
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        （令和 4年 4月現在） 

 
 

 
 

   

・欠席・遅刻の連絡は 

保護者が 7:30～8:00 で！ 

・連絡がない場合は、家庭連絡等で確認

する場合があります。 

・体調不良等で学校を早退する場合、担

任確認後下校します。自宅に無事到着

した際には本人より学校に連絡を入

れます。保護者に迎えを依頼する場合

もありますので、日中連絡がつくよう

お願いします。 

 

 

 

  

・8:15 までに校門をくぐる。 

・登校後は、許可なく無断で校外に

出ない。 

・下校の途中は寄り道をしない。 

・下校時間を必ず守る。（完全下校） 

完全下校時刻 

５月～８月 18:30 

３月 ４月 ９月 18:00 

２月 １０月 17:30 

１１月～１月 17:00 

※行事・大会前は変更があります。 

・校外では中学生らしい行動を！ 

  ＜自覚と責任をもとう！＞ 

・外出は家族の許可を受け、「だれ

と」・「どこへ」・「いつ帰る」等を

伝えてから出かけよう。 

・娯楽施設、スポーツ施設を利用す

る時は、保護者同伴です。 

・不必要な夜の外出は避ける。 

（トラブルの元です） 

 

 

 

 

自転車通学 

・河内校区全域、半田、神部校区の

許可された地域のみ自転車通学。 

・自転車通学者は誓約書を提出し、

交通ルールを厳守します。 

・左側１列通行。２列以上並進禁止。

一旦停止厳守。ヘルメット着用。 

徒歩通学 

・半田、神部校区の自転車通学地域

以外。 ・右側通行３列以上禁止。 

・歩道を歩く。・安全タスキを常備 

・制服着用（男女別、冬用夏用あり） 

・靴下(男女とも白、ワンポイント可) 

・靴（通学用・上履き・体育館シューズ） 

・カバン（揖保川バッグ）指定の物 

・頭髪（中学生の学習にふさわしい

髪型にします。） 

＜詳細は身だしなみ規定あり＞ 

 

 

 

 

① ねばり強い生徒 

② 礼儀を守る生徒 

③ きまりを守る生徒 

④ みずから学ぶ生徒 

⑤ 思いやりのある生徒 

「当たり前のことが当たり前

にできる生徒の育成」 

～命を大切にし、自らの未来

を切り拓く生徒を育む～ 

 

 

・教科担任から指示されたものを 

持ってくる。 

 

 

 

・学校に置いていてもよい学習用具

等は、教科担任の指示に従う。 

・終会時、「生活のあゆみ」に 

次の日の時間割と持参 

物を書く。 

・朝の読書の時間（通称：朝読） 

 

自席で静かに本を読む。 

・読解力や集中力を養おう。 

・図書室から借りてきた本、学級文

庫、家庭から持ってきた本を読

む。（漫画、雑誌・写真集は不可） 

・この時間に宿題をしない 

こと。 

 

 

 

 

 

○授業に臨む準備（3 分前着席） 

・忘れものをしない。 

・学習用具を出しておく。（休憩時） 

・チャイムの合図を守る。 

・大きな声で挨拶をする。 

○授業中の態度 

・正しい姿勢 （目、耳、心で聴く） 

・真剣な学習 

・はっきり発表、聞き取る姿勢 

 

 

 

 

 

・まず、 

その後、 

・５教科の予習、復習をしっかりと

行う習慣をつけましょう。 

・ワーク、問題集を利用して自分の

苦手分野を克服しよう。 

＜学習時間の目安＞ 

1 年 2 時間程度 

2 年 2.5 時間程度 

3 年 3 時間以上 

 

・机の中はカラ。荷物はすべてロッカーへ 

・机上は筆記用具のみ。（筆箱・下敷き×） 

・問題は裏返しにしたまま配り、開始の合

図で始める。 

・はじめに名前、クラス、出席番号を書く。 

・不正行為や誤解を招く行為を絶対にしな

い。（用のある時は挙手する。） 

・終わりのチャイムで筆記用具を置く。解

答用紙の回収が終わるまで席を立たない。 

 

 

 

1 学期  

4 月 7 日 入学式  

５月１8 日～20 日 修学旅行 

2 学期  

9 月 17 日 体育大会  10 月２8 日 文化発表会 

11 月 7 日～11 日 トライやるウィーク 

3 学期   2 月 10 日 私立高校入試 

2 月 15 日 公立高校推薦入試 

3 月 8 日 卒業式  3 月 10 日 公立高校一般入試 

※予定が変更になることもあります。 

・緊急連絡はメール配信、ＨＰ等 

でお知らせします。 

・メール配信例（臨時休校、学級閉

鎖、災害時緊急連絡 等） 

・メール受信には、登録が必要です。

新規あるいは変更があった場合

には、担任までご連絡ください。 

・その他、配布物等の連絡をするこ

とがあります。 

 

 

 

 

 

 

・午前 7 時でたつの市に波浪以外の

「警報」が発令された場合。 

・午前 7 時から 8 時 30 分までに

上記の「警報」が発令された場合。 

 

 

・午前８時３０分以降、「警報」が

発令された場合は、通学路の安全

等を確かめてから下校させる等

の対応をします 

 

 

 

 

【学校給食について】 

学校給食は基本毎日あります。 

テスト当日は給食がありませんが、

最終日（中間テスト２日目、期末テ

スト３日目）のみ給食があります。

(詳細は学年便りで確認願います。) 

【食物アレルギーについて】 

食物アレルギーがある 

人の対応は市で統一されています。 

 

（対応希望者は医療機関の受診が必要です） 

 

 

・お悩みはお気軽に学校にご相談く

ださい。 

・専門のスクールカウンセラー

（SC）とも相談できます。 

（原則月 3 回、金曜日） 

・心や身体のことで相談があれば、

いつでも保健室へどうぞ！ 

 

 
ひょうごっこ悩み相談 0120-0-78310 

     （播磨西） 079-224-1152 

こども家庭センター   079-297-1261 

子育て相談（市役所内）0791-64-3220 

 

 

〒67１-１６２１  たつの市揖保川町正條４７１番地 

TEL（0791）７2-2673  FAX (0791)72-2674  

 

 

 

朝読書・朝会 ８：２０～８：３５  

１校時 ８：４０～９：３０  

２校時 ９：４０～１０：３０  

３校時 １０：４０～１１：３０  

４校時 １１：４０～１２：３０  

昼食・昼休み １２：３０～１３：１０  

５校時 １３：１５～１４：０５  

６校時 １４：１５～１５：０５  

清掃 １５：０５～１５：２０  

黙想・終会 １５：２５～１５：４０  

部活動 １５：４０～  

 

 

 

 

 

 

（日課表を挿入） 

地域に愛される生徒になろう！ 

 

登校時間 8:２０  自席着

席 

学習活動に不要なものは

持ってこない。 

スマホ、携帯の持ち込み

禁止！ 
元気が一番！ 

8:20～8:30 

宿 題 

自主学習 

努力はうらぎらない 

【元気に生活するために】 

 

 

 

【ケガをして病院へ行ったら】 

学校管理下のケガで受診すると、日 

本スポーツ振興センターの給付の 

申請ができます。（市の子ども医療 

費助成制度との重複不可） 

 

※朝発熱や嘔吐が見られる等、体調

が悪い場合は無理に登校せず、早め

に医師の診察を受けてください。 

 

 

 

 

教科書・ワーク 

ノート・資料集等 

詳細は学校だよりに掲載します 

臨時休校 

登校後 

ノーゲーム・ノースマホデー 

（毎月 25 日） 

主な相談機関 

毎朝朝食摂取 

睡眠時間 8～9 時間目標 

学校ホームページ https://ibogawa.tatsuno.ed.jp 

https://ibogawa.tatsuno.ed.jp/


  


