
平成31年度 六小「生活のきまり」
へいせい

ろく しよう せいかつ

館林市立第六小学校
たてばやししりつだいろくしようがつこう

℡７２－４０６０
１ 登下校
（１）登校時刻 午前７：５０以降（昇降口が開く時間） 始業 午前８：２０

とうこう いこう しぎょう

※昇降口が開くまでは、校庭の土のところで待つ。児童玄関から入ります。職員玄関は、許可がないと使えません。
しようこうぐち ひら こうてい つち ま じどう げんかん はい しよくいんげんかん きよか つか

（２）下校時刻
げこうじこく

用事がない児童は、帰りの会終了後早く家に帰ります。
ようじ じどう かえ かいしゅうりょうごはや いえ かえ

下校時刻 ４時間の時午後２：００ ５時間の時午後３：００ ６時間の時午後４：００
げこう じこく とき じかん とき じかん とき

※クラブ活動、陸上 練習、補習などを特別に行う場合は曜日を問わず午後４：３０
かつどう りくじようれんしゆう とくべつ おこな ばあい ようび と ごご

（３）交通のきまりを守り、きめられた通学路を通って登下校します。
こうつう まも つうがく ろ とお とうげこう

（４）寄り道をしないで、複数で帰ります。（下校時はすみやかに帰ります。）
よ みち ふくすう かえ げ こう じ かえ

２ 学習

（１）チャイムがなった時には、席についているようにします。２０分休み、昼休み終 了５分前の
とき せき ふんやす ひるやす しゅうりょう ふんまえ

チャイムがなったら、すぐに教 室に戻ります。
きょうしつ もど

（２）学 習のきまりを守って、勉 強します｡
がくしゅう まも べんきょう

（３）筆箱の中は、えんぴつ５～６本・赤鉛筆青鉛筆・事務用の白の消しゴム（消しゴムは2個まで持って来てよい。）
ふでばこ なか あかえんぴつ じむ よう

・名前ペン・筆箱の中に入る定規だけです。折りたたみ定規・シャープペンシル・ペンなどはもってきません。
なまえ ふでばこ なか はい じよう ぎ

３ 休み時間
やす じ か ん

（１）次の授業の準備をしてから遊びます｡
つぎ じゆぎよう じゅんび あそ

（２）ろうかや階段は静かに右側を歩きます｡
かいだん しず みぎがわ ある

（３）学校の外には出ません。
がっこう そと で

（４）ベランダには出ません。
で

（５）校舎の北側やプール更衣室のかげ、体育小屋の南など（ 職員室 から見えないところ）では、遊びません。
こうしや きたがわ しよくいんしつ み あそ

（６）チャイムがなるまでは、教室を出ません。

（７）外で遊ぶときは、ぼうしをかぶります。（体育ぼうしをげんそくとします。）

４ 給食の時

（１）給 食着と帽子・マスクを必ず着 用し、机の上にはナフキンをしきます｡
きゅうしょく ぎ ぼうし かならちゃくよう つくえ うえ

（トイレに行くときは、ぬいでから行きます。）
い い

（２）残菜、食器、 給食台 をきれいにし、時間内にコンテナ内へ片付けます。
ざんさい しょっき きゆうしよくだい じかんない ない かたづ

（３）おはしを必ず用意します。忘れたら職員室で理由を言って借ります。（予備のわりばしをもっていましょう）
かなら ようい わす しょくいんしつ りゆう い か

５ 保健・健康
ほ け ん けんこう

（１）ハンカチ、ティッシュを必ず用意し、つめは短く切り、いつもせいけつにしておきます。
ようい みじか き

（２）トイレをきれいに使い、（使用後は水を十 分に流す）次の人が気持ちよく使えるようにします。
つか し よ う ご みず じゅうぶん なが つぎ ひと き も つか

（３）水分補給やうがい用に水筒を持って来る時は水筒の中身は、お茶・水とします。
すいぶんほきゆう よう すいとう も く とき すいとう なかみ ちゃ みず

（４）水道を使ったら、必ずじゃ口を下に向けておきます。
すいどう つか かなら くち した む

６ そうじの時
とき

（１）そうじの時は、きれいになるまで取り組みます。（ぴかぴか清掃）
とき と く せ い そ う

（２）そうじ用具はていねいに扱い、整理整頓を心がけます。
ようぐ あつか せいりせいとん こころ

（３）５分前の放送がなるまで、担当場所のそうじをしっかりと行います。
ふんまえ ほうそう たんとうばしょ おこな

（４）バケツの水捨ては、トイレ前の流しの深いところを使います。（牛乳バケツは教室前）
まえ なが ふか つか

（５）ぞうきんは、バケツの水で洗います。
みず あらい



７ 家に帰ってから
いえ かえ

（１）出かけるときは、出かける場所や帰る時刻、誰と行くのかを言って、出かけます｡
で ばしょ かえ じこく だれ い い で

（２）自転車は、乗ってもよい範囲をお家の人と確認し、ヘルメットをかぶり、交通
じてんしゃ の はんい うち ひと かくにん こうつう

ルール（止まれの約束、右左右の確認、飛び出し注意）を守って乗ります｡
と やくそく みぎひだりみぎ かくにん と だ ちゆうい まも の

（低学年・・家の人と 中学年・・学区内 高学年・・市内）
ていがくねん いえ ひと ちゆうがくねん がつくない こうがくねん しない

（３）校庭で自転車には乗りません。押して歩いて、職員室前に止めます。
こうてい じてんしや

（４）ゲームセンター・大型娯楽施設・カラオケ店等には、子どもだけでは行きません。
おおがた ご らく し せつ てんとう

（５）放課後や休みの日も、校舎の北側（ 職員室 から見えないところ）では、遊びません。
ほ う か ご やす ひ こうしや きたがわ しよくいんしつ み あ そ

（６）学校で遊ぶときは、カードゲーム・携帯ゲーム機（３ＤＳなど）は持ってきません。
がつこう あそ けいたい げーむき も

（７）暗くなる前に、家に帰ります。
くら まえ いえ かえ

（８）学校敷地内での飲 食はしません。
がっこうしきちない いんしょく

８ 服そう
ふく

（１）小 学生としてふさわしい服装をします。（髪の毛をそめる、まゆを剃る、マニキュア、ペディキュア、ピアス、ミ
しょうがくせい ふくそう かみ け そ

サンガ等はしません。）
とう

（２）長い髪の児童は、授業や食事に影響がでないように髪をしばります。
なが かみ じどう かみ

（３）通学には、ランドセルを使います。
つうがく つか

（４）体育の時間は、指定の体 操着を着ます。体操帽子（表－白 裏－赤）もかぶります。
たいいく じかん してい たいそうぎ き たいいくぼう おもて しろ うら あか

（夏）上は、白の半袖シャツ 下は、紺のハーフパンツ （冬）指定の体操着
なつ うえ しろ はんそで した こん ふゆ してい たいそう ぎ

（５）体 操着の半袖シャツは、必ずズボンの中に入れます。半袖の下に防寒用の長袖を着るときは、青い体
たいそうぎ はんそで かなら なか い

操着は脱ぎません。（ﾊｰﾌﾊﾟﾝﾂ時のスパッツも同じ）

（６）動きやすい運動ぐつをはきます。
うご うんどう

（７）上ばきは、前ゴムの白いバレエシューズをはきます。
うわ まえ しろ

（８）室内では、コートなど防寒着を脱ぎます。
しつない ぼうかん ぎ ぬ

（９）マフラー・ネックウォーマー・レッグウォーマー・手袋などは、登下校のみ着 用します。
てぶくろ とうげこう ちやくよう

９ 名札
な ふ だ

（１）体 操着・持ち物には必ず名前をつけます。
たいそうぎ も もの かなら なまえ

（２）私服の時は、名札をつけます。（回転式の名札は、校外で着用する時は裏返して使います。）
しふく とき なふだ かいてんしき なふだ こうがい うらかえ つか

１０ 学校への持ち物
がっこう も もの

（１）お金は集 金のほかは、持ってきません。
かね しゅうきん も

（２）学 習に関係ないものは、持ってきません。（メモ帳なども学習とは関係ありません）
がくしゅう かんけい も

（３）カイロ・クールタイの着 用については、登下校のみとします。（名前を書くこと）
ちやくよう とうげこう なまえ

（４）薬用のリップ、クリーム、薬については、保護者からの連絡があったときのみ許可します。
やくよう くすり ほごしや れんらく きよか

（５）筆箱にキーホルダーをつけたり、シールをはったりしません。ランドセルにキーホルダーをつける場合には、
ふでばこ

１つだけとします。（１年生については入学祝いでいただいたものは含みません）

１１ その他
た

（１）欠席する場合は、８：２０までに、欠席届を担任に提 出します。（無断で欠席をしない。）
けっせき ばあい けっせきとどけ たんにん ていしゅつ むだん けっせき

（２）学校に忘れ物をした時は 職員室 の先生に声をかけてから取りに行きます。
がっこう わす もの とき しよくいんしつ せんせい こえ と い

（３）ほかの教 室や体育館・ 特別教室 は無断では入りません。
きょうしつ たいいくかん とくべつきようしつ はい

六小「生活のきまり」は、心身ともに楽しく有意義な学校生活を送るための大切な約束です。家
ろくしよう せいかつ しんしん たの ゆういぎ がつこうせいかつ おく たいせつ やくそく いえ

で見えるところに貼って、お子さんと一緒に見てください。
み は こ いつしよ み


