
令和４年度

明るく思いやりのある子 よく考え進んで学ぶ子 健康でねばり強い子

○連絡がない場合、家庭訪問や
勤務先等への電話をする場合
があります。

○早退の場合には、電話や連絡
帳を通して、ご連絡ください。

美瑛町立美馬牛小学校

○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。）

○教室には、８：１５までに入りま
す。（朝読書・朝学習があります。）

１５：３０ です。

＜スクールバス時刻＞

二股線 １５：３７
美馬牛線 １５：４３
ルベ・新栄線 １５：５０

５時間授業の日の放課は、
１４：１０

６時間授業の日の放課は、
１５：００

お迎えの場合は、この時間をめどにしてください。

●ランドセル・かばん
●上靴（床に色がつかないもの）
●ハンカチ･ティッシュ
●連絡帳
●体育の時はジャージなど
動きやすい服装

●気候に合わせて
ジャンパー、手袋、帽子

持ち物には、記名をします。

●携帯・スマホ・お金
（その他学習に関係のない物）

※特別な事情がある場合には、担任にご相談を！

●はし
毎日持ち帰り、洗って持ってきます。

スプーンは、給食で出ます。

●エプロン
●三角巾
週末に持ち帰り、洗濯をして、

週はじめに持ってきます。

●歯ブラシ、コップ
歯磨き粉

朝学習(読書) 8:15~ 8:25
朝の会 8:25~ 8:35
１ 校 時 8:35~ 9:20
２校時 9:25~10:10
中休み 10:10~10:30
３校時 10:35~11:20
４校時 11:25~12:10
給 食 12:10~12:40
昼休み 12:40~12:55
清 掃 12:55~13:10
５校時 13:15~14:00
６校時 14:05~14:50
帰りの会 14:50~15:00

低学年 はさみ、のり、クーピー
クレパス、書き方ペン

中・高学年
はさみ、のり、クーピー
書き方ペン

～鉛筆～
低学年 ：B・2B
中・高学年：HB・B
～ペン～
低学年：赤鉛筆２本、青鉛筆１本
中・高学年：赤鉛筆・青鉛筆各 1 本
～消しゴム～
シンプルなもの
～下敷き～
それ以外は事前に連絡します

１２年生 ３４年生 ５６年生

おんがく ずこう 音楽 図工 道徳 音楽 図工 道徳
どうとく せいかつ 保健 外国語 びえい 保健 外国語 家庭科

地図帳 社会科資料集 地図帳

お道具箱 お道具箱 お道具箱
算数ランド 水彩絵の具セット 水彩絵の具セット
けんばんハーモニカ 書写セット 書写セット
こうはくぼうし リコーダー リコーダー
とびなわ 紅白帽子 紅白帽子
水彩絵の具セット とびなわ とびなわ

絵の具セット、習字道具使用後は、ご自宅に持って帰ります
ので、必ずきれいに洗ってください。

○各学年の実態に合わせ
て、宿題が出ます。

○ご家庭で、一度チェ
ックをお願いします。

○学習習慣を身に付けら
れるように、取り組み
ます。

○宿題同様、チェックを
お願いします。

１年生 ２年生 ３・４年生 ５・６年生

国語 入学時 前半 縦１２行 縦１５行
８マス １０マス リーダー入り １０㎜マス

後半 後半 リーダー入り
１０マス １２マス

社会 １２㎜マス １０㎜マス
方眼リーダー入り

算数 入学時 前半
６マス １４マス １０㎜マス １０㎜マス

後半 後半
１４マス １７マス

理科 １２㎜マス １０㎜マス
方眼リーダー入り

○美馬牛小学校には、電話連絡
網はありません。緊急時や行
事の順延等も、まちこみメー
ルにて行います。

○朝の健康観察も行っています
ので、ご協力をお願いします。

○加入方法が分からないなどあ
りましたら、
学校までご連
絡ください。

◆登校から下校までのけがは、
日本スポーツ振興センター
の対象になります。
（医療費１５００円以上の場合）

◆けがをして病院にかかった
ら、担任にご連絡下さい。
必要な書類をお渡しします。

◆学校教材費の引き落とし日
５月２７日（金）
６月２７日（月）
７月２７日（水）です。

学校暦にも載せてあります。

すとりーむ

～子育てに悩んだら～

専門医療機関
・旭川子ども総合療育センター
・旭川医科大学病院
・市立旭川病院
・ＪＡ北海道厚生連旭川厚生病院
・旭川赤十字病院
・六条医院

保健機関 ・旭川圭泉会病院
・美瑛町保健センター

教育機関 美馬牛小学校では、すべてのお子さ
・美瑛町教育委員会 んに「すとりーむ」（美瑛町子育て
・町内各小中学校、高校 ファイル）を活用しています。
・美瑛町ことばの教室 子育ての記録として、家庭訪問や
・美瑛町そだちの教室 面談の記録ファイルとして、支援機

関との連携ツールと
福祉機関 してなど活用の仕方

・美瑛町保健福祉課 は様々です。利用法
・美瑛町障がい相談支援センター をもっと知りたい方
・北海道旭川児童相談所 は学校までお問い合

わせください。
様々な機関が連携して子育てをバックアップします！

お子さんのことで気になることが
ありましたら、担任又は特別支援コ
ーディネーターまで、お問い合わせ
下さい！

～生活リズムを大切に！～
○リズムある規則正しい生活習
慣が大切です。ご家庭でのご
協力をお願いします。

～病院ではありません～
○保健室は、一時的に応急手当
を行い、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。

○緊急時には、保護者への連絡
なしに 119 番することがあり
ます。

１学期
始業式・入学式 ４月 ６日(水)
参観日・懇談会 ４月１４日(木)
運動会 ６月 ４日(土)
宿泊研修 ７月７日(木)８日(金)
終業式 ７月２２日(金)

２学期
始業式 ８月１７日(水)
学芸会 １１月１２日(土)
終業式 １２月２３日(金)

３学期
始業式 １月１８日(水)
卒業式 ３月１７日(金)
修了式・離任式 ３月２４日(金)

詳しくは、学校暦をご覧下さい。

〒071-0462 美瑛町美馬牛南２丁目２番５８号

電話（0166）95-2113 FAX (0166)68-6677

E-mail bibasho@educet.plala.or.jp

緊急連絡先 bibaushishou@gmail.com


