学び合う子 助け合う子 鍛え合う子

みなみ小学校

みなみ小は、学ぶ自由と権利が保障されている学校
学 ぶ喜 び を感 じ ること が できる学 校 を目指しています

欠席・遅刻・早退・見学
＊連絡帳、もしくは、８：００ま
でに電話で連絡してください。

＊登校：８：０５

＊欠席の連絡がない場合、安全確
認のため家庭訪問したり勤務
先に電話連絡させていただい
たりすることがあります。

＊下校：5 校時
6 校時

＊遅刻や早退の場合、保護者の送
迎が必要になります。
＊体育の見学の場合も、担任に連
絡帳等でお知らせください。

＊帰宅： 3～9 月 １７：００
10～2 月 １６：３０
この時刻には家にいます。
＊下校時刻は変更することがあ
りますので、毎月の下校時刻の
お知らせをご覧ください。

学習に必要なもの

＊赤青えんぴつ

＊自転車
１・２年生
保護者同伴・保護者の管理下
３・４年生
学区内の交通量の少ないところ
５・６年生
学区内
＜ヘルメットを着用します＞
＊路上で遊びません。

生
活

算数

漢字

10 マス
リーダー入り

7 マス
リーダー入り

50 字
リーダー入り

２年生

12 マス
リーダー入り

14 マス

50 字
リーダー入り

３年生

15 マス

17 マス

84 字

12 ㎜方眼

104 字

5 ㎜方眼
10 ㎜実線付

8 ㎜方眼

150 字

5 ㎜方眼
10 ㎜実線付

8 ㎜方眼

＊消しゴム：においがなく消し
やすいもの。

４年生

15 マス

5 ㎜方眼
10 ㎜実線付

＊下じき：勉強に集中できるも
の。

５・６
年生

縦 15 行

5 ㎜方眼
10 ㎜実線付

緊急時の対応について
＊緊急連絡する場合：臨時休業・学年閉鎖・登下校時刻の変更等
＊緊急時に連絡が必要な場合は、原則としてメールでお知らせします。用
紙をお渡ししますので登録をお願いします。
＊メール対応ができない場合は、学校のホームページでお知らせすること
もあります。
＊震度 5 弱以上の地震の際は、保護者のお迎えをお願いします。
（電話や
メールがつながらないことが予想されますので、原則として学校からの
連絡はしません。
）
＊登校前に自然災害やアラート作動等があった場合は、ご家庭で児童の安
全を確保してください。登校時刻の変更等については、学校からメール
配信を行います。メール配信がなく、安全確認ができない場合は登校を
見合わせてください。児童の安全を最優先に対応をお願いします。
連絡は、

＊ランドセルやバック、筆入れ
には、飾りを付けません。
防犯ブザーとお守り程度に
します。

＊染髪・模様の刈り込みをしませ
ん。

＊次のものは禁止しています。
・携帯電話
・お金
・学習に必要のないもの

＊アクセサリーやミサンガは付
けません。

＊外遊び・清掃時は体育帽をかぶ
ります。

理科

学

＊学習習慣を身に付けましょう。
家庭学習の手引きを参考に取
り組みましょう。
＊宿題は必ずやって提出します。
＊自主学習に取り組みます。

5 ㎜方眼
10 ㎜実線付

習

ホームページ
＊学校だよりや行事予定は、ホー
ムページをご覧ください。各学
年の活動の様子も掲載してい
ます。
鹿沼市立みなみ小学校

検索

＊QR コードをご活用ください。

＊時間の目安 学年×10 分
＊勉強が終わったら次の日の学
習の準備をしましょう。
⇒連絡帳をよく見て忘れ物を
しないようにしましょう。
⇒鉛筆をけずり、筆箱の中身を
確認しましょう。

立腰教育

そ
の
他

学校での持ち物

＜安全確保等の視点から
以下の指導をしています＞
＊髪飾りは必要なもののみ付け
ます。

家庭学習

国語
１年生

社会

装

＊学校では、名札を付けます。
（登下校時は学校保管）

＊メダルやカード、シール、金銭
などの貸し借りや交換は禁止
しています。

学校で使用するノート

＊筆入れ：じょうぶで簡単なつく
りのもの。低学年は箱形。
＊えんぴつ：飾りのついていない
もの。シャーペンは持ってきま
せん。
１～3 年 B か 2B ４～５本
4～6 年 HB か B ４～５本

１５：１０
１６：００

服

校外での遊び

登下校・帰宅時刻

〒322－0346 鹿沼市南上野町 503
℡0289－7５－4021 Fax 0289－7５－407０

☆机の脇にかけるもの
赤白帽子
(休み時間・清掃・緊急時に使用)
歯ブラシ・コップ入れの袋
ランチマット・マスクを入れた袋

パワーアップタイム
＊月・水・金曜日
８：１０～８：２５
＊国語 算数
＊一人一人が学びに向かえるよ
うな指導を工夫し、学習の補充
や苦手克服を目指します。
＊１５分間、一人一人のお子さん
に寄り添った指導ができるよ
う努めています。

きょうだい学級

＊本校では、立腰教育に取り組ん
でいます。

＊ペア学年

＜心を立てるには
まず身を起こせ＞

＊異学年の友だちとつながるこ
とで友だちとの関わり方を学
びます。

＊躾の 3 原則 本校の重点
１ あいさつは自分から先にしよう
２ 返事は「はい」とはっきりしよう
３ 履物をそろえよう
いすを入れよう
＊授業の始めと終わりには立腰
し、心を落ち着け、あいさつを
して、学びに向かいます。

１・６年生
２・５年生
３・４年生

＊上級生は下級生への思いやり
を学び、下級生は感謝の心を学
びます。
＊集会時の整列・清掃・
「わかば会
食」
「もみじ会食」
・なかよし遊
び等で交流します。このとき以
外でも、自由に交流する機会を
もちます。

いじめ防止の取組
＊安心して過ごせる学校づくり
のために、自分もまわりの人も
大切にする豊かな心を育み、互
いに認め合い、励まし合う仲間
づくりを進めます。
＊いじめは「どこでも起きる」こ
とを念頭に、児童の様子を全職
員で見守り、早期発見・早期対
応に努めます。
＊ご心配なことや気になること
がありましたら、遠慮なく担任
または教頭にご相談ください。

ことばのじかん
＊本校の特色ある取組。
ことばを楽しく学び、読む力を
つける時間として、時間割に位
置づけて実施しています。
＊１年生 週 2 時間（１年間）
２年生 週 1 時間（１・２学期）
＊１クラス３グループで実施しま
す。
＊一人一人の「読み」の特性や課
題に適した学習内容・学習方法
によりグループ分けをして学習
します。

チームみなみ
学校支援ボランティア募集中

＊見守りボランティア
＊緑化ボランティア
＊家庭科ボランティア
＊書道ボランティア
＊花と緑のボランティア
＊読み聞かせボランティア
＊修繕ボランティア
＊合唱・ピアノボランティア 他
☆学校は多くの地域の皆様・保護
者の皆様に支えられています。
短い時間でも都合のよいときだ
けでもご協力いただける方は、
学校までご連絡ください。お問
い合わせ大歓迎です。

