、

担任にご相談ください。 

その他の持ち物・服装 
持ち物には全てに記名

を 
 

 
 

 

 

 

 

 

☆ 下靴は、白色のベース（ライン

も白のみ）の物を準備ください。 

宿題と自主学習 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

★合わせて、毎日（学年×10+10）

分を目標に。 

読書目標 
学年ごとの１年間の目標 

 
 

 
 

話し方・聞き方 

 

早寝・早起き・朝ご飯 
☆ 登校直後から体の不調を

訴える子どもがいます。 

 
☆ 朝食を抜くと頭がさえず、

体温も上がらないことがあ

ります。しっかり朝食を摂ら

せ、集団登校をさせてくださ

い。お願いします。 

 

☆ ゲーム・パソコン・スマホな

ど、家庭でのルール作りを。 
 

教育相談 
 

 

学校でけがをした時は 
☆ 登校から下校まで（通学路を通

って）のけがは、『日本スポーツ

振興センター』の対象となりま

す。けがをした場合は、保護者に

連絡します。 

☆ 学校から帰宅後、家庭から通院

した時は、担任に連絡ください。

手続きに必要な書類を渡します。 

学費・給食費の引き落とし 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

☆ 引き落とし日の前に、

残額があるかお確かめく

ださい。 

保護者の送迎や連絡

が必要です。 

登校･･･7:30～7:50 

最終下校･･･16:15 

帰宅…4～9月 17時まで 

    １０～3月 16時 30分 

● 他人の敷地内は入らない。 

● 登下校中、より道はしない。 

● 友だち同士でお金の貸し借

りや物をおごるなどしません。 

● 子どもだけで、校区外やゲー

ムセンターには行きません。 

●  自転車に乗車する時は、必

ずヘルメットを着用します。 

※  詳しくは「石田っ子の約束

(自転車編)」をご覧ください。 

学習に集中できるよう、柄や絵

の少ないシンプルなものを 
全学年共通 

◆はさみ◆セロハンテープ 

◆スティックのり◆色鉛筆 

◆なわとび（12月～３月） 

１・２年 

◆算数セット◆液体のり 

◆三角定規（２年生のみ） 

３年以上 

◆三角定規セット◆コンパ

ス◆分度器（４年生以上） 

☆ 授業参観時の廊下で

のおしゃべりは、お控え

ください。教室に入って

様子を参観ください。 

☆ 家族旅行等で、県外に

行かれた場合など、お土

産は不要です。お互いの

負担や食物アレルギー

の心配があるからです。 

配信例 

◇不審者情報◇臨時休

校・学級閉鎖・学年閉鎖 

◇諸準備物の周知◇集合

時刻等変更のお知らせ等 

◆給食エプロン・帽子・マス

ク◆歯ブラシ・コップ◆上靴

◆体操服◆赤白帽 これら

をそれぞれ袋に入れたもの

を月曜セットと呼びます。 

 

毎

  

日 

◆ランドセル・かばん 

（両手が自由になるのが望ましい） 

◆上靴（ベースが白色） 

◆ハンカチ・ティッシュ 

◆連絡帳 

禁止しているもの 

◇携帯電話 ◇集金時以外のお

金 ◇学習に必要のないもの 

天候や季節に応じて 

◆ジャンパー・手袋・ネックウ

ォーマー等、防寒具 

◆水着・白のスイムキャップ・

バスタオル、必要な場合はゴー

グル等、水泳学習時 

☆ 詳しくは、石田っ子の約束

（服装編）を参照ください。 

宿題は毎日出ます。 

● 学習習慣が身に付けられる

よう取り組みましょう。 

自主学習にも挑戦!! 

● 日記・音読・視写・漢字・計

算・熟語・ローマ字・予習・復

習など。 

● 自主勉強の○付けは自分で

し、間違いはその時直します。 

朝ご飯は脳のエネルギー 

時間・ルールを決めて!! 

☆学校外の事故・けがの場

合も、忘れずに学校に連絡

ください。 

 

お子様の成長についての小さな悩み事

もお気軽にご相談ください。 

☆ スクールカウンセラー(ＳＣ) 

山下 奈緒美（月 1回程度） 

☆ スクール・ソーシャル・ワーカー(ＳＳＷ) 

吉田 典子（毎水・金午前中） 

☆ 心の教室相談員 

木村 節子（隔週火曜午前中） 

 上記３名の専門員や担任、管理

職等にも相談できます。希望があ

りましたら、ご連絡ください。 

学費の引き落とし日 

４／２７(木)、６／２７(火)、 

９／２７(水)、１１／２７(月)、

１／２９(月)の５回です。 

給食費の引き落とし日 

☆ 給食実施月の翌月末日

(休日又は金融機関休業日

は翌営業日) 

日課表 石田小学校ホームページ http://www.sanuki.ed.jp/ishida-e/ 

※ 記載内容は、変更する場合があります。その際は、メールや

手紙でお知らせします。 

１年：８０冊、２年：１００冊 

３年:3000 ﾍﾟｰｼﾞ､４年:4000 ﾍﾟｰｼﾞ 

5 年:5000 ﾍﾟｰｼﾞ､6 年:6000 ﾍﾟｰｼﾞ 

● 呼ばれたら返事をする。 

● 単語でなく、文章で話す。 

● 話している人を見て聞く。 

● 最後まで話を聞く。 

● 目と耳と心で、聴く。 
 


