令和３年度 西里小くらしのきまり
西里小学校 生徒指導部

１．登下校、日課について
(1) 登校について

＜基本の日課＞
月・水・金

〇本校では、地区ごとに編制した登校班で、徒歩による
登校を基本としています。

火・木

朝の活動

8:20～8:35

8:20～8:45

１時間目

8:35～9:20

8:50～9:35

〇7 時 30 分から 8 時 10 分の間に登校できるよう、各学

２時間目

9:30～10:15

9:45～10:30

期の始めに班編制、集合時刻、集合場所、連絡先など

３時間目

10:30～11:15

10:45～11:30

の確認をしてください。

４時間目

11:25～12:10

11:40～12:25

給 食

12:10～12:55

12:25～13:10

昼休み

12:55～13:25

13:15～13:45

掃 除

13:30～13:45

５時間目

13:50～14:35

13:50～14:35

６時間目

14:45～15:30

14:45～15:30

帰りの会

15:30～15:45

15:30～15:45

15:55

15:55

登校班は PTA 地区委員さんによって編成されています。

〇集合時刻に間に合うように、ご家庭で朝の時間の設定
をお願いします。
〇登校班で登校できないときには、必ず班長に連絡して
ください。
〇学校は原則午前 7 時半頃にしか開錠しないことになっ
ております。

下校

(2) 下校について
〇下校時刻は、５時間目終了後の下校は午後３時前後、
6 時間目終了後は午後３時５５分前後となります。
〇１年生は、地区ごとに徒歩で集団下校します。
〇最終下校時刻は午後 4 時です。
・部活動以外で学校に残る場合は、事前に担任から連絡します。
〇塾や習い事は、なるべく帰宅後にお願いします。
(3) 欠席、遅刻の届出について
〇欠席や遅刻される場合は、8 時 20 分までに学校〔☎245－0004〕へご連絡ください。
連絡帳を連絡児童に渡しての届け出、出欠メール、電話いずれかの方法にてお願いします。
※学校の電話は、基本平日（午前 7 時頃まで、午後 6 時半頃以降）
、及び土日祝日は、留守番電話対応
になっています。
〇インフルエンザや感染性胃腸炎など、感染力の強い病気の診断が出た場合は、なるべく早く学校へご
連絡ください。とりわけ、新型コロナウイルス感染症につきましては、同居の家族に感染の疑いがあ
る場合も含め、早急にご連絡ください。
(4) 持ち物について
〇物を大切にする習慣を身に付けさせることが大切です。全ての持ち物に記名をお願いします。
〇ハンカチ、ティッシュは、毎日、清潔なものを持たせてください。
〇新型コロナウイルス感染症対策のためにマスクを着用してください。
破損、
紛失する場合があるので、
予備のマスクも持たせてください。
〇ノートは学年で指定のものを準備してください。
〇筆箱には、削った鉛筆 5 本、赤鉛筆 1 本、消しゴム 1 個、ものさし１本を基本としています。

〇シャープペンシルは、十分な筆圧を身にける時期の小学生にはふさわしくないと考えます。学校では
使用しないように指導します。
〇教室には、のり・はさみ・色鉛筆・防災頭巾（冬場は座布団として使用します。
）を常時準備できるよ
うにしてください。
〇校内では必ず名札をつけます。また、名札は学校において帰るよう指導しています。令和３年９月か
ら名札をセブンイレブン熊本硯川町店・熊本下硯川店にて１つ８0 円で購入できます。

(5) その他
〇通学には、運動靴を使用します。
ハイカットの靴、サンダル、ファッション性の高い靴など、屋外での体育や活動に適さない靴ははい
てこないように指導します。
雨天時は長靴等の使用も可能です。
〇携帯電話は、学習に不要である点や破損や紛失の恐れがあるため、学校に持ち込まないように指導し
ます。
〇学校への提出物や納入金等は、期限内の提出をお願いします。
※不審者対応や、交通安全のため校門は、９時～１７時まで閉門します。
用事があって来校される際は、御自身での開け閉めをお願いします。

２．服装について

※各事項に記載のないものは、原則として“着用不可”です

（１）標準服
оスカート丈は、立膝で床にスカート
の裾が着くよう身長に合わせて調
整してください。
оスカートの下に、スカート丈より短
いスパッツの着用は可とします。
・体育服は不可としています。

о白のポロシャツ
о白のカッターシャツ、ブラウス
о紺の半ズボン、スカート
о気候に合わせて､紺のスクールベス
トやスクールセーターを着用
・カーディガンは不可としています。
〇靴下、上靴を着用

・足の保護と緊急避難に備え、室内では靴下と上靴を使用します。
上靴の色や種類は規定しませんが、
体育館での体育に使用するため足のサイズに合ったものを準備し
てください。
・靴下の色は白･グレー･紺･黒（ワンポイント可）とし、くるぶしの出る靴下や膝上までの靴下はファ
ッション性が高く子どもたちの虚栄心をあおりますので、
着用している児童は着用しないように指導
します。ご協力をお願いします。
〇小学生らしい髪型（極端なブロックやソフトモヒカンなども靴下と同じように指導しています。
）
目にかかるような前髪、肩にかかるような長い髪は、必ずヘアピンやゴムひもで留めます。
ヘアピンやゴムひもの色は、茶･紺･グレー･黒とします。
〇パーマや髪染め、まゆそり、ピアスなどはファッション性が高いので、しないように指導します。ご
協力をお願いします。
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（２）夏季の服装（衣替え６月と１０月）
о白のポロシャツ
・下着（肌着）の上に着る。
о白の開衿シャツ、ブラウス
・下着（肌着）の上に着る。
оグレーの半ズボン、スカート
・なるべく通気性のよいものにす
る。

о夏用スカートは、グレーに近い色
であれば可とします。
о盛夏時は、下着（肌着）の替えを
持たせていただくようお願いしま
す。

（３）冬季の服装
〇登下校では、体調や気候に合わせて防寒服（長ズボンを含む）を着用してかまいません。ただし、標準
服の上から着用することを基本とします。
・丈の長いベンチコート等は、安全性の観点から着用しないようにします。
・フードをかぶると横が見えにくかったり、聞こえにくかったりするので、安全上かぶらないようにし
ます。
〇教室は冷暖房を完備していますが、新型コロナウイルス感染症防止対策のため、教室は冬季も換気をし
ています。そのため、防寒服は寒暖の状況によって着用を認めています。
〇登下校時には手袋、マフラー、ネックウォーマーなどは着用可としますが、マフラーは児童の安全確保
のため上着の中に入れ込むようにします。
・耳あては、音が聞こえにくくなるので使用しないようにします。
〇使い捨てカイロや携帯カイロは、担任に申し出た場合に限り認めています。使用する場合は、人に見せ
ないようにし、使用後は必ず家庭への持ち帰り、処分してください。
〇タイツ、長いスパッツ、レギンスの着用も可ですが、靴下との間から肌が見えないようにします。
・柄ものや華美なものは使用しません。色は、白・紺・グレー・黒です。
・ハイソックスを引き伸ばしてはかないよう指導しています。

（４）体育服
о冬季の上着は長袖体育服でもかまいませ
ん。胸にゼッケンをつけてください。
о寒いとき（気温 10 度以下）は、暖まるま
で手袋を使用できます。タイツは使用で
きませんので、履き替え用の靴下をご用
意ください。
о体調に合わせて調整できますので、必要
に応じて担任にご相談ください。

о赤白帽子
о白色の半袖体育服
・丸首Ｖ首、ラインの色等は問わ
ない。
・胸に白いゼッケンをつけ、クラ
ス名と名前を記入する。
о紺色のクォーターパンツ
※身長によってはハーフでも構い
ません。
※身長によってはハーフでも構い
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（５）水着

о水泳帽子
о紺色のスクール用水着
・ラインの有無は問わない。
・上着の着用も可。
ただし、体格に合ったものを着用する。

о水泳帽子
о紺色のスクール用水着
・ラインの有無は問わない。
・セパレートタイプや袖ありも可。
ただし、体格に合ったものを着用する。

〇水泳帽子の色は入学年度によって分けています。卒業まで同じ色の帽子を使います。
・令和３年度は、1 年生：赤、2 年生：白、3 年生：黄、4 年生：青、5 年生：緑、6 年生：橙
（令和４年度は、1 年生：橙、2 年生：赤、3 年生：白、4 年生：黄、5 年生：青、6 年生：緑）

（６）その他
※学校は“学習の場”です。
服装等については安全面や健康面、
集団生活上、
中学校との連携を考えて基本のルールを決めています。
華美にならないよう、また、学校以外での遊びの場との違いがあることもご理解ください。

３．校外でのくらし

（熊本市内小･中学校申し合わせ事項）

（１）土日祝日、及び長期休業中の外出時間
〇 3 月 ～ 10 月 … 午前 10 時 ～ 午後 6 時 （帰宅時刻）
〇11 月 ～ 12 月 … 午前 10 時 ～ 午後 5 時 （帰宅時刻）
〇夜間の外出は保護者同伴でお願いします。
（２）児童の行動範囲
児童のみでの行動範囲は、校区内だけです。 校区外へは、必ず保護者同伴でお願いします。
ただし、カラオケボックスは午後 11 時以降、ゲームセンターは午後 10 時以降、パチンコ店、ビリヤ
ードへは保護者同伴でも入れません。
（３）自転車のきまり
〇必ずヘルメットを着用し、定期的な点検を行うようにしてください。
〇２人乗り、手放し、横に並んでの運転は禁止です。
〇乗れる範囲は次のとおりとします。
・１･２年生 … 家の周りの安全な場所

・３･４年生 … 広場や自宅付近の車の少ない道

・５･６年生 … 国道、県道、バス道路以外の道
〇大人のいない家には、上がらないようご指導ください。
〇友だちの家に、子どもたちだけで外泊することは禁止です。

※インターネットやＳＮＳ（メール・ライン等）、ネットゲーム、動画投稿などには十分気をつけましょう。
家庭で使用にあたってのルールづくりをするなど、家族で十分に話し合うようにしましょう。
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４．校内への車の乗り入れについて
熊本市内の小学校では、徒歩による登下校を基本としています。
ただし、児童のけがや病気時の登下校、児童育成クラブや冬季の部活動後の下校等に限り、本校では
自家用車による送迎を行っていただいています。また、校区が非常に広いため、授業参観や運動会など
の行事開催日、土･日等の部活動の練習会や大会等でも車の乗り入れを許可しています。
校内での事故等も起きていますので、今後も児童保護者の皆様の安全確保のため、以下の各項目につ
いて、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
〇次の時間帯は、正門（西里分館）側からの一方通行とさせていただきます。
＊平日は、①７時３０分から８時１０分まで
②１４時３０分から１８時３０分まで
＊土日祝日は、７時００分から１７時００分まで
＊行事開催時は、個別に連絡

一方通行の区間
正門（分館入口）
運動場下三叉路

一方通行の時間
平日：7:30～8:10
14:30～18:30
土･日･祝：7:00～17:00
©Yahoo Japan. ©ZENRIN

〇体育館横から正面玄関前までの間で降車させ、運動場入口付近では降車させないでください。校舎
を過ぎて運動場入口付近（横断歩道付近）で停車して降車されますと、徒歩通学児童の通行も多く、
後続車が混雑・渋滞する原因にもなります。
〇正面玄関付近で降車させる場合は、学校内に用事があったり、降車に時間がかかったりする場合等
を除き、できるだけ駐車スペースに車を入れずに、ドライブスルー方式で 「降車→すみやかに車
を移動」としてください。
〇特に雨天時には大変混雑します。安全第一で、スムーズな降車・車の移動にご協力願います。
〇自転車やバイクでお越しの場合は、体育館周辺に駐輪をお願いします。
〇校内では「歩行者優先」です。徐行運転をお願いします。

５．その他
学校のきまりは、
「子どもたち 1 人 1 人が、安心・安全で、楽しく学び、仲よく生活できる」ことを
目的としています。学校でも児童に周知徹底いたしますが、ご家庭でも学校のきまりについて話してい
ただき、
「強く・正しく・美しく」の校訓のような子どもたちに育ちますよう、皆様のご理解とご協力を
お願いいたします。
※なお、おわかりにくい点などありましたら担任または本校生徒指導部までお問い合わせください。
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