
たつの市揖保川町新在家166番地２ 
℡0791-72-2281／fax0791-72-2282 
https://handasyo.tatsuno.ed.jp 

 

郷土
ふ る さ と

半田に誇りをもち、夢に向かって挑戦する児童の育成 

～「ありがとうの花」を咲かせ「またあした」と笑顔で言える半田っ子～

登校・下校時刻 欠席・遅刻・早退 校外での約束 

生

活 

服  装 教室においておくもの 給 食 
 
登校 ７：50～８：05 
各地区で集合して登校します。 
この時間帯を守ってください。 

始業 ８：15 下校は下表のとおり 
＊ただし学期始めや学期終わりの給食のない時，行事のある時は
変更することがあります。 

 

月 1,2年14:40 ３～6年15:30 

火 1年13:50 ２～６年14:40 

水 一斉または地区別下校14:40 

木 1,2年14:40 ３～6年15:30 

金 1～３年14:40 ４～6年15:30 

チャレンジが 

ある日 

1年13:50 2,3年14:40  

４～6年15:30 

委員会活動が 

ある日 

1年13:50 2～４年14:40  

5,6年15:30 

 

＊保護者の連絡と送迎が必要です 

〈欠席や遅刻の連絡方法〉 

① 電話→７２－２２８１ 

７：50～８：15の間に連絡してくだ 

さい。連絡がなかった場合は家庭訪問 

またはお電話をさせていただくことが 

あります。 

② 連絡帳 

きょうだいがおられる場合は連絡帳で

の連絡でもかまいません 
＊感染防止、事故防止等の観点から近所の児童には
連絡帳をことづけないこととします 

 
●自転車のルールを守ります 
●自転車に乗るときは必ずヘルメットを 
かぶります 

●揖保川へは子ども同士で行きません 

●ゲーム・お金の貸し借りは禁止です 

●道路では遊びません 

●暗くなる前に家に帰ります 

 

 
半田小学校標準服を着用します 

◆白ポロシャツまたは白ブラウス 
 ◆紺色スカートまたは紺色半ズボン 
 ◆上着：紺色ダブル 
◆靴下:白ワンポイント可 

 ◆帽子：白 校章入り 
 ◆運動靴  ：白地 
 ◆体操服：学校指定の上下 赤白帽 
 ＊ハンカチとティッシュは必ずポケットに 

 ＊「衣替え」の期間は設定しません。気温の変化に合わ

せて各家庭で半袖や長袖,上着の調節を尾お願いし

ます。 

＊厳寒期の服装については別途お知らせします。 

 
□歯みがきセット 

□体操服（袋に入れてかけておきます） 
□体育館シューズ    

（袋に入れてかけておきます） 

□絵の具セット 
□さんすうセット（１･２年） 
□粘土・粘土板 
□給食セット      （週末に持ち帰ります） 
□置き傘         （通学用とは別に１本） 
＊ざぶとん 

（使用は自由ですが災害時に役立ちます） 

☆鍵盤ハーモニカは高学年の学習でも使用
します 

 

自校式給食です ＊校内の調理室で作っています。 
・あたたかくておいしい給食を提供し 
ています。 
・すききらいせずにできるだけなんでも 
食べられるように指導します。 

〈給食の服装〉 
  □白エプロン □白帽子 □マスク 
〈給食当番〉 
 ・体調の悪いときは当番を 
することができません。 

〈アレルギーのあるお子様〉 
 ・医師の診断のもと，安全に 
提供できるよう努めます。   

筆箱の中 お道具箱の中 水泳の学習 

学

習 

家庭での学習 学校での学習 朝のすごし方 
 
 
 
 
 
 
 
・鉛筆（Bか2Bの鉛筆５～６本） 

シャープペンは使いません 
・消しゴム 1個（よく消えるもの） 
・赤鉛筆  1本 
・15センチ定規 1本 

（透明でめもりの見やすいもの， 2つに 
折れないもの） 

・名前ペン（油性・黒） 
 
＊すべてのものに名前を書いてください。 

 
 
 
＊これ以上大きいと机の中に入りません 

・はさみ    ・のり   ・クレパス   
・色鉛筆またはクーピー（12色） 
・セロハンテープ   ・色紙 

 
＊すべてのものに名前を書いてください。 
 

◆水着：紺色 ＊セパレート・ラッシュガード可 

                水泳帽は各学年の名札の色 

【重 要】 
以下の場合は水泳学習ができません。 

＊担任は安全指導や準備を優先しますので          
確認のためのお電話はできません。 

 

毎日宿題があります。 

□音読 おうちの方の印（サイン）をお願いします 

□計算ドリル 

□漢字練習   

このほかに学年に応じた課題が出ること

があります。 

基本は宿題を確実に（家庭学習の目安） 
1･2年生・・・２０分～３０分 

3･4年生・・・３０分～４０分 

5・6年生・・・６０分～９０分 

次に自主的な学習の習慣を 
□自学 □読書 など 

自ら学ぶ力を育てていきましょう   

  
わかる喜び，できたうれしさを味わえる授業

づくりに努めます。 

基礎・基本を確実に習得できるよう，個に応じ

たきめ細かな指導をします。 

〈親子読書〉 

「兵庫県版道徳副読本」を親子で読む日です。 

〈チャレンジとは〉 
年間１０回程度実施するクラブ活動（６校時）です。 
４年生以上の児童が希望したクラブで活動します。 

〈放課後補充学習〉 

日時：水曜日の放課後 １４：５０から 

場所：少人数教室にて  

対象：5･6年生 ＊別途申し込み書を配付します 

 
登校したら 学用品を机の中に入れて宿題などを提出します 

朝休み    ８時１３分の予鈴まで自由に過ごします 
朝の読書（１０分）図書室・図書館・家庭から，読みたい本は 

自分で用意します   

朝の会  （５分） 各学年で活動します 
朝学習  （１０分）教師の指導のもと決まった学習をします 

 

 

朝が大切！ ～早寝・早起き・朝ごはん～ 
            バランスのよい朝ごはんを必ず 

食べさせてください。脳や消化器 
官を目覚めさせ，午前中のエネ 
ルギーとなります！ 

 

ノートをそろえています 

年度当初に各学年で一括購入して配付 
します。使い終わったら同じマスのノートを 
各自で購入してください。 
（表紙の柄は同じでなくてもかまいません） 

主な行事予定 連絡の方法 ネットの約束 

そ

の

他 

教育相談 保健室から けがをして病院に行ったら 

詳しくは学校だより等でご確認ください 

＊保護者の皆様には来校時に名札の着用をお願い 

します。 

 

1
学
期 

＊1学期実施予定の行事は延期または中止とします 

2
学
期 

始業式 9月1日（火） 

自然学校 9月14日（月）～18日(金) 

修学旅行 9月24日(木)・25日(金) 

音楽学習発表会 10月31日（土） 

オープンスクール 11月10日(火)１1日(水) 

せせらぎ記録会 11月26日（木） 

終業式 12月24日（木） 

3
学
期 

始業式 1月8日（金） 

参観日 2月 日（）  

卒業証書授与式 3月23日（火） 

修業式 3月24日（水） 

 

らくらく連絡網        
＊緊急時はメールで連絡しますので，必ず
ご登録ください。 ご家族の方複数で登録
していただくことができます。 

＊アドレスを変更された場合は速やかに再
登録をお願いします。 

半田小学校ホームページ 
https://handasyo.tatsuno.ed.jp 
下校時刻や学校だよりなど，随時更新し
ていきます。 
警報が発表された時の対応なども掲載
しています。ご確認ください。 

学校への連絡 
職員の勤務時間は８：０５～１６：３５で
す。学校へお電話をいただく際は，でき
る限りこの時間帯にお願いします。ただ
し緊急時はこの限りではありません。 
なお，毎週火曜日は定時退勤日です。 

 
「使わない時間帯・使わない場所」を 
 
各家庭でのルールづくりをお願いします。
子どもをトラブルや犯罪から守るために
はフィルタリング機能の設定をすることも
大切です。 
 
 
 
 
 
 
 
 

ゲーム（ネット）依存は病気です。 

お子様に心配な様子が見られる場合は 

ご相談ください。 

お悩みはお気軽に学校にご相談ください 

 スクールカウンセラー（SC） 
子育てやお子様の成長にかかわる悩み事や心配事があ

ればいつでも相談にのっていただけます。 

○月1回 半田小学校相談室にて 

  その他の日は揖保川中学校にて 

○申し込み方法 

スクールカウンセラーだよりの申込書またはお電話で 

 

その他頼りになるサポート（主なもの） 
就学援助制度 ＊経済的支援  申請書類は学校にもあります。 

子育て応援センター「すくすく」    ６４－３２２０ 

  (たつの市役所児童福祉課内) ＊月～金8：３０～１７：１５ 

兵庫県姫路こども家庭センター  079-297-1261  

＊月～金(祝日除く) 9時～17時  

児童虐待24時間ホットライン   079-294-9119  いつでも  

児童相談所全国共通ダイヤル   189（いちはやく）  いつでも 

兵庫県女性家庭センター       078-732-7700 

 

 
保健室は、学校でその日にした「けが」や「体
調不良」などの際、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には、お迎えを
お願いしております。 
■心と体の健康についていつでも 

ご相談ください 

■下着を貸し出した場合は新品を返却 

してください 

■保健室での投薬はできませんのでご了承ください 

基本的生活習慣を身につけよう 
健やかに成長していくためには，適切な運
動，調和のとれた食事，十分な休養・睡眠が
大切です。 
基本的生活習慣の乱れが、学習意欲や体力， 
気力の低下の要因の一つとして指摘されて
います。ご家庭でのサポートをお願いしま
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。 
「こども医療」を使うと申請できませんので
窓口でのお支払い前にご確認ください。 

校納金の口座振替 

〈給食費・学年費・積み立てなど〉 
振替日は毎月10日／再振替日は20日 

 
＊振替ができなかった場合はお子様を通じて
お知らせします。現金で納入していただく
ことになりますので職員室にお越しくださ
い。 

日課表＊6校時までの日 
8:15           ８：２５        ８：３０         ８：４０                   ９：３０                 １０：１５       １０：３５                １１：２５                     １２：１０            １２：５５      １３：１５     １３：３５                  １４：２５                 １５：１０   15：30                                                     13：35               14：20        １４：４０ 

読書 

タイム 
朝の会 朝学習 １校時 ２校時 

中間 

休み 
３校時    ４校時 給食 昼休み 清掃 ５校時 ６校時 

終

会 
下校 ＊５校時までの日  ５校時 終会 下校 

令和2年度 
保存版 

毎月25日は 
ノーゲームノースマホデー 
にこにこ笑顔の日です。家族で温かい会話

が増える日にしましょう 

 

 

学校の管理下（登校から下校まで）のけがは
「日本スポーツ振興センター」災害給付制度の
対象です 

道路交通法第63条の11「児童又は幼児を保護する
責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させ
るときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努め
なければならない」 

① 水泳カードがない 
② 確認印がない 
③ 記入漏れがある 
④ 水泳帽子やタオルなどの

忘れ物がある 

 

学習に集中できるよう，シンプルで 

機能性の高いものをそろえてください 

 

お道具箱の大きさ２２㎝×３３㎝以内 
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