令和４ 年度
保存版
〇登下校時に寄り道はしない。
〇友達同士のお金の貸し借りはしない。
〇子供だけでショッピングセンター、ゲ
ームセンターへ行かない。
〇低学年は自転車に乗るときは、保護
者が付き添って乗りましょう（三寺小で
は、一人で乗ることは、４年生以上を
推奨しています）。
・出かけるときは「どこに」「誰と」を家の人
に伝えます。一人での行動をせず、安
全に気を付けましょう。
・保護者のいない家には子供だけで上
がりません。
・学区域外へは、原則子供だけでいきま
せん。出かけるときは保護者の責任の
もと、目的を明確にし、守るようにしまし
ょう。

筆箱は箱形（ポーチ型不可）
※鉛筆を差し込む部分があり、筆箱内の
整理をしやすい物。
（ポーチ型は鉛筆が折れやすく、中の
筆記用具を取り出しづらいため不
可）
◯鉛筆 ５本（毎日、家で削ってくる。）
B・２B
◯色鉛筆
赤 青 一本ずつ
◯消しゴム
シンプルなもの
◯油性ネームペン
※鉛筆のキャップは、使用不可
【２年生以上】
・１５㎝定規（折りたたみ式は不可）

【通常時程】
① ８：５０－９：３５
② ９：４０－１０：２５
③１０：４５－１１：３０
④１１：３５－１２：２０
給食１２：２０－１３：００
⑤１３：４５－１４：３０
⑥１４：３５－１５：２０（下校 15:30）
（繰り上げ５校時下校 14:10）
（繰り上げ６校時下校 15:00）
【土曜時程】
① ８：３０－ ９：1５
② ９：２０－１０：０５
③１０：１５－１１：００
（下校 11:１０）

墨田区立
第三寺島小学校
〇欠席・遅刻は８：００までにオンライ
ンでお知らせください。急な場合
は、電話でも結構です。８：３０まで
にご連絡ください。連絡が無い場
合は、電話や家庭訪問いたしま
す。
〇早退・体育などの見学も、担任に
ご連絡ください。
〇遅刻・早退は安全のため、保護
者の送迎をお願いします。その際
は、職員室にお立ち寄りください。

【全学年共通】
・色鉛筆
・のり（実用的な物）
・はさみ
・クレパス（クレヨン）
・なわとび
・クリアファイル
【１・２年生】
・算数ブロック
【３年生】
・三角定規・コンパス
【４・５・６年生】
・三角定規・コンパス・分度器
※習字道具・筆洗い用のペッドボトルは
使用する時のみ持ってくる。

〒131－00３2 墨田区東向島６－８－１
tel. 03-3614-0201 fax 03-3614-0399
（平日）7 時４５分～１８時

◯登校８：１５～８：２０
◯通学路を通って登下校する。
◯登校班の約束を守る。
◯三寺バンドやその他学校の役割
などで早めに登校する場合も通
学路を通る。
◯最終下校は学年によって異なりま
す（１５：５５ 完全下校）。
◯区のふるさとチャイムを守って遊
びましょう。
・ ４～９月 １７：３０
・１０～３月 １６：３０

【全学年】
・国語 ・算数
※上記以外の物は、教室に置いてあ
ります。
※上記の教科であっても、ノートは学
校で預かる場合があります。
◯図書バックを持たせてください。
（高さ５０cm 程度の手提げ袋）
・１、２冊の本を入れて置き、読み終わ
ったら交換する。
・物語の本
（漫画や図鑑、ゲームの攻略本など
は不可）

〇ぞうきん ２枚
※長期休み前に持ち帰り、新しい物
を休み明けに持ってくる。
〇上履き（布の部分が白のもの）
・運動しやすいもの
・名前学年クラスを前面に明記
〇防災頭巾
〇冬 必要なとき 手袋マフラー
〇水筒（年間通して持参可）
・中身は水またはお茶
・必ず毎日洗浄
◯携帯電話、お金など、学習に必要な
いものは持ち込み禁止。
※特別な事情がある場合は担任に相談
してください。

◯必ず、決められた様式で用意をしてく
ださい。
※様式は、時期に合わせて学年だよ
り等でお知らせします。

◯宿題は毎日出します。
・正しい家庭学習の習慣を身に付け
られるように取り組ませてください。
・丸付けは、原則自分や家庭でしてく
ださい。
（その場で間違いを訂正する習慣
が大事です。）
・学校では確認をします。
◯自主学習
・宿題以外に自主的に取り組む家庭
学習です。内容は担任が知らせて
いきます。
◯家庭学習の時間目安
学年×１０分＋１０分
○週末はミライシード（タブレット）の宿題
を出します。

〇体育着
・冬場の寒さ対策として、トレーナー（フー
ド・チャック・ボタンなし）を体育着袋に
入れておいてください。
◯水泳カード
①日付 ②検温 ③押印
④保護者の許可の記入
を忘れたときは参加できません。
※体育・水泳は、持ち物が揃わない
場合、参加できません。また、忘れ
物等について担任が電話で確認す
ることはできかねますのでご理解く
ださい。
◯清潔で動きやすい服装で登校させてく
ださい。
◯髪の長い子は、結んでください。

◯朝から不調を訴えるお子さんがいます
（寝不足・疲れ）。月曜日に多いです。
・９時間以上寝る。
・７時前には起床しましょう。
◯朝食を十分食べて、元気に活動でき
るようにしましょう。
◯一日６０分以上の運動を確保しましょ
う。
・TV やゲーム、パソコン、スマホは、
時 間 などのルー ル を決 めて く ださ
い。
・また、脳を休めるために、夜８時以
降の使用は控えましょう。

に勤務しています。

情報メールの登録をお願いします。
◯学校からのお知らせや緊急時の情報
をメールで発信します。
※配信例 不審者情報・臨時休校・荒
天時のお知らせ・集団下校・感染症の
流行状況・下校時間変更・夏季休業
中のプールの実施など
◯各種アンケートもインターネットで入力
できますのでご協力ください。
◯HP 更新を進めていきます。
◯年間行事予定・学校だよりは常時アッ
プしています。その他行事の様子など
随時アップしますので、ご覧ください。

（土曜授業日）７時 45 分～１２時３０分

◆持ち物や服装は、学習に集中で
きるシンプルな物にしてください。
〇ランドセル・かばん
ランドセルにはキーホルダー類は
付けない。（お守りは可）
〇校帽
６月～前期終了まで 【白の帽子】
それ以外の時期
【紺の帽子】
〇ハンカチ・ティッシュ
ハンカチは身に付ける。夏は汗ふ
き用のハンドタオルなどもよい。
〇マスク（１枚）
〇ランチマット
毎日取り替える。

◯音楽
・音楽バック
（教科書、音楽ファイル、歌集、
リコーダー）
・けん盤ハーモニカ ・筆記用具
◯図工
・道具箱
（使用する道具を入れ、道具箱ごと
図工室に持っていく。）
・筆記用具

家庭数

〇来校時は受付を必ず通り、ネームカー
ドを付けてください。
〇来校時は、上履き・袋をお持ちくださ
い。（靴は各自でお持ちください、取り
違いが起こっています）。
〇自転車置き場は限りがあります。行事
の際は徒歩でご来校ください。（自転
車置き場は、体の不自由な方や小さ
いお子さん連れの方、高齢者専用）
◯授業参観では、教室廊下での私語は
ご遠慮ください。
（児童が授業に集中できるようご協力
お願いいたします。）
◯原則、授業や行事などの写真や動画
の撮影は、禁止です。

◯けがや病気の連絡
・日中連絡がつく連絡先を必ずお知
らせください。勤務先や携帯番号が
変わったときは速やかに、担任まで
ご連絡ください。
・また、児童自身が平熱や、体調が
説明できるようにしておいてくださ
い。
◯感染症の中には、出席停止対象のも
のがあります。
・感染症に感染した場合は、医師の
許可の上「登校届」をご提出くださ
い。（登校届は、第三寺島小学校の
HP からでも印刷できます。）

毎月 28 日
◯５月は、２ヶ月分の引き落としとなりま
す。残高にご注意ください。
◯８月の引き落としは、３月の給食費で
す。
◯未納の場合はお知らせの通知を出し
ます。次の月に未納月と次の月を合
わせて引き落としとなります。
※不明な点は、第三寺島小学校「給食
費・教材費担当」にお問い合わせてく
ださい。

○お子さんの成長についてどのような小
さなお悩みでも相談できます。
○相談申し込みは、担任へ連絡帳が基
本ですが、職員室への直接の電話
（副校長・SC へ）でもお受けします。相
談は原則１回５０分以内 何度でも相
談できます。
○相談後さらに、必要な機関をご紹介
する場合もあります。区の子育て支援
も利用ください。

