
学用品について 

 準備しておく学用品について 
・鉛筆４～５本（１・２年２Ｂ ３～６年Ｂ又はＨＢ） ・消しゴム  
・赤青鉛筆やカラーペン（黒板のチョークの色のもの） ・油性ネームペン  
・直線を引くための定規（１５㎝程度の短いもの） ・下敷き(無地の物) 

 

  

給食について 

一食２８０円 

※アレルギーについては担当までご相談くださ

出席停止・忌引 
★下記のような場合は欠席扱いになりません。 

出席停止  
インフルエンザ 発症後５日経過し、かつ解熱後２日が経過するまで 

麻疹（はしか） 発疹にともなう発熱が解熱した後３日を経過するまで 

流行性耳下腺 
（おたふくかぜ） 

耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後

５日間を経過し、全身状態が良好になるまで 

風疹(三日はしか) 紅斑性の発疹が消失するまで 

水痘（水疱瘡） 全ての発疹が痂皮化するまで 

咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状が消失した後、２日を経過するまで 
 
その他の感染症（溶連菌感染症、マイコプラズマ感染症、 
伝染性紅斑（リンゴ病）、感染性胃腸炎、手足口病など） 

 
⇒ 症状により学校医、その他の医師において、伝染 

の恐れがないと認めるまで 

※コロナ感染症関係での欠席は、全て出席停止になります。 

忌  引 
親族の方が亡くなった場合は、担任までご連絡ください。 

 

 

 

主な学校行事 
月 主な行事   ※コロナ禍により変更もありえます。 

４ 
8 日…始業式 11 日…入学式 23 日…授業参観･PTA 総

会・学級懇談会 

６ ２日…市陸上運動記録会 10 日…フリー参観 

７ 
13～15 日…宿泊体験学習 

27～(8/22)…夏休み 28･29･(8/1)日…個人面談 

８ 25～31 日…夏休み研究・工作発表会  

９ 
17 日…秋季大運動会 28 日…授業参観・ＰＴＡ教育講

演会・学級懇談会・通知表配付 30 日…前期終業式 

１０ 
3 日…後期始業式 20・21 日…修学旅行(変更の可能性あり)  

26 日…市音楽会(３・４年) ２９日…学習発表会 

１１ ４日…干柿づくり  

１２ 21 日…フリー参観 24 日～(1/9)…冬休み 

２ 
1 日…新入生一日入学 1７日…授業参観･ＰＴＡ全体

会･学級懇談会 

３ 1６日…修了式・通知表配付 １７日…卒業証書授与式  

来校時のお願い 
 
学校行事や授業参観 
・ 駐車場が限られています。気を付けてご来校ください。 
・ 児童昇降口からお入りください。 
・ 上履きをご持参ください。  

  
遅刻・早退等 
・来賓以外の駐車場をご利用ください。 
・職員玄関からお入りください。 
・記録簿に記入いただき、職員室に声をかけてくだ 

さるようお願いします。    
怪我をしたとき 
・登校時から下校時までの間に怪我をした場合は、 
「日本スポーツ振興センター」の対象となります。 
・上記以外の怪我については「ＰＴＡ安全互助会」の 
対象となる場合があります。怪我をした時は、担任 
までお知らせください。提出書類をお渡しします。 

 

保健室から 
・ 保健室は、一時的に応急手当を行い、短時間の経過 

を見る場所です。教室での学習が困難な 

場合はお迎えをお願いしています。 

・ 生活習慣を整えることは、こころと身体を整えるこ 

とにもつながります。下記のことをご家庭で心がけて 

ください。 

 

 

 

 

 

 
・虐待は、 

「児童虐待の防止等に関する法律」により、虐待
を発見したら、通告します。 

集金について 
 

集金はＪＡシステムによる口座振替です。 

集金項目 

ＰＴＡ会費・ＰＴＡ安全会費・給食費・学年費 

学年積立・スポーツ振興センター･鑑賞教室代 
 

集金回数・振替日 

５月から２月までの１０回 

振替日は６日（再振替日は１５日） 

再振替日に振替ならない場合は現金で納入 

 

給食について 

一食 280 円 

※アレルギーについては担当までご相談ください。 

 

緊急連絡 
通常の連絡につきましては、メールの一斉送信

システムを活用して、メールをお送りします。登録
方法は、以下のとおりです。 
 
 

 
 
 
 
 
 
＜配信内容＞ コロナ禍に伴う連絡（行事実施可否等）、 

臨時休校･学級閉鎖等のお知らせ、 
不審者情報、緊急引き渡しのお願い 等 
 

なお、緊急時は「緊急連絡網」によって行う場合
があります。 

   

自然災害対応 
 
臨時休校 （次の場合は連絡が無くとも臨時休校です。） 

・午前７時の時点で、停電・断水などライフラインに 
不備が生じている場合 

・午前７時の時点で、村山地方に「特別警報」（大雨 
暴風・暴風雪・大雪）が発令されている場合 
 

早めの下校 
・安全のため、給食後 13:30 頃通学班で下校させる 
場合があります。その場合、連絡メールで正午まで 
に連絡します。 
 

引き渡し 
・学校での活動中に、震度５弱以上の地震 
が発生したり、大雨や雷で危険が予測され 
たりした場合、原則校舎内で待機させ、お 
迎えに来ていただく場合があります。 

学校に置いておく学習用具 
 
☆各教科等で使用する用具 
・はさみ ・のり ・国語辞典 ・三角定規 ・コンパス ・分度器 
・ものさし ・鍵盤ハーモニカ ・リコーダー ・クレヨン 
・クーピー ・絵の具道具 ・粘土 ・粘土板・裁縫道具 

・なわとび 等  ※学年や時期によって、多少の違いがあります。 

③ 

〒994-0073  天童市大字寺津１３５０番地 
TEL（023）654－2305 FAX（023）654－2095 

E-mail: terazu@dewa.or.jp 
URL: http://tendo-terazu.com/ 

学区外のルール 
～安全に気をつけて、気持ちよく生活するために～ 

◆青少年指導センターの指導のもと、下記のよう

に確認しています。 
 

○ゲームセンターやゲームコーナー・カラオケボックスを利用す

る場合は、家の人と一緒に利用します。 

 県の申し合わせにより、午後 7 時以降は家の人と一緒でも入

れません。 
 
○スマートフォンやゲーム、タブレットなど、ネット環

境につながる機器によるトラブルが増えています。 
利用する場合は、ルールやマナーを一緒に 
考えてください。 
 

○「不審者に声をかけられた」「事故に巻き込まれた」等
の場合は学校より先に１１０番通報をお願いします。
検挙率が上がるそうです。 

 

PTA 活動 
  子供一人一人の健全な育成のために、家庭と学校が
協力して、学校や家庭の相互理解を深める活動になり
ます。ご協力をお願いいたします。 
 

Ｒ４年度 校内 PTA 活動（予定） 
コロナ禍により変更・中止もありえます。  

○研修・交流部 
・学年対抗球技大会  １０月１５日（土） 
・ＰＴＡ主催芋煮会  １０月１５日（土） 

・教育講演会      ９月２８日（水） 

 ○広報・支援部 

  ・ＰＴＡだより     ７月と２月 

  ・登校指導       ８月２２日（月） 

              １月１０日（火） 

  ・環境整備        未定 

登校・欠席・早退 
登 校 ８:00 前後まで登校します。昇降口では、事前 

に検温し記入してきた「朝の体温記録表」を提出し、 

手指の消毒をします。 

欠席・遅刻  欠席・遅刻する場合は学校へ連絡 

してください。（7:30～8:00 の間にお願いします。） 

また、集合時刻前に通学班長にも連絡してください。 
 

早 退  早退する場合は担任まで連絡してください。 

  お迎えは、職員室までお越しください。具合が悪くな 
ったお子さんは保健室までお迎えをお願いします。 
   

 

令和４年度版 
※4月 1日現在 

② 

・早寝・早起き・朝ごはん・朝うんち 

・主食・主菜・副菜のバランス良い食事 

・家庭でのゲーム・パソコン・スマホなどの使用ルール 

・歯みがき・うがい・手洗いの衛生習慣の確立 

タブレットについて 
天童市から貸与されているものです。６年生時には、返

却することになりますので、丁寧に使ってください。 
。 

 

  

 頼りになる主なサポート   学校や友達の関する悩み  山形県教育センター 24 時間子供 SOS…0120ー0ー78310   教育相談ダイヤル…023ー654ー8181     心の健康相談 心の健康相談ダイヤル…023－631ー7060  こころの健康相談統一ダイヤル…0570－064ー556     子育てや家庭教育に関する悩み ふれあいほっとライン…023－630ー2876  天童市健康福祉部健康課 発達支援室「すこやかルーム」…652ー0884 

 

★「terazu@dewa.or.jp」のアドレスに「ご
本人の氏名・続柄・児童の学年・氏名を
明記の上、メールを送信してください。  
本校では、受信後名簿に登録し、折り返し
受信確認･登録完了のメールをお送りいた
しますので、念のためご返信ください。 

★本校は、１８:３０から翌朝７:３０ 

まで留守番電話 になります。 

★緊急時は、下記のメールまで 

    terazu-kinkyu@dewa.or.jp 

★本校の「ホームページ」について★ 
左の「２次元コード」を読み取り、アクセスして

ください。学校の概要はもちろん、学年のページ
もご覧になれます。その際のパスワードは、 
「omodaka」です。（部外秘でお願いします。） 

① 

日 課 
8:20- 朝活動・朝の会・全校朝会 

 8:50- 9:35 １校時 

 9:40-10:25 ２校時 

10:25-10:45 中間休み 

10:45-11:30 ３校時 

11:35-12:20 ４校時 

12:20-13:20 給食・昼休み（火･木曜日はロング ～13:40） 

13:20-13:35 清掃 (月･金曜日は学級清掃､水曜日は縦割り班清掃)  

13:45-14:30 ５校時 

14:35-15:20 ６校時 
  

※委員会活動･代表委員会 14:55-15:40 

※クラブ活動  14:55-15:55 

☆最終下校時刻 16:15（冬季 15:45） 

体育着や防災ずきん等の購入について 
 
体育着・氏名布・紅白帽子 
防災ずきん(カバー)、その他 
 
学校に「購入申込み専用の袋」があります。担任に申し 

出てください。その表紙に必要事項をご記入の上、代金を 
入れてご提出ください。 （取扱店：山形教育用品(株)）  

≪参考≫ 体育着は、サイズによって値段が違います。  
・トレーニングシャツ… 3,540 円～4,460 円 
・トレーニングパンツ…      同 上 
・半袖シャツ…………… 2,400 円～3,200 円 
・クオーターパンツ……      同 上 
・氏名布…………………     100 円 
・紅白帽子(フリーサイズ)…     720 円  
≪参考≫ 防災ずきん(ブルー･ピンク)… 1,120 円 

防災ずきんカバー(ブルー･ピンク)…  560 円 
 

＊ その他、絵具用具･裁縫用具･鍵盤ハーモニカ等の教具等は、適 
宜担任から案内があります。なお、ネームプレートの再注文の 
際は、担任にご連絡ください。 (１年…80 円、2～6 年…320 円) 

 

校外のくらし 
～安全に気をつけて、命を守るために～ 

◆校外の生活について下記のように確認しています。 
 

○ 安全に気をつけて遊びます。 

○ 外出するときは「どこに」「だれと」「何をしに」「何時ごろ帰るか」を家 

の人に言ってからでかけます。 

○ 夕方は暗くなる前に家に帰ります。 

（4 月～9 月…6 時、10 月～3 月…5 時、ただし 12 月～1 月までは 4 時半） 

○ タブレットを家に持ち帰った時は、「タブレットを使うときの 

約束」を守って、大切に使います。 

○ 自転車を乗る時のルールを守ります。 

※ヘルメットをかぶります。※1・2年生は家の人と一緒に乗ります。 

※３年生以上は原則として学区内で乗ります。 

※遠いところには行きません。※雨や雪の日は乗りません。 
  

(「生活をよりよくするために」を参照のこと) 

家庭学習 
家庭学習では、自分で計画し、取 

り組み、振り返る力を育みます。 

 
教科書の音読、復習・予習、読書、習熟学習

（漢字練習・計算ドリル）、自主学習（はげみ

学習）に取り組みます。 

家庭学習は、集中して学習できる環境と 

時間を確保します。 

学習時間は、「学年×10＋20 分（読書時間

を含む）以上」を推奨しています。 

学習の仕方は「はげみ学習の時間」を中 

心に、学年の発達段階に合わせて、指導します。

（家庭学習の手引き ｢おもだかホームワーク｣を参

照してください。） 

「あかるく」 
「かしこく」 
「たくましく」 


