
　

始業式・入学式　　４月　６日（月）
遠足　　　　　　　５月２０日（水）
運動会　　　　　　６月　６日（土）
宿泊学習（５年）　６月２９日（月）
　　　　　　　　　　～３０日（火）
修学旅行（６年）　７月　７日（火）
　　　　　　　　　　～　８日（水）
１学期終業式　　　７月２２日（水）
２学期始業式　　　８月１８日（火）
ＰＴＡバザー　　　９月１２日（土）
学芸会　　　　　１０月２４日（土）
２学期終業式　　１２月２４日（木）
３学期始業式　　　１月１８日（月）
土曜授業（公開なし）１月３０日（土）
卒業証書授与式　　３月１９日（金）
修了式・離任式　　３月２４日（水）

学校に置いておく
学習用具

生
　
　
活

欠席・遅刻・早退

欠席・遅刻
　 連絡

・鉛筆５～６本（２Ｂ～ＨＢ）
　＊低学年は２ＢかＢ
　→毎日削ってきます。
・消しゴム
（白か黒でシンプルな形）
・赤ペン・青ペン(１年生は赤・青鉛筆）

・黒サインペン
・ミニ定規（１５ｃｍぐらい）
・蛍光マーカー
　＊４年生以上、２色まで

筆入れの中
～「西部っ子のもちもの」で確認を～

遅刻・早退は
原則…

欠席・遅刻連絡用メールアドレス
seibus-6@hokkaido.school.ed.jp

登校・帰宅時刻

登校時刻

・習字セット　・絵の具セット
・裁縫セット　・リコーダー
・鍵盤ハーモニカ

置いて帰ってもよい学習用具
・（３～6年のみ）音楽、図工、家庭、保健、
道徳、外国語の教科書
・国語・算数のドリル
・習字セット、絵の具セット、裁縫セット、鍵
盤ハーモニカ、リコーダー
＊置いていくものは自分で判断します。
＊担任の指示で持ち帰ります。

学校ホームページ

・体育帽子　・とびなわ
・はさみ　　・のり
・色鉛筆（クーピー）
・ブロックとおはじき（低学年）

・クレヨン（低学年）

・セロハンテープ（中学年以上）

・４時間(掃除あり） １３：２０
・５時間(掃除あり） １４：２５
・６時間(掃除あり） １５：１５
・水・特別５時間 １４：０５
・水６０分　　　 １４：２０
・特別６時間　　 １４：５５
・委員会・クラブ １５：２５
・最終下校時刻　 １５：２５

服装・持ち物下校時刻
詳細は日課表で確認を！

学校からの
緊急連絡は…

 □ランドセル・かばん
 □ハンカチ、ティッシュ
 □筆記用具
 □連絡帳（低学年）

ツイタもんメール
でお知らせします

★このガイドは、よく見えるところに貼ってご活用ください！

学
　
　
習

そ
　
の
　
他

学校からの
お願い②

令和２年度　主な行事 参観日・懇談会① 参観日・懇談会②
学校からの
お願い①

ノートの規格（高）

ご理解ご協力を①

ご理解ご協力を②
必要に応じて持ってくる

学習用具 ノートの規格（低）

８：００まで

保護者の送迎

・子どもの安全確保のため、ご理解

とご協力をお願いします。

・決められた通学路を通って登下校

します。

・安全のため、早く登下校しすぎな

いようご協力ください。

・確実に家に入っている時刻です。

８：００～８：１０

・水曜日以外の昼休み前に清掃を行

います。

・日課変更のため下校時刻が変わる

場合は、時間割でお知らせします

ので、確認をお願いします。

・筆入れには、キーホルダーは付けま

せん。

・詳細は、「西部っ子の学習用具」

をご覧ください。

・学級のバスケットに

入れておきます。

・ねん土、ねん土板

・たんけんバック

・教室の棚で保管します。記名を

お願いします。

・三角定規（２年生から）

・コンパス（３年生から）

・分度器（４年生から）

・机の横にはものをかけません。

・現段階での予定です。学校だよりや学年通信で確認してください。

・家庭訪問は、４月に１・２年生のみ実施します。

４月１８日（土） 土曜授業公開日

学校説明会 ＰＴＡ総会 懇談会

５月１３日（水） ４～６年・あ

参観日・懇談会

５月１４日（木） １～３年

参観日・懇談会

７月13～16、20日 個人懇談

７月１８日（土） 土曜授業公開日

９月１２日（土） ＰＴＡバザー

９月２８日（月）２・４・６年

参観日・懇談会

２９日（火）１・３・５年・あ

参観日・懇談会

１１月 ７日（土） 土曜授業公開日

１２月 １日（火） １・２年

参観日・懇談会

２日（水） ５・６年、あ

参観日・懇談会

３日（木） ３・４年

参観日・懇談会

２月１５日（月） １・６年

参観日・懇談会 ６年卒業を祝う会

１６日（火） ４・５年

参観日・懇談会

１８日（木） １・３年・あ

参観日・懇談会

学校にお越しの際は…

・参観日以外は、できるだけ３Ｆ

（低学年）の玄関にお越しください。

・インターフォンでお名前とご用件を

お伝えください。

・ＰＴＡのネームプレートの着用をお

願いします。

お子さんのことでお悩みのと

きには・・・

～教育相談のご案内～
・スクールカウンセラーや心の相談員

による教育相談を受けることができ

ます。希望される方は、学校までご

連絡ください。

・お子さんの発達で心配なことがある

場合には、本校の特別支援コーディ

ネーターによる教育相談を受けるこ

とができます。希望される方は、担

任をとおして学校にご連絡ください。

学校諸費のことは・・・

・学校諸費や給食費の引き落としのこ

となど、不明な点がありましたら、

事務職員にお尋ねください。

けがをしたときは・・・

◆登校から下校までのけが

「日本スポーツ振興センター」の対

象になります。

◆学校以外のけが

「ＰＴＡ安全互助会」の対象になり

ます。

けがをして病院にかかったときには、

担任に連絡をお願いします。必要な書類

をお渡しします。

令和

２年度

学校教育目標

えがおいっぱい ともだちいっぱい

〒０６１－１２６４ 北広島市輪厚５０８番地３

ＴＥＬ（０１１）３７６－２１０４ ＦＡＸ（０１１）３７６－２１６９

欠席・遅刻連絡用メールアドレス seibus-6@hokkaido.school.ed.jp

帰宅時刻
３～４月、１０月 １７：００

５～８月 １８：００

９月 １７：３０

１１～２月 １６：００

●持ち物には記名をお願いしま

す！

●お金他、学習に必要のない物

は持参を禁止しています！

●携帯電話・スマートフォンの

所持は原則禁止です。
やむを得ない事情がある場合は担任に相談してくだ

さい。

●教室の後ろにかけやすく、落

ちないように、コート類には

かけひもをつけてください。

毎
日

給
食

□エプロン

□三角巾または帽子

そ
の
他

□体育はジャージなど

動きやすい服装で

□雑巾２枚

□洗濯ばさみ２こ

（机の前にかける）

・自分のバスケットに

入れておきます。

・連絡のない場合は緊急連絡先に確

認したり、家庭訪問をしたりする

場合があります。

・早退や体育見学なども、担任に連

絡願います（連絡帳も可です）。

検索 北広島市立西部小

・学級閉鎖、集団下校、運動会延期

などをお知らせします。

・登録変更や不具合などがありまし

たら、学校まで連絡してください。

・学校便りや児童の活躍等の情報も

載せています。

【宿題】

・学習の進度に応じて出します。

【家庭学習】

・基本的に毎日取り組み、提出

します。

・ノートへの自学を中心に取り組

みます。

家庭学習ノートは２冊使用します（規格は学年だよりでお知らせします）

行事などで来校される際は…
駐車場が手狭です。できるだけ徒

歩で来校してください。

スリッパ等も用意しておりますが、

上履きを持参していただけると幸い

１８：３０～７：３０

転送電話になります

学校への電話連絡は

これ以外の時間にお願いします

食物アレルギーによる

事故を防ぐために・・・

家族旅行等のお土産を

配布することは

ご遠慮願います
ご理解とご協力をお願いします


