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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。 

・○付けは自分・家庭で行い,学校で
は点検をします。 

   

 
・ホムスタ以外の学習にも取り組み
ます。 

・基本学習時間が超えられるように
学習します。 

靴は靴箱にそろえて入れます。 
※靴箱のサイズ 
【低学年】 
幅２２㎝，高さ２８㎝ 
【高学年】 
幅２２㎝，高さ３２㎝ 
＜この中に入る大きさ＞ 

 

8：10 まで 8：15    8：30    8：40                10：15   10：30            12：10  12：50   13：10      13：30                       15：05       15：20 
:30 
 
    13：40                  15：15    15：20   

※右記は A日課です。 

B 日課等は HPにてご確認ください。 

 
 

 

学校ホームページ 

http://www.city.nayoro.lg.jp/school/s_nayorominami/ 

 

 

【2023名寄南小学校基本ガイド】 
〒096－0016  名寄市西６条南 12丁目 

ＴＥＬ （01654）2-4164      ＦＡＸ（01654）2-4165 

 
【経済的な相談】 
・生活保護…市役所健康福祉部社会福祉課保護係 

   ：3-2111（名寄市役所） 
・就学援助…市役所教育部学校教育課学校教育係 

：３‐2111(内線３３７５) 
【子育て相談】 
・名寄市子育て支援センターひまわりらんど：2‐5683 
【いじめなどお悩み相談】 
・24時間子供 SOSダイヤル： 

0120-078310(24時間対応) 
・教育相談（上川教育局）：01６６-４６‐５２４３ 
・家庭児童相談室 ：３‐２１１１(内線３２２８) 

 
 

・登校から下校までのけがは「日本スポーツ 

振興センター」の対象となります。 

・けがをして病院にかかったら、担任にご連 

絡ください。必要な書類をお渡しします。 

 
 

・翌月に合わせて引き落としになります。不明なこと

があれば，学校（事務）までご相談ください。 

けがをして病院に行ったら… 

■水着 ■水泳帽子 
■タオル 
■ゴーグル 
■ビニル袋（濡れたものを入れる） 
※ご家庭からの連絡なしに，授業を 

見学することはできません。 

 

 
 

・欠席や遅刻等の連絡は、安心メールでも連絡ができます。 
・連絡がない場合，安否確認のため，勤務先へ電話しますので，必ず

ご一報下さい。 
・早退や体育の見学の場合も，電話や連絡帳でご連絡ください。 
・欠席した場合，通信などのお便りは，学校に取りに来てください。 

欠席 
遅刻 

 
 
・決められた通学路で登下校します。 
・安全のため，早く登校しすぎないようご協
力ください。(けが等に対応できません) 

 
 
 
 
 
・早退時は、保護者のお迎えが必要です。 

 

 

 

 
 

登校 ８：００～８：１０ 

 
 
・絵の具セットと習字道具は，使う時に学校に持っ

てきます。使い終わったら持ち帰ります。 

・筆やパレットは家庭できれいにしてください。 

 
 
・スキー・ストック・スキー靴は，当日持込み・当日

持ち帰りです。 

・朝，搬入の際，玄関前駐車場が大変混雑しま

す。職員の指示に従って，進入・退場下さい。 

・１・２年生は，学校で保管可能です。 

 授業が近くなったら，各学年より連絡があり

ます。 

 

 

・旅のお土産・転出時のお礼等は不要です。（特に食

品は，アレルギーの危険があります。） 

 

学校諸費 引き落としできなかったら… 

１０～２月  16 時まで 
３～４月 17 時まで 
５～８月 18 時まで 

 ９月 17 時まで 
 
 

・いじめ，意地悪，危険な行為 
・他人の家の敷地内へ勝手に入
ること。 
・お金の貸し借りやおごったりお
ごられたりすること。 
・用が無いのにお店に入ったり，子ど
もだけで飲食店やゲームセンター
等に入ったりすること。 
・川や工事現場に近づくこと。 
＊「南っ子のきまり」「校外での
きまり（夏・冬・春休み）」をご覧
ください。 

下校 

お土産やお礼は不要 

 

 
 

鉛筆 
5，6本（B かＨＢ） 

※1，2 年生は Bか 2B 

ペン 赤，青ボールペン 

（1・2 年生は赤鉛筆） 
黒の油性ペン 1 本 

消しゴム   
白又は黒色・香り無しの

もの１個 

15 ㎝定規 透明なもの１本 

（2 つに折れないもの） 
 
その他の持ち物につきましては，学年の
お便りをご覧ください。 
※筆入れに，マスコットやキーホルダーなど

をつけないこと。鞄には 1つまで。 

学習に集中できるよう，筆箱の中身は
シンプルなものを揃えます 

日課表 
 

 
 
 
・なにより，リズムのある規則正しい生
活習慣が大切です。 
・登校直後から体の不調を訴え，体力・
集中力がもたない子がいます。 
 
  
・保健室は，一時的に応急手当を行
い，経過をみる場所です。 
・教室での学習が困難な場合はお迎
えをお願いしております。 
・緊急時には，緊急搬送することがあ
ります。 

 

 

 
  
・図書室，学級文庫，家庭から持って 
きた本を読みます。 

・漫画・ゲーム攻略本は不可。 
・毎日,朝読書で落ち着いた一日を始め
ます。 

みんなで【朝読書】 
登校後～8:20 

【A 日課】 ５校時→１４時３０分 
６校時→１５時２０分 

【B 日課】 ５校時→１４時００分 
６校時→１４時５０分 

 

 

帰宅 
時刻 

頼りになるサポート（主なもの） 

 

7:30～8:00 まで の連絡 

生 
 

活 
 

学 
 

習 
 

そ 

の 

他 
 

ダメなことはダメ！ 

遅刻する場合，何時ごろまでに 
登校するか，必ずお伝えください。 

【電話対応時間】 
平日 7:30～18:00 

※土・日・祝日と学校閉庁日は，対応できません。 
※１８：００以降は留守番電話に代わります。 

名寄南小の勤務時間は 8:00～16:30（15:30～16:15 休憩）です。本校は，働き方改革を進め，ご家庭・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。 

宿題＋家庭学習＝ホムスタ 

基本学習時間：(学年)×１０＋１０分
以上！ 

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！ 

保健室は病院ではありません 

・緊急時や臨時休校，運動会・遠足の連絡 
・アドレス変更等での不具合は、学校まで御相談ください。 

学校安心メール 

 

  

・週末に持ち帰り，洗濯をして，週はじ
めに持ってきます。 

 

 

 

 
 
 
 

・学期末や汚れた時に持ち帰り，
学期はじめに持ってきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※特別な事情がある場合には，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 

■上靴(底が黒以外のもの。白や生ゴムを推奨。) 
■ハンカチ・ティッシュ 
■マスク 
■給食セット（箸セット・ランチョンマット） 
■連絡帳 ※必要に応じて 
■体育の時は運動に適した服装 

（ジャージなど） 

 

 

     
 算数 

セット 
お道 
具箱 

鍵盤 
ハーモニカ 

リコーダー 

1 年 ○ ○   
2 年 ○ ○ ○  

3～4 年  〇 ○ ○ 
5～6 年  〇 ○ ○ 

【お道具箱】クレヨン・フェルトペン（細・太） 
     粘土・クーピー（色鉛筆） 
     その他学年で連絡があったもの 
※粘土，粘土板は高学年でも使用します。 

※学年によって教科書等も学校に置いて帰るものが 

ありますが、上記以外につきましては、お便り等で

お知らせします。 

毎
日 

■雨具（低学年はカッパが望ましい） 
■手袋・帽子・スキーウェアなど（寒い時期） 

■はさみ■探検バッグ 

■のり（スティックタイプ推奨） 

■クーピー（色鉛筆可） 

全
学
年 

共 

通 

【１年生】   国語 （前半)６×８マス（リーダー罫入り） 

（後半)８×１２マス（リーダー罫入り） 

        算数 （前半）１２×７マス 

           （後半）１０×１４マス 

【２年生】   国語 １５マス（リーダー罫入り） 

算数 １３×１７マス（＋－＝付き） 

【３～６年生】 国語 ５㎜方眼（リーダー罫入り） 

算数 ５㎜方眼（リーダー罫入り） 

理科 ５㎜方眼（リーダー罫入り） 

社会 ５㎜方眼（リーダー罫入り） 

★学年が上がったとき（４月）は，新しいノートを使い

ます。 

★漢字練習帳は，２年生（後期）８４字，３年生以上は

１５０字を使用します。（初めは学校で一括購入） 

★外国語及び外国語活動，道徳，総合学習ではプリント

などで学習し，フラットファイルに保存しています。 

・授業中の大災害時は，児童を校舎内で守り，
保護者に引き取りに来ていただきます。 

・連絡は，学校安心メール，または，電話，玄関
への張り紙等で行います。 

※【推奨】ネット・ゲームは 

１日２時間・２１時まで 

継続は力なり！ 
 

◆名寄市南児童クラブ  ３-４８９６ 
◆名寄市児童センター ３-３４６５ 
◆どろんこハウス      3-1028 

◆不審者・暴力等は，すぐ 110番 

＜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，虐待は早期発見，通告します。 

名寄南小は，関係機関と連携し，安
全・安心な学校運営を進めます。 

2023 年度 

第１版 
 

 いつでも どこでも 
力いっぱい 

がんばる南っ子 

■エプロン 
■三角巾またはバンダナ 

■体育帽子 

■とびなわ 

■雑巾 2枚(床・机用各 1) 

■洗濯ばさみ４つ 

（ひも付きのもの） 

給
食
着 

そ
の
他 

水
泳
学
習 

心配！危険！【ネット依存症】 
・ずっとスマホなどいじっていませんか？ 
・入院治療が必要になる場合もあります！ 

着任式・始業式 ４月 ６日(火)

入学式 ４月 ７日(水)

４月参観日 ４月 20日(火)～23日(金)

宿泊研修（５年） ６月 16日(水)～17日(木)

修学旅行（６年） ７月 １日(木)～2日(金)

保護者懇談 ７月 13日(火)～19日(月)

夏季休業

運動会 ９月 13日(月)～15日(水)

前期終業式 ９月 30日(木)

後期始業式 10月 １日(金)

音楽発表会（５年）10月 １日(金)

学習発表会 12月 １日(水)～３日(金)

保護者懇談 12月 13日(月)～17日(金)

冬期休業

２月参観日 ２月 15日(火)～18日(金)

卒業式 ３月 18日(金)

修了式・離任式 ３月 25日(金)

前

期

後
期

7月22日(木)～8月16日(月)

12月25日(土)～1月17日(月)

※変更が予想されます。学校便り等でご確認ください。

レベル 1 一人にならないように一斉下校（メールなし） 

レベル２ ９方向でのまとまり下校（メールなし） 

レベル３  保護者付き添い下校（メールあり） 

※メールなしの場合も、時間変更がある場合はメールを送ります。 

集団下校時のお迎えは、下校の妨げになるので、ご遠慮ください。 

近隣施設への駐車禁止 
・校舎周辺の公共施設(プール・スポーツセンター正面)など

への駐車はおやめください。 

・学校行事の際は，徒歩・自転車で来校するか，指定された駐

車場所を利用してください。 

 

 

 

 

＜ご家庭での管理とご指導をお願いします＞ 

・対象年齢や危険性を親子で理解し、使用の仕方を決める。 

・フィルタリングを設定する。 

・保護者が子どもの利用内容について把握し、適切に指導する。 

着任式・始業式 4月 6日（木）

入学式 4月 7日（金）

参観日 4月 25日（火）～ 26日（水）

1年生保護者懇談 5月 15日（月）～ 19日（金）

遠足（1～4年） 6月 7日（水）

宿泊研修（5年） 6月 15日（木）～ 16日（金）

修学旅行（6年） 6月 29日（木）～ 30日（金）

保護者懇談 7月 3日（月）～ 7日（金）

平和音楽大行進 7月 10日（月）

夏季休業

運動会 9月 9日（土）

音楽発表会（５年） 9月 28日（木）

前期終業・後期始業式 9月 29日（金）

参観日 10月 18日（水）～ 19日（木）

学習発表会

保護者懇談 12月 11日（月）～ 15日（金）

冬季休業

参観日 2月 14日（水）～ 15日（木）

卒業式 3月 15日（金）

修了式・離任式 3月 22日（金）

7月22日（土）～ 8月17日（木）

11月29日（水）～ 12月1日（金）

後

期

前

期

12月26日（火）～ 1月17日（水）


