笠岡市立新山小学校

令和3（２０２１）年度版

〒714-0007

今年度のスローガン

TEL:

『やってみよう』が新山小学校をかえる

欠席／電話対応
【欠席・遅刻】
・欠席・遅刻の時は，必ず学校と登校班
の班長へ連絡してください。
【早退】
・登校後，体調がすぐれない時は，保健
室で経過を見ますが，1時間経過して
も状況が改善しない場合は，連絡いた
しますのでお迎えをお願いします。
【電話対応】
・夜間の電話は自動応答になります。
緊急時は学校教育課（６９－２１５２）へ
ご連絡ください。

服 装

教育相談

１ 通学服 ・協定服，シャツ・ブラウス・ポロシャツ（白）
男子：半ズボン 女子：スカート（体操ズボンでも可）
・帽子（1,450円），名札（80円）【学校で販売】
・ソックス（白・黒・紺） ※始業式などの儀式的行事がある時は白

生

３ 水
４ く

・白シャツ（半袖・長袖），クォーターパンツ（紺）
※冬季の体育の授業で上着を着る時は協定服以外のもの。（指定はありません）

着 ・スクール水着（ラッシュガード着用可），帽子（白メッシュ）

〇鉛筆（柄のないもの）

【国 語】

【参考】

1年：６B×2本，２B×2本，赤鉛筆
2年：６B×1本，２B×3本，赤青鉛筆
3・４年：２B（4本），赤青鉛筆
５・６年：HB～２B（4本），赤青ペン
〇消しゴム

1年
2年
3年
4年
５・６年

：
：
：
：
：

８→１０→12マス
１４→17マス
15マス→12行
12行
17行

活

【漢 字】 3年 ： １２０→150字
4～5年 ： 150字
6年 ： １５０→200字

〇定規（１５cm），分度器，
三角定規（透明なもの）

【算 数】

〇筆箱（入学時に購入したものをできるだけ使用）

【理科・社会】
３～6年 ： 5mm方眼

※学校保管
・国・算・理・社以外の教科書や資料集
・はさみ，のり，クーピーなどの学習用具
・書道セット，図工セット，辞典などの学習用具

学校配信メール

1年 ： ６→７→14マス
2～６年 ： 5mm方眼

【自主勉】 2年 ： １２mm→５mm方眼
３～6年 ： ５mm方眼
【作文帳】

1年 ： （あのねちょう）縦12マス
2年 ： １２０字
３・４年 ： １６２字
5・6年 ： 200字

学校ブログ

※ご家庭で何台登録していただいても
かまいません。
※「学校ID」が分からない場合は，直
接学校にお問い合わせください。

学校ブログ

Facebook

〇放課後サポート学習

学

（放課後学習，つくしんぼ，塾などの学習時間も含みます）

〇学習内容
宿題＋自主学習
【自主学習の例】
日記，音読，視写，ローマ字， 予習，復習，
新聞記事について，調べ学習 など

習

【Ｓプリ】職員室の先生が週末に新聞記事
を活用した宿題を出します。
（頭文字が“Ｓ”）
1・2年 『の』の字さがし（担当：養護）
3・4年 ５Ｗ１Ｈさがし（担当：校長）
5・6年 新聞ワークシート(担当：教頭)

学校のできごと等をほぼ毎日配信して
いますので，ぜひ「お気に入り」にご登
録ください。
※Facebookからもご覧いただけます。

※ 配付文書や学習リンク等は，学校
ホームページをご覧ください。
※ 行事予定は，カレンダーアプリ“ジョ
ルテ”を使用しています。レイアウト
は自由に変更できます。

対 象：４～6年希望者
内 容：オンライン教材（すいスタ，チエル，キー
ボー島，プログラミング等） を活用した自
学自習
場 所：図書室
日 時：毎週金曜日放課後（約30分）

〇ホリデーチャレンジ
対 象：４～6年希望者
内 容：計算パズル，プログラミング学
習，理科実験
場 所：校長室
日 時：毎月1回，土曜日9時～11時
※随時受け付けます。

警報発令時の対応

学校HP，行事予定

行事予定

元気調べ・はちみつ調べ

の
他

午前7時の時点で，笠岡市に
警報*が出ている場合は，臨
時休業日とします。
*警報の種類…「大雨」「洪水」「暴風」
「暴風雪」「大雪」
（「波浪」「高潮」は対象外）
※ 緊急配信メール等でも配信しますの
で，特別な場合を除き，学校への問
い合わせはご遠慮ください。
※ 必要に応じまして，学校から電話連
絡する場合もあります。

生活時程表

〇元気調べ
※学期に1回，連続した5日間
・就寝時刻 1・2・3年 → 21時
4年 → 21時30分
5・6年 → 22時
・メディアの時間 (全学年)90分まで
・朝ごはん（朝食をとると，頭がさえ，
集中力もアップします。）

〇はちみつ調べ（清潔検査）
※毎週水曜日，朝の会
は…ハンカチ
ち…ちり紙（ティッシュ）
み…身だしなみ（名札）
つ…つめ

月・火・木・金

読 書
〇図書室開放・・・業間・昼休み
貸出（1人2冊まで/1週間）
水

水

朝読書

8:15～8:25

コグトレ*

8:25～8:30

朝の会

8:30～8:40

1校時

8:40～9:25

2校時

9:30～10:15

業間休み*

10:15～10:35

3校時

10:40～11:25

4校時

11:30～12:15

給食

12:15～13:00

昼休み

補充学習

※目標は全学年60分以上です。（平日，休日とも）

学校ホームページ

福祉の専門家です。
今年度は，延原 栄子 先生です。

※保護者の方で，SC,SSWとの相談を希望さ
れる場合は，学校までご連絡ください。

そ
緊急な連絡（臨時休業，下校時刻の
変更，行事の中止など）を配信します。
ご登録をお願いします。

〇スクールソーシャルワーカー（SSW）

※SCとSSWの先生は，月に1回程度来校され
ます。

家庭学習
〇学習時間（基準）
1・2年…30分
３・４年…40分
5・6年…60分

〇にいやまっこアンケート

心の専門家です。
今年度は，長谷川 浩 先生です。

※販売店の指定はしていませんが，体育館シューズはヨシトミスポーツ店でお求めください。
※衣替えは特に設けませんので，気温や体調に合わせて調整してください。
※昨年度，寄贈していただいた（またはそれに近い）麦わら帽子は着用していただいてかまいません。

ノート

1学期と2学期に実施します。

〇スクールカウンセラー（SC）

つ ・運動ぐつ（白），上ぐつ（白），体育館シューズ（側面に黄色のライン）

学習用具

〇教育相談週間

生活や学習について，毎月実施します。

※厳冬期は，防寒着，長ズボンの（校内での）着用可
※登下校時 【厳冬期】手袋，耳あて，ネックウォーマー可（マフラー不可）
【猛暑日】ネッククーラー，日傘可（携帯扇風機不可）
２ 体操服

笠岡市山口2966番地の1

13:00～13:30

そうじ*

13:30～13:45

5校時

13:50～14:35

13:35～14:20

帰りの会

14:35～14:50

14:20～14:35

6校時

14:50～15:35

14:35～15:20

【下校時刻】

月

火

木

金

業間

＊

〇

＊

＊

＊

昼

〇

〇

〇

〇

〇

＊：雨の日は可

・5校時下校…帰りの会終了5分後
・6校時下校…6校時終了10分後
*コグトレ…認知機能強化プリント
（毎日１～２枚ずつ実施します）

*業間休み…毎月1回，なかよし班遊び

〇朝読書…８：15～25

*そうじ…金曜日はICTタイム

・図書室・学級文庫・新聞・家庭から持ってきた
本（マンガ・教科書は不可）

※児童朝会…月初め月曜日（8:20～30）

※朝読書の4原則
①みんなでやる
②毎日やる
③好きな本でよい
④ただ読むだけ

ケガをしたら
学校の管理下（登下校含む）に
おいて，児童に負傷等の災害が
起きた場合，「学校災害共済給
付制度（日本スポーツ振興セン
ター）」の対象となります。

（パソコン操作のスキルアップを図ります）

※音楽朝会…月末水曜日（8:20～30）

主なPTA活動
〇資源回収
5月30日（日），10月31日（日）

〇プール掃除
5月31日（月）１４：００～

〇奉仕作業
・日本スポーツ振興センターには，全児
童が加入しています。（掛金は，5月の
学年費で集金）
※医療機関の窓口では，自己負担分
（治療費）の支払いをし，領収書と
必要書類を学校に提出してください。

【岩野池】6月1３日（日）８：００～
【運動場】8月22日（日）７：００～

〇古墳公園草刈り
4/29，5/23，6/27，7/25，9/12

〇早朝街頭指導
毎月10日
※当番が済まれたら，当番グッズは
児童便で学校に届けてください。

