
 

 

 

 

 

保護者の送迎や連絡が必要です 
＊欠席・遅刻・早退の連絡は８：１５までに欠

席等連絡フォームにてお願いします。 

＊８：１５以降は電話連絡 

をお願いします。連絡 

がない場合は，家庭訪 

問や勤務先等への電 

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保護者の送

迎をお願いします。（学校周辺は７：３０～

８：３０車両進入禁止の道路があります。） 

＊体育の見学等も，担任にご連絡ください。 

 

 

登校  ７：４０～８：１５ 

＊決まった通学路で登下校します。 

＊８時２０分から活動できるよう余裕をもって登

校します。（８：１５～８：２０には校門を閉め，

昇降口を施錠します） 

 

 下校時刻 帰宅時刻 

３～１０月 １６：３０ １７：００ 

１１～２月 １６：００ １６：３０ 

＊授業終了時刻は学年によって異なります。 

＊安全面への配慮からポケットに手を入れて歩

かないよう指導しています。 

向陽小はノーチャイムです 

 

 

毎日 

■ランドセル  ■防犯ブザー 

■ハンカチ，ティッシュ 

■連絡帳，筆記用具，下敷き ■名札 

■はしセット（箸，スプーン，おしぼり） 

週の 

はじめ 

■給食着 

■体育着セット（体育着，赤白帽子） 

■上靴（衛生的に使用するため毎週洗う） 

■バンダナ（清掃時に着用） 

禁止 
■携帯電話   ■お金 

■その他学習に必要ないもの 

＊持ち物について特別な事情がある場合は，

担任にご相談ください。 

 

 

 

＊給食・弁当にはマイ箸セットを使用します。毎

回洗って持たせてください。(割り箸は不可) 

＊おしぼり（１年生全員）は２年生以降必要に応

じて持たせてください。 

＊道具袋は長期休み前に持ち帰り，必要なもの

を補充して長期休み明けに持ってきます。 

＊ランドセルにキーホルダー等はつけません。

お守りはランドセルのポケットに入れます。 

＊靴箱に入らないようなハイカットの運動靴は

履いてきません。（雨天時を除く） 

＊水筒を持たせる場合の中身は水かお茶で

す。 

 

 

＊髪の毛が長い人は，学習や給食の邪魔に

ならないよう，髪をまとめます。 

＊体育着の半袖・短パンを着る時は，レギン

ス，ロングTシャツ等は中に着ません。 

＊ミサンガは禁止です。 

＊つめは定期的に切っておきます。 

＊日焼け止めクリーム，虫よけリング(無臭)，

リップクリーム（無色無臭）等を使用させる

場合は，保護者が担任に申し出てください。 

＊カイロは授業中に触ったり机の上に出した

りしません。学校に捨てず持ち帰ります。 

持ち物全てに名前を記入します 
 

 

 

＊靴はかかとをつぶさず履きます。 

 

＊靴は靴箱にかかとを

そろえて入れます。 

 

＊アレルギー等で詳細

献立が必要な場合

や，牛乳を停止する

場合などは，学校へ

連絡してください。 

 

 

 

 

シンプルなもの（学習に集中）  
鉛筆 
 

２B，B 
家で削ってくる 

色鉛筆 
赤１本，青１本 

赤青兼用は可 
ボールペン，マーカー不可 

消しゴム 消しやすい物 
香り付きやペン状不可 

１５cm定規 透明  折りたたみ式不可 

ペン 油性黒ネームペン 

＊筆入れには削った鉛筆を５～６本（一つの

学習につき 1 本）入れておきます。授業中

に鉛筆は削りません。 

＊キーホルダー付きの鉛筆は使いません。

キャラクターの鉛筆は望ましくありません。 

 

 

道
具
袋
の
中 

■はさみ ■セロハンテープ 

■木工用ボンド ■フェルトペン 

■スティックのりと液体のり（無臭） 

■クレヨン（１年生から） 

■三角定規（２年生から 透明なもの） 

■コンパス（３年生から） 

■分度器（４年生から 透明なもの） 

ロ
ッ
カ
ー 

■鍵盤ハーモニカ  ■粘土，粘土板 

■絵の具セット  ■副読本， 

■リコーダー（３年生から） 

■裁縫セット（５年生から） 

＊その他，教室保管の教科書等については学

年通信でお知らせします。 

＊書道用具は使用するときに持ってきます。 

8:20 

～8:35 

■算数スキル：ドリル等に取り組みます。 
■異学年交流算数スキル：上学年が下学年の
算数学習をサポートします。 

■講話朝会：賞状伝達，校長講話，生活目標の確
認を行います。 

■児童集会：委員会の発表等を行います。 
■朝読書：読書や読み聞かせを行います。 
■防災タイム：防災副読本を使った学習や体験学
習を行います。 

■アンケート：学校生活の様子を確認します。 
■学年学級タイム：学年独自に活動します。 
■音楽集会：「今月の歌」を歌います。 

＊B タイムの日は業前活動を行わず，８：３０か

ら１校時開始です。 

 

 

 

家庭学習時間のめやす 

学年 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 

分 ２０ ３０ ４０ ５０ ６０ ７０ 
 

家庭学習の内容 
＊音読・プリント・漢字練習等の宿題に取り組み
ます。 

＊宿題だけで上記家庭学習時間のめやすに達
しない場合は自主学習を行います。（自主学
習の丸付けや見直し，パワーアップカードの
チェックは家庭で行います） 

＊学習後は翌日の学校の用意を整えます。（教
科書ノート学習用具の確認，鉛筆削り，ハンカ
チちり紙つめ名札の確認等） 

 

 

貸し出し冊数…２冊 
貸し出し期間…１週間 
＊業間と昼休みに，図書委員と図書館司書

（隔月・木・金）が貸し出し業務を行います。 

＊１年間で３０冊以上読むことを目指します。 

＊毎月５・１５・２５日は「向陽小子ども読書の

日」です。家庭でも読書への声掛けをお願

いします。 

＊読み聞かせボランティア「にじいろのたね」

さん（業前），「石巻絵本とおはなしの会」さ

ん（授業中）が定期的に来校しています。 

＊長期休業中は家庭向けに図書館を開放す

る場合があります。 

 

 

＊授業における様々な思考場面に向き合い，

意欲をもって考えることができるようにしま

す。 

自分でじっくり考えさせる 

＊自分のめあてを設定し，様々な方法で試行

錯誤したり，自己の成長を客観的に振り返

ったりすることができるようにします。 

交流を通して考えさせる 

＊考えた過程や分かったことを説明したり，分

からなくて困っていることを相談したりしな

がら，協力して学習できるようにします。 

学習意欲の向上 

 

 

＊他人の家の敷地内へ勝手に入りません。 

＊出かけるときは「どこに」「誰と」を家の人に

伝えます。 

＊友達同士のお金や物の貸し借り，おごった

りおごられたりはしません。 

＊子どもだけでショッピングセンターやゲー

ムセンター，映画館は行きません。 

＊子どもだけで学区外には行きません。 

＊公園などで自分が出したごみは持ち帰り，

自分の家で捨てます。 

＊自転車は保護者の責任の

下，学区内で乗ります。交

通ルールと家庭の約束を

守ります。 

 

 

マチコミ（メール配信） 

＊不審者情報，臨時休校，学級閉鎖，引渡しな

ど，緊急のお知らせも含まれますので確実に

確認してください。（各種文書を添付する場合

や，google forms等へのリンクを貼り付けてい

る場合もあります。） 

電話連絡 

＊お子さんのけがや体調の悪化に関しては，

速やかに連絡し保護者の判断を仰ぎます。 

ホームページ 

＊行事予定，学校便りは毎月更新しています。 

＊向陽小スタンダード，防災マニュアル等をい

つでもダウンロードできます。 

 

 

参観時の妨げになるマナー 

＊廊下での雑談，携帯電話の使用，ガムをか
みながらの参観はご遠慮ください。 

車での来校 

＊学区外通学児童のお迎え等に利用できるよ
う，プール脇の駐車場の利用許可証を発行し
ています。（必要な場合は担任まで） 

児童昇降口からの来校 
＊学習参観時を除き，校舎に入る場合は職員
玄関インターホンで来意をお知らせください。 

＊学校の行事等で撮影した画像や動画は個人
情報が含まれますので，ＳＮＳ等への発信は
しないでください。 

ＳＮＳ等への発信 

 

 

 

朝ごはんは脳のエネルギー 

＊遅くても始業 1 時間前には起床させ，必ず朝

食をとらせてから登校させてください。 

メディアとの付き合わせ方 

＊ゲーム，スマホ等は使用のルールを決め，保

護者の責任の下使用させてください。ＳＮＳや

オンラインゲーム等でトラブルになり，実生活

に支障をきたす案件が発生しています。ま

た，長時間に及ぶ動画視聴などによる健康被

害（睡眠不足，視力低下等）も懸念されます。 

メディアコントロール Day 

＊毎月５のつく日の石巻西部地区小中学校共通

の取組です。（詳細は学校からのお便りで） 

 

 

スクールカウンセラー（SC） 

＊お子さんの成長や発達等について相談を

希望される方は，学校まで連絡ください。

（原則週１回，先着順の受付） 

登下校中のけが 

＊登校から下校までのけがは「日本スポーツ

振興センター」の共済給付対象となります。 

感染症 

＊感染症と診断された場合，お子さんまたは

家族が新型コロナのＰＣＲ検査対象となっ

た場合，お子さんに発熱の症状がある場合

などは出席停止となります。学校までご連

絡ください。（詳細は学校からのお便りで） 

 

 

家庭用防災マニュアル 

＊通信網の麻痺を想定し，学校から連絡がな

くても家庭で対応を判断できるようにしてく

ださい。 

わが家の防災メモ 

＊家族の避難場所，連絡方法等，お子様と確

認してください。 

児童引渡し 

＊児童環境調査票の「引取り者」に○印で登

録している人にのみ行います。 

＊津波警報・注意報発令時は児童を引取りに

いらしても引渡しを行いません。 

※ 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。                                        石巻市立向陽小学校 

思いやりのある子ども・自ら学ぶ子ども・進んで運動する子ども 

― やさしく・かしこく・たくましく ― 

〒986-0863  宮城県石巻市向陽町４丁目１３番２４号 
電話   0225-95-0221（平日 7:30～17:30） ＦＡＸ 0225-95-7570 
緊急電話 070-1306-4208（土，日，祝日） 
学校ＨＰ http://www.city.ishinomaki.lg.jp/school/20301400/index.html 



 


