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・学習に集中できるよう、筆入れの中身をシ
ンプルなものに揃えます。
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１
学
期

５～６本（ＢかＨＢ）
※１，２年生はＢか２Ｂ

香りや飾りのないよく消えるもの１個

１２～１５ｃｍの長さで透き通る色合いのもの

始業式・入学式

４月８日（水）

春の学級懇談

４月1４日（火）１６日（木）

終業式

７月2２日（水）

始業式

２
学
期

３
学
期

玄関の開錠

８月1９日（水）

つつじ祭り

９月６日（日）

宿泊学習（５年）

９月1０日（木）～1１日（金）

全校参観日・地域参観日 ９月１７日（木）
学芸会

10月1６日（金）

修学旅行（６年）

１０月２８日（水）～２９日（木）

終業式

12月25日（金）

始業式

１月15日（金）

修了式・離任式

３月23日（火）

卒業式

３月24日（水）

８：０５～

・安全のため、早く登校しすぎないようご協
力ください。
・８：２０には朝学習に参加できるよう協力
をお願いします。

下校
時刻

５校時Ｓ
５校時Ｎ
６校時Ｎ

帰宅
時刻

４月～９月
10 月～３月

～
～
～

共

通

１７時まで
１６時まで

◆クーピー、色鉛筆（１２色程度）
◆はさみ ◆のり ◆セロテープ

１
年
２
年
３
年
４～６年

◯
◯

計算ブロック

三角定規 コンパス

分度器

◯
◯

◯

・三角定規，分度器は透明なもの
・粘土、粘土板は低学年は教室保管、３年生
以上は必要に応じて家庭から持ってきて
活用します。
・探検バッグは全学年、教室保管します。
・学年によっては机横に巾着に入れて保管し
ます。その場合は、担任より連絡します。
・上記の表と変更がある場合は担任より連絡
しますので、ご協力をお願いします。

配信例

・学期末に持ち帰りますので、洗濯をして、
学期はじめに持たせて登校させてくださ
い。
※体育帽子（紅白帽子）については、学級に
よりロッカーで保管の場合もあります。

・１冊目は一括購入しています。２冊目以降
を購入される場合の参考にしてください。

◯
◯
◯
◯

・週末に持ち帰りますので、洗濯をして、週
はじめに持たせて登校させてください。

１４：０５
１４：３０
１５：３５

・春休みの帰宅時刻は、１６時３０分までで
す。家庭での声がけもお願いします。

クレヨン

ネームペン（油性）１本
ン 赤ペン（赤鉛筆）
※青ペンや蛍光ペンについては、担任の指示に従ってください。
規

Fax 37-8223

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。

Ｎ（通常）月・水・木・金曜日

生
活
面

帯広市西２４条南３丁目３９

不審者情報・臨時休校
学級閉鎖・運動会延期
スケートリンク情報 他

・本校では、学級連絡網は作成していません。
学校からの緊急連絡は帯広市子供安全ネ
ットワークを通してメールにてお知らせ
しています。入学式の日に「帯広市学校メ
ール」への加入手続きのプリントを配布し
ています。その手順に従ってください。今
年度も加入率１００％の取組への協力を
お願いします。
・携帯端末の設定の問題等で加入できない場
合は、つつじが丘小学校までご連絡くださ
い。こちらで加入手続きを進めさせていた
だきます。

・出かける時は、家の人に「どこに」
「誰と」
を伝えてから出かけます。
・午前１０時より前の友だちへの訪問、電話
などは控えましょう。
・スーパーやコンビニなどに子どもだけで出
入りしません。飲食店や映画館、ゲームセ
ンターも同じです。
・校区外には、子どもだけで出かけてはいけ
ません。ただし、夏期のスインピアの利用
については、４年生以上で保護者の許可の
もと利用できます。
・インターネット、ＳＮＳなどの利用につい
ては、ご家庭でルールを決めてください。
事件や事故からお子さんを守りましょう。
・自転車の点検、整備は定期的に家庭の責任
において実施するようお願いします。
※詳しくは「校外生活のきまり」
「夏・冬・春
休みの過ごし方」をご覧ください。

児童の下校に際して危険が予想される場合は
集団下校の措置をとります。
【安全メールが使える場合】
・安全メールで下校開始時刻などを具体的に
配信します。電話は混雑しますので、配信
された内容に従っての対応をお願いしま
す。
・直接、学校に迎えにくる場合は、下校開始
時刻の５分前までに図書室にお越しくださ
い。

【安全メールが使えない場合】
・原則、全員学校待機となります。各ご家庭
から、学校までのお迎えをお願いします。

【書写（毛筆）】３～６年生

★朝読書の取組 火・木

国語 算数 社会 理科 道徳 自学 漢字練習 その他
１０マス
６マス
１年 中心リーダー入り 中心リーダー入り
―１年生は、２学期から変更の予定です。
―
―
―
― 自由ノート

・練習用の半紙は、各ご家庭で用意をお願い
します。１度の学習で１５～２０枚使います。
・清書については、学校で半紙を用意します。

１７マス
２年 １５マス
中心リーダー入り 中心リーダー入り

【絵の具のパレットと書写の筆】

継続して読み進められる作品を家庭から持参する
か、図書室から借りるなどして取り組んでいます。
ご家庭での「本」の有無への声がけをお願いしま
す。

―

―

方眼罫５ｍｍ（１０ｍｍ実線入り）
３年 １８マス
中心リーダー入り

４年
５年
６年

―
６ｍｍ方眼罫
（12ｍｍ実線入り）

方眼罫５ｍｍ（１０ｍｍ実線入り）
方眼罫５ｍｍ（１０ｍｍ実線入り）
方眼罫５ｍｍ（１０ｍｍ実線入り）

―

―

―

運動会後
１０４字
連絡
指定なし
１２０字
（自由）
―
運動会後
１２０字
連絡

英語ノート
８段
―

・上記より変更がある場合は、学年学級通信
にてお知らせします。

・お子さんの体調不良等について、担任に代
わって保健室から直接お電話することがあ
ります。
・学校管理下でのケガは「日本スポーツ振興
センター」の対象です。担任までお知らせ
ください。
（保険適用金額１，５００円以上）

・学校からのお知らせの他、学校生活や学習、
各種行事の様子など学校の取組について紹
介しています。本校児童の活動の様子を是
非、閲覧ください。お待ちしております。

・図工の学習で使った絵の具のついたパレッ
トと書写の毛筆で使った筆は家庭に持ち
帰って洗います。蛇口の数、配管のつまり
防止などからの対応ですので、ご理解をお
願いします。

【冬の体育に向けて】
・スピードスケート用のスケート靴が必要で
す。レンタル、購入どちらでも構いません
ので、用意をお願いします。

①つつじが丘小学校のＨＰにアクセス
②「家庭で活用できる教材」をクリック
③ユーザー名 kenkyu2710
パスワード jm4gr3
を入力
④使いたい教材（プリント）をダウンロードし、
印刷
☆こちらの教材を家庭学習のヒントとして活用す
ると学力の定着に便利です。積極的な活用をお
勧めします。

●隊員数 ７７名

●学校の敷地周辺での路上駐車、停車はおや
めください。見通しが悪くなり、児童を巻
き込む事故につながる恐れがあります。学
校の玄関前の広場、職員駐車場も原則、駐
停車禁止です。
●春から秋までの児童の送迎で来校の場合
は、グラウンド西側に乗り入れて乗降車す
るようお願いします。

（年齢１０代～７０代）

●活動日 年間８０～９０回
【内訳】毎週月、木曜日放課後
土、日曜日１０～２０回
夏、冬 休み ラッキースクー ル
●活 動 内 容 季節行事の企画、運営

～モットー～
自分ができることを
できる時に
無理なく
楽しんで♪

バス学習の企画、運営
放課後の手芸、料理、

・食物アレルギーの心配があるため、お土産
等の配布はご遠慮いただいています。

《学校ホームページ》

http://www.tsutsuji.obihiro.ed.jp/

★帯広市教育研究所ＨＰの活用

・
「給食費」
「PTA 会費」の集金があります。
お忘れのないよう、協力をお願いします。

スポーツ、工作、自由遊びなど
●募 集

子どもと関わる活動に興味のある方は年
齢、地域を問わずどなたでも参加可。

興味のある方は☎37-5756（赤間）まで。

