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給食

掃除

天満東小の目指す児童像「自ら考え表現する子」「自分も友だちも大切にする子」「体を鍛え粘り強くやり抜く子」

下
校

５校時 　　 14:45
６校時     　15:40昼休み業間朝の学習タイム

朝の会
日
課
表

月火木金

水

登校

登校 一斉下校　15:00朝の会 １校時

５校時 ６校時掃除

昼休み

〒675-1113　兵庫県加古郡稲美町岡1500番地
電話　 ：079-492-4371
FAX　  ：079-492-5747
学校HP：http://www.inami.ed.jp/~tenmahigashi-es/   QRコードはこちら→

６校時

2022年度

保存版

①欠席連絡フォーム
・右のQRコードから

・兄弟姉妹は別々に入力

・前日の17:30から

当日の8:20までに

②連絡帳

③電話（7:30～8:20）

電話対応時間

平日7:30～17:30
※上記以外は留守電対応となります。

※土日祝日、学校閉庁日は

・決められた通学路で登下校します。

・この時間に登校できるように

ご協力ください。

・下校のお迎えは緊急を要する場合の

み（習い事や通院等は含みません）

とさせていただきます。

・登下校の問題につきましては、

基本的に保護者同士で話し合って

いただきます。

登校時間 8:00～8:15

帰宅時刻

4月始業式～9月 18時まで

10月～3月 17時まで

鉛筆５本、赤鉛筆１本、消しゴム１個

定規、名前ペン１本（１年は道具箱）

※年度初めは学校で一括購入します。

※その他のノートについては別途連絡

します。

★使う時間や使い方について、家の

人と話し合ってルールを決めよう！

★自分や友達の個人情報を書き込ま

ない。

★悪口をネットに書き込まない。

★人に見られて困る動画や写真を

撮らせたり、送らない。

★インターネットで知り合った人に

会いに行かない。

★困ったことがあったらすぐ大人に

相談する。

◆学習で使用するときに持ってきて、

使い終わったら持ち帰ります。

◆筆やパレットは家庭できれいに

してください。

◆習字セット・絵の具セットの中を

点検し、学習に備えましょう。

習字の筆が傷んでないか確認し、

必要なら新しくしましょう。

◆火遊びや危険な遊びはしない。

◆必要のない外出はやめる。

◆道路での遊びをしない。

（ﾛｰﾗｰﾌﾞﾚｰﾄﾞ､ｽｹｰﾄﾎﾞｰﾄﾞなど）

◆外出するときは、保護者に

確認してから出かける。

◆校区外へ行くときは、お家の人と

一緒に出かける。

◆自転車に正しく乗る。

◆人通りが少ない所のひとり歩き

はしない。

◆帰宅時刻を守る。

(1)午前7時現在、稲美町に「暴風」

「大雨」「大雪」「洪水」「暴風

雨」等の警報・特別警報が発表さ

れているときは、臨時休業としま

す。自宅で学習させてください。
※｢波浪｣｢高潮｣警報は含まれません。

(2)始業時以降に「警報・特別警報」

が発表された場合の対応は、学校

ホームページやメールで連絡しま

す。

詳しくはホームページへ

※家庭に持ち帰ってもかまいません。

※季節によって変わることがあります。

※夜9時以降は使うのを控えてください。

※不具合が生じた場合、費用を家庭で負担

していただくことがあります。

※どんなサイトを見たかはすべて記録され

ており、制限がかけられています。

このルール以外にも、ご家庭の実態に

合わせてルールを追加してください。

★毎月「心のふれあい日」を設けて

います。お子様の様子で気がかり

なことや、悩みがある方は、お気

軽にご相談ください。

★スクールカウンセラー(SC)とも

相談できます。(稲美中学校勤務)

相談日：毎週水曜日

予約受付：天満東小学校 492-4371

稲美中学校 492-4400

悩みはお気軽にご相談ください

◆タブレットは学習のために使う。

◆学校と家以外では使わない。

◆ていねいに使う。

◆個人情報は他の人には教えない。

◆タブレットの設定を変えない。

※毎月月末に配付します。

一部ホームページにも

掲載していますので、

ご確認ください。

□ 学校だより

□ 学年だより

□ 給食献立表

□ 給食だより

□ 保健だより

その後の手当てや家庭・校外スポーツでの

けがは家庭で処置をお願いします。

また学校で薬を預かることはできません。

保健室では学校でのけがの

応急処置をします

体調不良等で早退するときや

緊急で連絡をするとき

保健調査票の「連絡先」に記入してある順

に連絡をします。連絡先に変更があったと

きは、学校へ連絡をお願いします。

◆災害や緊急時の一斉連絡手段と

して、本校では「学校メール」の

配信システムを活用しています。

ご家庭に１台以上の登録をお願い

します。

◆機種変更等で再度登録が必要に

なった場合は、学校までご連絡

ください。

学校メールを活用しています

持ち物には

必ず記名を

絵の具セット・習字セット

裁縫セット・彫刻刀

始業式 4月7日(木)
入学式 4月11日(月)
授業参観 4月29日(金)
自然学校 6月14日(火)～18日(土)
オープンスクール 6月3日(金)
終業式 7月20日(水)
始業式 9月1日(木)
校外学習(1～5年) 9月22日(木)
修学旅行 10月4日(火)～5日(水)
運動会 10月22日(土)
PTCAフェスティバル 11月12日(土)
終業式 12月23日(金)
始業式 1月10日(火)
授業参観 2月15日(水)
卒業式 3月23日(木)
修了式 3月24日(金)

三
学
期

一
学
期

二
学
期

・はさみ ・水のり ・スティックのり

・セロハンテープ ・色鉛筆

・クレパス（１年～４年）

学習に集中できるよう、シンプルで

低学年
生活　探検バッグ　図工　書写　道徳
音楽　音楽ファイル

中学年

図工　書写　道徳　保健　探検バッグ
社会　わたしたちの稲美町　地図帳
理科　外国語　外国語ファイル
総合ファイル　音楽　音楽ファイル

高学年

図工　書写　道徳　保健　探検バッグ
社会　地図帳　資料集　理科　家庭科
英語　英語ファイル
音楽　音楽ファイル

ＳＮＳ・動画サイトへの

画像・動画のアップ

※行事等で撮影された画像や動画は

ご家庭でのみお楽しみください。

※個人情報の特定や悪用につながる

おそれのあるものをインターネット

にアップしないようにご協力願い

ます。

※お子様が同様の画像・動画をアップ

しないようにご家庭でもご指導くだ

さい。

1年

2年

3年

4年

5年

6年

算数セット
鍵盤ハーモニカ
30㎝ものさし（2年～）
粘土・粘土板（1年）

算数セット(3年で一部使用)
三角定規、コンパス
リコーダー、
分度器（4年～）

国語 漢字 算数 社会 理科

1年 10マス
(中心リーダー入)

横開き７マス
(中心リーダー入)

2年 15マス 84字 17マス

3年 18マス 104字 5㎜方眼 5㎜方眼
5㎜方眼

(A4サイズ)

4年 5㎜方眼 104字 5㎜方眼 5㎜方眼
5㎜方眼

(A4サイズ)

5年 12行 120字 5㎜方眼 5㎜方眼
5㎜方眼

(A4サイズ)

6年 15行 150字 5㎜方眼 5㎜方眼
5㎜方眼

(A4サイズ)

項目 きまり

上の服装 標準服(ブレザー)を着用(10月～5月頃を目安)

下の服装 標準服としてのズボン・スカートの指定はなし

シャツ(標準服の下) 指定なし

靴 運動靴

靴下 指定なし

上靴､体育館シューズ 白地にライン(ライン等の指定はなし)

防寒着 登下校中着用可(ランドセルに収まるもの)

手袋､耳当て､マフラー
ネックウォーマ―等

登下校中着用可

ﾄﾚｰﾅｰ､ｾｰﾀｰ､ﾍﾞｽﾄ等 登下校中着用可

体操服､帽子 学校指定のもの

入学式､卒業式､
音楽会､修学旅行等の
行事の時の服装

上の服装…標準服(ブレザー)
下の服装…紺または黒系統のもの
白のえり付きのシャツ
白・黒・紺の靴下


