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登校 朝の活動 朝の会 １校時  ２校時 中休み ３校時  ４校時 給食 清掃・昼休み ５校時  ６校時 帰りの会 

 

 
・学習習慣を身に付けられるように

取り組みます。 
・○付けについてはご家庭に協力を
お願いすることがございます。 

 
 
≪家庭学習の例≫ 
・日記・音読・視写・暗記・計算・漢字・

熟語・ローマ字・予習・復習など 
・○付けをしてから、提出します。 

靴は靴箱にそろえて入れます。 
※靴箱のサイズ 

幅２３㎝、高さ３４㎝ 
＜この中に入る大きさ＞ 

8:00    8:20    8:30     8:40    9:25  9:30     10:15     10:35    11:20  11:25    12:10     12:50        13:20     14:05  14:10     14:55    15:05 
※５時間授業の日は、 

14：30下校になります。 

 
 

 

啓西ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.keisei.obihiro.ed.jp/ 

本校では、児童の健やかな成長と安全
確保のために積極的に関係機関と連携
しています。各種ご相談等はお気軽に
学校又は直接下記にご連絡ください。 
・帯広市教育委員会☎６５－４２０５ 
・帯広市     ☎２４－４１１１ 
・帯広児童相談所 ☎２２－５１００ 
・道子ども支援ｾﾝﾀｰ☎0120-3882-56 
・国 24 時間子供 SOS ダイヤル 

☎0120-0-78310 
・国子どもの人権 110 番 

☎0120-007-110 

１
学
期 

始業式・入学式 ４月 ８日(水) 

PTA総会（中止） 当初 4月 23日(木) 

運動会 （延期） 当初６月７日(日) 

終業式 ７月２２日（水) 

２
学
期 

始業式 ８月１９日(水) 

修学旅行（６年生） ９月１５日(火) 

宿泊学習（５年生） ９月２３日（水） 

学習発表会 １０月２３日(金) 

終業式 １２月２５日(金) 

３
学
期 

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) 

※４月 17 日現在。新型コロナウイルス対
応のため変更する場合もあります。 

水泳学習≪重要≫ 
１）別途「水泳に関する健康調査」を提

出いただきます。医師から水泳を禁
止されている場合や当分の間見合
わせなければならない場合は、必ず
記入してください。 

２）当日の体調不良は必ず連絡願います 

コート類にはかけひもをつけてください。 
・教室の後ろにかけやすいよう、ジャンパーやコート
のタグの部分に紐（７～１０㎝）をつけてください。 

 

 
 

・連絡がない場合、家庭訪問や勤務先
への電話等で所在を確認します。 

・ケガや病気等による授業見学の場
合も、必ずご連絡ください。 

欠席・遅刻などの☎連絡は 
８時20分迄にお願いします 

登校 ８：００～８：２０ 

①「どんぐり」～「朝と昼の読み聞かせ 
（毎月１回）」と「図書室の装飾作成・
掲示（年４回）」を行っています。 

②「ぽけっと」～月２回、土曜日に「体
育館で自由遊び」「家庭科室で物作り
体験」を企画・運営しています。 

③「ﾃﾞﾝﾀﾙ・ｻﾎﾟｰﾀｰ」～毎週木曜日の朝、 
各教室で行う「フッ化物洗口」の 
容器等の回収と洗浄を行います。 

4～10 月 17 時まで 
11～ 3 月 16 時まで 

・いじめ、危険な行為 
・お金の貸借、おごる・おごられる 
・用事が無いのにお店に入る 
・子どもだけで飲食店やカラオケ店 
やゲームコーナーに入る 

・自転車の二人乗りや危険な乗り方 
・子どもだけで川に行く  

下校 

・行事の際には、その都度、駐車場を 
 ご案内しますので、路上駐車や迷惑 
 駐車は、ご遠慮願います。 

近隣施設への駐車禁止 

お土産・お礼は不要です 

 
 

筆 箱 

シンプルなもの。 
赤鉛筆や赤ペン、ネームペ
ン、その他学年に応じて必
要な物を入れておきまし
ょう。 

鉛 筆 
２Ｂ～ＨＢを５本程度。 
飾りが無いもの。 
きちんと削りましょう。 

消しｺﾞﾑ 
よく消すことができる 
シンプルなもの。香付きや 
練り消しはやめましょう 

定 規 
１５㎝程度で透明なもの。 
折り畳みタイプは、やめま
しょう。 

 

～集中して学習に取り組むために～ 

日課表 
 

①図書ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ「どんぐり」 
②居場所づくり「ぽけっと」 
③歯の健康「ﾃﾞﾝﾀﾙ・ｻﾎﾟｰﾀｰ」 

・「早寝・早起き・朝ご飯」を中心に
ご家庭で規則正しい生活習慣を 

 整えましょう。 

 

 

 
  
・朝の落ち着いた雰囲気は、その後の
１日に影響します。 

・本校では、「計算タイム」「朝読書」
「朝自習」など、朝の１０分間を大
切に過ごしています。 

みんなで取り組む 
朝の時間 8:20-8:30 

8:20～8:30 

5 校時→14 時 30 分 
6校時→15時 50分/冬 30分 
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命を守るために絶対ダメ！ 

心配！危険！【ネット依存症】 

また、遅刻・早退の場合は 
保護者送迎をお願いします 

【電話対応時間】 
平日 7:30～18:00 

※上記以外の時間帯の緊急連絡は、
帯広市役所に ☎２４－４１１１ 

啓西小の職員の勤務時間は 8:15～16:45 です。保護者・地域のみなさまとともに、より質の高い教育の推進に努めます。 

毎日、宿題が出ます 

家庭学習を推奨しています 

生活リズムが大切！ 
 
 

・朝食をとると、頭がさえ、集中力
も アップ！バランスのよい朝
食を食べて登校しましょう！ 

朝ごはんでスイッチ・オン！ 

保健室の役割 

◆システムの概要 
・帯広市教育委員会が契約し、市内

の小中学校か市教委が、登録した
保護者に配信します。 

◆配信内容 
①「自然災害時の登下校」や「不審
者情報」など安心・安全関連 

②「運動会の実施可否」や「行事の
際の駐車場情報」など 

③帯広市ＰＴＡ連合会から、各単Ｐ
の役員さんへの連絡 

・電話連絡網は作成していませんので
登録にご協力願います。 

安全メールで配信します 

・週末に持ち帰り、洗濯をして、 

週はじめに持ってきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

※特別な事情がある場合は、事前に
担任にご相談ください。 

 

 

 

 

 

■携帯・スマホ・お金 
■その他学習に必要ないもの 

天
候
に 

よ
っ
て 

禁
止 

し
て
い
ま
す 

■ランドセル・かばん 
(両手が自由になるものを) 

■上靴 
■ハンカチ・ティッシュ 
■体育の時はジャージなど 
動きやすい服装 

 

 

 

 

三角定規 
・３～６学年 
・直角二等辺三角形と 
直角三角形の２枚１組 

コンパス 
・３～６学年 
・鉛筆付き（ｼｬｰﾌﾟﾍﾟﾝｼﾙ式 

は折れやすいため） 

分度器 
・４～６学年 
・透明のものが使いやすい

です。 

 

毎
日 

■雨具 
■手袋・帽子（寒い時期） 

＜全学年共通＞ ・体育帽子 

・はさみ・スティックのり 

・色鉛筆またはクーピー 

 学年に応じて、次のとおりご用意ください。 

 ただし年度の始めは、すべて学校で用意します。 

 

☆２冊目からは、次のとおりご用意下さい 
 

○1 学年 国語～１２マス十字リーダー入り 

     算数～ ７マス（横） 

○２学年：国語～１５マス十字リーダー入り 

     算数～１２マス 

○３学年：国語・算数・社会・理科 

       ～１０㎜マス十字リーダー入り 

○４学年：国語・算数・社会・理科 

       ～１０㎜マス十字リーダー入り 

○５学年：国語～１５行リーダー掛入り 

     算数・社会・理科 

       ～１０㎜マス十字リーダー入り 

○６学年：2 冊目からは、担任から指示があります。 

・授業中に大きな災害が発生した場合は、
児童を校舎内で守り、保護者にお迎えに
来ていただきます。 

・連絡は、安全メールとホームページを基
本としますが、停電等で使用できない場
合は、直接、学校にお越し下さい。 

※学校のホームページも毎日更新中 

小さな習慣で大きな花を咲かせよう！ 

 

＜虐待は通告します＞ 
「児童虐待の防止等に関する法律」
により、学校には虐待を早期発見し、
通告する義務があります。 

 
帯広市立啓西小学校 

〒０８０－００５７ 帯広市柏林台中町４丁目１番地 
☎（０１５５）３４－４６５９  ＦＡＸ（０１５５）３４－４６６９ 

進んで学び 
心やさしく 

   元気な子 
令和２年度 

帯広市では１４の中学校区（ｴﾘｱ）の
幼保小中と学童が連携し、子ども達の
健全育成に努めています。 
☆西陵中エリアのファミリー（ﾒﾝﾊﾞｰ） 
 ・西陵中 ・広陽小 ・啓西小 
 ・柏林台カトリック幼稚園 
 ・すずらん保育所 ・あやめ保育所 
 ・柏林台児童保育センター・同分室 
☆主な取組 
 ・幼児、児童、生徒のふれ合い 
・「生活ﾘｽﾞﾑﾁｪｯｸｼｰﾄ」「ﾉｰﾃﾚﾋﾞ週間」 
の一斉実施 

 ・関係職員と保護者向け教育講演会 
※本校の卒業児童は、帯広第五中学校 
にも進学しますので、五中との連携 
も大切にしています。 興味のある方は☎啓西小 34-4659 に 

・必ず通学路を通りましょう。 
・児童玄関は、８時３０分に施錠します。 
 （不審者対策のため） 
・遅刻・早退の際は、職員玄関（校舎東） 
のインターホンをご利用下さい。 

・ご家庭で、「早寝・早起き・朝ご飯」を 
中心に、規則正しい生活時間帯を決めま
しょう。 

・時間無制限のゲームやネット利用は、 
依存症につながる心配があります。 

※遊びに行く時には、必ず家族に伝えてから 
「だれと」「どこで」「何時に帰る」 

・アレルギー等もございますので、旅行  
 のお土産や転出時のお礼などは、お気 

持ちだけ頂戴します。 

■給食セット 
エプロン、三角巾、ランチマット  

 
■雑巾２枚(床・机用各 1) 
 
■洗濯ばさみ２つ 

そ
の
他 

・汚れた時や学期末に持ち帰り、
学期はじめに持ってきます。 

 

 

・保健室は、心と体の健康に対応しま
す。ケガの応急処置や体調を見て、
学習が困難な場合は、保護者にお迎
えをお願いしています。 

・頭部のケガなど、校長が緊急を要す
ると判断した場合は、保護者に連絡
をする前に、救急車を要請します。 

 

西陵中ｴﾘｱ･ﾌｧﾐﾘｰ 

 

 

関係機関の連絡☎ 

 


