
 

 

 

 

 

  

 

 

校内持込は，原則禁止 
ＮＥＴ等の利用について，

学校ではＧＩＧＡスクール構

想のもと，タブレット使用も

含めて節度ある賢い使い方

について指導しているとこ

ろです。各家庭でも約束を決

め，見守りをお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６時間授業 
５時間授業 

生徒会活動・会議のある日 

生徒登校 8:00～8:25 生徒登校 8:00～8:25 

朝読書※１ 8:25～8:35 朝読書※１ 8:25～8:35 

短学活 8:35～8:45 短学活 8:35～8:45 

１校時 8:50～9:40 １校時 8:50～9:40 

２校時 9:50～10:40 ２校時 9:50～10:40 

３校時 10:50～11:40 ３校時 10:50～11:40 

４校時 11:50～12:40 ４校時 11:50～12:40 

給 食 12:40～13:10 給 食 12:40～13:10 

昼休み 13:10～13:20 昼休み 13:10～13:20 

５校時 13:25～14:15 ５校時 13:25～14:15 

６校時 14:25～15:15 短学活 14:15～14:25 

短学活 15:15～15:25 清 掃 14:25～14:40 

清 掃 15:25～15:40 （下 校）    ～14:40 

下 校    ～15:40 生徒会・会議等 14:40～15:30 

部活動※２ 各部予定参照  部活動※２ 各部予定参照  

１ 

学 

期 

始業式・入学式 ４月 ８日(金) 

授業参観･懇談会･PTA総会 
＊オンライン 

 ４月１５日(金) 
＊PTA総会は書面･オンライン 

家庭訪問※１     ４月下旬～５月中旬 

修学旅行 ５月１７日（火）～ 

体育祭  ５月２８日(土) 
＊午前開催 

教育相談･三者面談※２ ６月上旬～下旬 

終 業 式  ７月２２日(金) 

２ 

学 

期 

始 業 式  ８月１９日(金) 

文化祭 １０月１日(土) 

教育相談･三者面談※２ １１月中旬～下旬 

終 業 式 １２月２３日(金) 

３

学

期 

始 業 式  １月１３日(金) 

卒業証書授与式  ３月１５日(水) 

修了式  ３月２４日(金) 

 

 

 

 

 

≪家庭学習の例≫ 
授業の振り返り，予習，ノートのまとめ直し，
テストの解き直し，ワークやプリント，音読・
暗記・計算・漢字・英単語・熟語 など 

 
＊教科に応じた家庭学習の進め方は，教科担任か
らお伝えします。 

＊部活と勉強の両立のため，優先順位をつけ，限
られた時間を効率的に使うことが大切です。 

心の教室相談員が毎週月･木曜日に来校しています。また、スクールカウ

ンセラーが毎週水曜日に来校しています。お気軽にお問い合わせください。 

 

登校から下校までのけがは「日本スポーツ振興センター共済給付」の対象と

なります。必要な書類をお渡ししますので，担任にご連絡ください。 

こころとからだ，健康な生活について一緒に考えたり学んだりします。 

 

（家庭でのけがの手当は対応しかねます） 

   応急手当と経過観察を行います。原則として消毒薬や内服薬は使用しません。 

   ＊学習の継続が難しい場合はお迎えをお願いします。 

   ＊緊急時には，救急車要請を保護者連絡より優先します。 

◇フェイスシールド 

◇家庭学習で使用しないもの 

（一度に持ち帰れる量） 

全学年 

共通 

家庭学習時間の目安…80分＋α 

◇ジャージまたは推奨服 

（授業に適した服装） 

（気温や天候に応じた服装） 

 

共通 

学校での傷病発生時には 

令和４年度 

保存版 

【帯広市立南町中学校】 
〒080-0027 帯広市西 17条南 35丁目 1 番 1号 
℡：0155-48-3181  Fax：0155-48-6765 

 

 
明るく，人通りの多い道路を登下 

校させてください。（玄関開錠 8:00） 

登校時間 
８：００～８：２５ 

＜送迎についてのお願い＞ 

１．登下校の時間帯は，校門前や

玄関前は生徒で大変混雑してい

ます。できるだけ玄関前への自

動車の進入を控え，校門から離

れた場所で待ち合わせていただ

けるとありがたいです。（近隣住

民へのご配慮もお願いします） 

２．遅刻・早退時は混雑していな

いので、玄関前まで送迎しても

かまいません。 

     
 
必ず，保護者の方が連絡

をしてください。早退や授

業の見学の場合も同様で

す。（早退時は，迎えに来てください。） 

欠席・遅刻の連絡は 
７：４５～８：１５まで 

にお願いします。 

 

 〔期間〕 4～11月頃 
(路面状況による) 

 〔対象〕 許可された区域，部活 

ダメなことはダメ！ 

×いじめ・意地悪・危険な行為。 

×危険な場所で遊ぶ。 

×危険物で遊ぶ。(エアガン･ナイフ) 

×火遊び。(マッチ･ライター･花火) 

学校ホームページ 
 

http://www.minami.obihiro.ed.jp/ 

食物アレルギーによる事故を防

ぐため，旅のお土産・転出時の

お礼等は遠慮させていただき

ます。ご協力をお願いします。 

保健室はこころとからだの教室です 

けがをして病院に行ったら 

【教育相談】帯広市教育委員会「教育相談センター」：25－2595 

【子育て相談】子育て支援課：25－9700 ／ 帯広児童相談所：22－5100 

【いじめなどお悩み相談】十勝教育局「いじめ相談室」：23-4950 

            子ども相談支援センター：0120-3882-56 

頼りになるサポート(主なもの) 

 主体的な学びを育むため，自ら
の取組を振り返り，工夫して計画
的に取り組みましょう。 
 
～家庭でのサポートも大切です～ 

◇規則正しい生活 
（特に夜更かし厳禁） 
◇学びやすい環境づくり 
◇学習中の見守り，励まし など 

学校目標「最大の自己実現」「最大の社会参加」 

 

学校への連絡時間や連
絡先は以下の通りです.  
＜連絡先と時間＞ 

 

 

 
 
※ 勤務時間の関係もあり

ますので，緊急時以外は

上記の時間帯でのご協力

をお願いします。 
 

 

 

 

 

 

 
 

※ 部活動関係の連絡につ

いて，休日は電話のある

職員室は不在なので，顧

問に直接お願いします。 

＜南町中のめざす生徒像＞ 

１． 時を守り、思いやりのある生徒 

２． 場を清め、自ら進んで学ぶ生徒 

３． 礼を正し、たくましい生徒 

 

学校生活 
・学校生活に必要のある物のみを持ってきます。 

外出 
・外出するときは，保護者の許可を得て，行き先･帰宅時刻･

同伴者を必ず伝えて，日没までに帰宅する。（条例により 22

時以降は保護者同伴でも外出できません） 

施設の利用 
・原則，成人向け施設への入店はできません。 

・ゲームセンター（スーパー等のゲームコーナー），カラオケ

ルーム，アミューズメント施設へは，保護者同伴であれば，

入店してもよい。 

・映画館やボーリング場へは，保護者の許可を得て，入店して

もよい。 

①マスク着用，②ハンカチ持参，③

毎日の検温･健康観察，④本人･同居

家族が風邪症状の場合や，検査を受

ける可能性がある場合は，速やかに

学校までご連絡ください。 

お土産やお礼は不要です 

※１「家庭訪問」 

 1･2 年生は新しい学級が始まる 4 月下旬から

家庭訪問を行います。お子さんの健康状態

や，ご自宅の位置･特徴，通学経路等は「家

庭と環境しらべ」に詳しく書いてください。 

※２「教育相談・三者面談」 

1･2年生･･･教育相談，3年生･･･三者面談 

※ 推奨服の準備 ･･･色つき行事とテスト日 

×他人の家の敷地内へ勝手に入る。 

×保護者不在の家に入る。 

×友人宅への外泊。 

×お金の貸し借り，おごる･おごられる。 

 

授業中に災害が発生した場合は，集団下校または 

校舎内で待機となります。その後，保護者に迎えに来ていただく場合 

があります。 

事故防止 

・明るく，人通りの多い道路を複数で登下校しましょう。 

危険を感じたら，すぐにその場を離れ，警察に連絡する。 

（小学校からの合言葉･･･いか・の・お・す・し） 

・交通ルールを守り，特に道路の横断に気をつけましょう。 

（小学校からの３つの約束･･･とまる･みる・まつ） 

・かならず横断歩道をわたりましょう。 

【自転車の正しい乗り方】 

・自転車に乗る前に，ブレーキ･ハンドル･サドル･ライトなど

の点検をお願いします。 

・２人乗り，並列走行，ながら運転は禁止です。 

・できる限り，ヘルメットを着用して乗りましょう。 

・横断歩道は，自転車をおりて，押して渡りましょう。 

※２「部活動」は、「子どもたちのために」という顧問の熱意（ボ

ランティア）で支えられている教育活動です。専門外や、勤

務時間外に指導している状況をご理解ください。 

また、生徒が自分の活動に責任をもち、主体性を育むため、 

練習計画、変更、連絡は生徒に伝えます。また、欠席･遅刻 

などは生徒自身で顧問に伝えるようにさせています。 

早寝・早起き 

朝ごはん 

規則正しい 

生活リズムの 

サポートを！ 

新型コロナウイルス感染症対策 

新型コロナウイルス感染症対策のため，変更になることも考えられます。
※ 変更はホームページに随時掲載します。 

新型コロナウイルスの感染状況によっては， 

外出を控えましょう。 

教育に関するご相談について 

緊急時は，【帯広市学校安全メール】でお知ら

せします。その他，学校ホームページや玄関への貼り紙もご参照く

ださい。単年度登録です。春に必ず登録してください。 

持ち物には記名をお願いします 

◇推奨服（文化的行事・儀式） 

◇ジャージ（体育的行事） 

◇基本的に推奨服 

（入試を意識しています） 

 

テスト 

行事 

◇学習のために使用する。 

◇設定変更しない。 

◇学習用アカウントはタブレット 

のみで使用する。 

◇他人のタブレット，アカウント等 

を使わない。（Ｇｏｏｇｌｅ規約） 

◇個人情報の取扱に注意する。 

◇カメラ機能は授業での指示以外で 

は使用しない。   など 

◇基本、毎日持ち帰り、充電する。 

◇ｅライブラリやスタディサプリ等の 

学習教材を活用 

◇使用の約束を守る。 

（見守りをお願いします） 

 

使用 

約束 

持ち 

帰り 

※１「朝読書」で落ち着いた一日を始めます。 

②休日（土・日・祝日等） 

部活動関係･･･顧問へ  

コロナ関係･･･ 

・学校（9:00-17:00） 

080-4043-3181 

 ・市役所 24-4111 
 

①平日（月～金曜日） 

時 間 7:45～18:30 

連絡先 学校48-3181 
 

①有害サイトを使わせない。

（フィルタリング） 

②ＳＮＳによるトラブル防止の

観点から，本校では不特定

多数が閲覧できるものへ

の投稿禁止としています。 

③健康や人間関係を壊す使

い方はさせない。（時間，

内容の制限） 

※見えにくい所で，子どもは

危険にさらされています。

使用の約束，透明性，見守

りに加え，大人が最新情報

を学ぶ必要もあります。 
 


