
  電話 096-380-2004 FAX 096-386-4337 

本校マスコットキャラクター 

北っ子桜 

和がいっぱいの学校に 

＊自己有用感を高める＊ 

仲間づくり：自分には友達がいる 

と言える子ども 

学びづくり：自分は伸びている 

と感じる子ども 

健康づくり：自分の命は自分で守る 

行動をする子ども 

生活のスタンダード 
あいさつ 明 る く 

ろ う か 歩 く 

ふくそう きちんと 

はきもの そろえる 

あつまり 静 か に 

毎月の生活目標 
月ごとに目標を設定し、毎週評価します 

生徒指導だより 「凡事徹底」 

生徒指導部から毎月発行します 

学校だより 「和 チーム託北」 

校長自ら学校の様子を随時発信します 

本校の基本時間 
登 校 7:30～18:10 

健康観察 8:20～18:25 

朝の活動 8:25～18:40 

1･2 時間目 8:45～10:25 

中休み 10:25～10:45 

3･4 時間目 10:45～12:25 

給 食 12:25～13:10 

昼休み 13:10～13:40 

掃 除 13:40～13:55 

５時間目 14:00～14:45 

６時間目 14:55～15:40 

下 校 
５時間⇒15:10～ 
６時間⇒16:05～ 

ノー掃除 day は 20 分繰上げ  

①メールシステムによる連絡 

・左の QR コードから 

・兄弟姉妹は備考欄へ 

・前日の 18:30 以降に 

・当日の 8:10 までに 

②連絡帳による連絡 

③電話による連絡 
7:30～8:10 に 380-2004 へ 

 
〇育成クラブ 389-8773 へも連絡を 

校外生活での約束 

 
＊自分がされていやなことは、人にもしない 

特に、いじめ、いじわる、危険な行為など 

✷外出のめやす（～帰宅時刻） 
13～9 月 10:00～18:00 
10～2 月 10:00～17:00 

✷自転車 
＊整備された自転車にヘルメットをかぶって！ 

1・2 年生 家の庭、近くの公園や広場 
1・3 年生 自分の町内の危なくない場所 
4～6 年生 校区内の安全な場所 

✷「いか・の・お・すし」で危険を回避 
ついていかない、車に乗らない、 
大きな声で、すぐに知らせる 

健 

康 

・使用時間は夜９時まで 
・寝る30分前にはやめる 
・平日は1日1時間まで 
・休日は家庭でルールを決めておく 
・使用した分、休憩する 

人 

権 
・日常生活でされていやなことは、 
ネットでも言わない・しない 

・メール、ラインは送信前に読み返す 

安
全 

・個人情報は載せない 
・フィルタリングをかけてもらう 

家庭でのルールを決めよう 

 

徳・知・体の調和のとれた教育の推進 

仲間づくり 
•生活のスタンダード •託北なかよし三か条 
•正義が勝つ集団 •共通遵守事項の徹底 
•情報モラルルール •いじめ等防止対策 

学びづくり 
•学びのスタンダード •互恵的な関係 
•授業づくり5つの視点 •UDの視点 

•授業力向上  •ICTの活用 

健康づくり
•危険回避能力の育成  

•愛の0123運動 •基本的な生活習慣 
•友達との外遊び •安全な環境整備 

学びのスタンダード 
1 チャイムで着席 授業の準備 

2 相手を見て 聴く 「ちょこぺたぴん」 

3 みんなに聞こえる声で 話す 

4 ていねいな文字で 書く 

5 学級の目標 

 

主体的・対話的で「深い学び」を 
✪課題設定、課題提示の仕方 

✪インプット から アウトプット へ 

✪タブレット､PC､電子黒板などICTの効果的活用 

✪多様な考えを 聴き合う・学び合う関係 

宿題と家庭学習 

 
◆学校から帰ったら、すぐ始めます 
◆テレビを消して、集中してやります 
◆1年生は20分、2年生は30分を目安に 
◆終わったら、明日の準備と一緒にランドセルへ 
◆できるだけ、傍らで見てあげてください 

 
◆決めた時刻に、決めた場所で集中してします 
◆テレビを消して、集中してやります 
◆まずは宿題、終わったら自主学習に取り組みます 
◆3年生40分、4年生50分を目標に 
◆5年生60分以上、6年生70分以上を目標に 
◆終わったら、明日の準備と一緒にランドセルへ 

詳しくは、学校ホームページを  

置いておく学習用具 

国語 
辞書・辞典、書写教科書 
書写ノート、習字道具 

算数 さんすうセット 

社会 資料集、作業帳、地図帳 

理科 理科ノート（ワーク） 

外国語 教科書、ファイル 

音楽 
教科書、音楽ワーク（ノート） 
リコーダー、けんばんハーモニカ 

図工 教科書、絵の具セット 

道徳 教科書、ノート 

生･総 教科書、ファイル、たんけんボード 

家･保 家庭科ノート、保健教科書 

その他 のり､ハサミ､色鉛筆､探検バック､防災頭巾 

この他の用具は基本的に家に持ち帰ります 

ノートの基本 
ノートの大きさはいずれも B5 サイズ 

国語 

１年 
２年 

3･4 年 
5･6 年 

10 マス･中心リーダー入 
15 マス･中心リーダー入 
10mm 方眼 
 5mm 方眼 

算数 

１年 
２年 

3･4 年 
5･6 年 

横開き 7 マス 
17 マス 
10mm 方眼 
5mm 方眼 

社会 
3･4 年 
5･6 年 

10mm 方眼 
5mm 方眼 

自学 
3･4 年 
5･6 年 

10mm 方眼 
5mm 方眼 

自由帳 1･2 年 無地白紙 

新年度初めは学校で準備します 

託北なかよし三か条 

 

学年の人権教育の目標 

1年 だれとでも仲良く、楽しい学級づくり 

2年 相手の気持ちがわかり、協力し合う学級づくり 

3年 相手の気持ちを大切にし、協力し合う学級づくり 

4年 差別について考え、お互いに認め合い、助け合う学級づくり 

5年 差別の不合理や矛盾に気づき、それを許さず、なくしていこうとする学級づくり 

6年 差別についての認識を深め、差別をせず、差別を許さずなくしていく学級づくり 

かがやき学級 一人ひとりを大切にし、仲良く助け合う学級づくり 

一人ひとりの子どもの基礎・基本を大切にし、学力を保証します 

主な行事 

一
学
期 

始業式  4月 11日（月） 

入学式 4月 13日（水） 

学級懇談会 4月 21日（木） 

歓迎遠足 4月 22日（金） 

緊急時避難訓練 6月  3日（金） 

集団宿泊教室5年 7月6～8日 

終業式 7月 21日（木） 

二
学
期 

始業式 8月 29日（月） 

前期通知表配布 10月 14日（金） 

運動会 11月  5日（土） 

修学旅行6年  11月28・29日    

北っ子フェスタ 12月 16日（金） 

二学期終業式 12月 23日（金） 

三
学
期 

始業式 1月 10日（火） 

授業参観・学級懇談会 2月 22日（水） 

卒業式 3月 23日（木） 

修了式 3月 24日（金） 
 

緊急時の連絡 
１．安心･安全メール 

災害や緊急時はもとより、通常の一斉連絡
手段として、本校では「学校安心安全メー
ル」の配信システムを活用しています。 
ご家庭に１台以上の登録をお願いします。 
tkk@gw.ansin-anzen.jp (左のQR 

コードでも可)から空メール
を送信していただくか、スマ
ートフォン用無料アプリで
の登録をお願いします。 
 

２．学校ホームページ 
緊急の場合、本校のホームページでも情報
を発信します。ご活用ください。 
http://www.kumamoto-
kmm.ed.jp/school/e/takumakitaes/ 

学校への届出 
□転居された場合 

校区内で住所や所属の町内が変わられ
た場合、「転居届」をお出しください。 

□改姓された場合 
改姓された場合も、「改正届」を担任宛
お出しください。 

□転学・転校される場合 
市内･市外を問わず、他校へ転校される場
合には「転学届」をお出しください。 

□パスポートを取得される場合 
パスポートの取得の際には、「在学証明
書」が必要となります。 

※必要な場合は担任までお知らせください。

また、各様式は学校ホームページからもダ

ウンロードできます。  

保健室から 

 
＊子どもたちがすくすく育つようにしていきます。  

＊本校担当のスクール・カウンセラーとの教育

相談が可能です。希望される方は、担任ま

たは養護教諭にご相談ください。 

 
＊学校へお知らせください。災害給付の対象

となります。（ひまわりカードを使用される

と、給付されない場合があります。） 

＊所定の書類に病院で記入していただいて、

学校へ出してください。 

託麻北小学校 380-2004 保健室 

各種相談窓口 

 
＊託麻交番（096）380-2035 

＊東警察署（096）368-0110 

 
【子育て支援】 
＊教育相談室/あいぱるくまもと 362-7070 
＊市児童相談所 366-8181 
＊子ども発達支援センター 366-8240 

【経済的な相談】 
＊就学援助：託麻北小 380-2004 
＊生活保護：東区保護課 367-9129 

【就学、転学・転居、時間外緊急時】 
＊就学等：学務課/市教委 328-2716 
＊時間外緊急：教育政策課／市教委  328-2704 

本校 PTA は、保護者と学校職員が

協力して、家庭と学校と社会における

子どもたちの幸福な成長を図ることを

目的としています。 
※PTAとはParent-Teacher Association 

の略で、家庭と学校とが協力し合って
教育効果をあげようとする、学校単位
に結成された教育組織のことです。 

みなさんのご協力をお願いします。 
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生 
 

活 電話対応時間 
平日 7:30～18:30 

※上記以外は留守対応となります 
※緊急時は、各種相談窓口へ 

ダメなことはダメ 

３～６年生の家庭学習 

1・2年生の家庭学習 

学 
 

習 

♥人をきずつけることを言いません 

♥ひとりぼっちをつくりません 

♥相手によって態度を変えません 

そ 

の 

他 

けがをして病院へ行ったら 

心と体の健康づくりを 

◆頼りになるサポート 

◆不審者・暴力などは、すぐ110番 

託麻北小学校PTA事務局 

開室 月・水・金 9:00~12:00 
電話（096）202-6118 
Mail office@kitapta.tomoai.net 
facebook がんばれ託北pta 


