
５時間の日の日課 8:00  8:15     8:40 8:50    9:35 9:40   10:25  10:50   11:35 11:40   12:25   13:10 13:15 13:30 13:50   14:35  14:55  

登校  朝の会 １時間目 休み ２時間目 業間休み ３時間目 休み ４時間目 給食 移動 清掃 昼休み ５時間目 
帰りの会   

休 み ６時間目 帰りの会 

６時間の日の日課 8:00  8:15     8:40 8:50    9:35 9:40   10:25  10:50   11:35 11:40   12:25   13:10 13:15 13:30 13:50   14:35  14:40   15:25  15:45 

欠席・早退・遅刻・見学
○ 欠席、遅刻の場合は、連絡帳に記載し、通学
班の班長さんに渡してください。 

○ 早退や、体育の見学は、連絡帳に書いて、担
任に提出してください。 

○ 遅刻・早退の場合は、原則として保護者の送
迎となります。 

○ インフルエンザや、ノロウィルス等によるお
休みは、出席停止となります。 

登校・下校・帰宅時刻 
登校 ８：００～８：１５ 
○ 通学班で登校します。通学路を通ります。 
○ 通学帽子をかぶります。 
最終下校 
 5時間の日    午後３時 
 ６時間の日    午後４時 
帰宅時刻 
３月～１０月 午後５時 
１１月～２月 午後４時３０分 

わくわく にこにこ いきいき                                            川口市芝三丁目１７番１号 
芝南っ子                                            ＴＥＬ．048-265-3373 
                                                Ｆａｘ．048-265-9125 

 学習指導要領が新しくなり、来年度

から2年間の移行期間を経て、全面実

施となります。授業時数が変更になっ

たり、道徳が教科になったり、外国語

（英語）の授業が始まったり、いろい

ろ変更点があります。 

 芝南小学校では、社会の変化に対応

できるよう、自分で課題を見つけ、自

分で考え、課題を解決できる児童の育

成を目指します。 

学校教育目標 
学ぶ子 助け合う子 たくましい子 

学び合い、健やかな体と豊かな心を育む教育の推進 

昨年に引き続き道徳の授業研究をおこないます。また、今年度
は体育の授業研究も併せて進めていきます。 

学校課題研究 

望ましい集団活動を通して、集団の

一員としての自覚と社会性をはぐくみ

ます。４年生からはクラブ活動、５年

生からは委員会活動をおこないます。

また、縦割り活動もおこないます。 

学校のこと、友だちのこと、勉強の

こと、まずは、何でも担任にご相談下

さい。担任だけでなく、管理職、教育

相談部がバックアップします。大切な

のは、抱え込まないことです。 

保健室までご相談ください。 
健康のこと、アレルギーのこと、

スポーツ振興センターの給付のこ
となど気軽にご相談ください。 

事務室までご相談ください。 
学校の集金のこと、給食費のこ

と、就学援助制度のこと、転出入の
ことなど気軽にご相談ください。 

ご相談ください

学力部の先生が中心となって学習に

おける本校の児童の課題を把握し、学

力向上プランを作成しました。  

新しい学習指導要領に対応し、児童

一人一人の「わかる」を支援します。 

２９年度の埼玉県学習状況調査の結

果から、本校５，６年生の「伸び」が

大きかったという結果が出ました。 

学ぶ子 

道徳の授業を中心に、思いやりがあ
り、友だち同士、助け合う児童を育成
します。 
今年度は、道徳の授業研究会をブロ

ックごと（１，２年 ３，４年 ５，
６年）に実施し、新しく導入される「特
別の教科 道徳」の指導法や、評価方
法の研究に取り組んでいます。 
いじめのない学校を目指します。 

助け合う子

 体育部の先生を中心に、児童

の体力向上に取り組みます。 

昨年度との比較から、本校の

児童の体力は増加傾向ですが、

まだ、県平均を下回る種目がほ

とんどです。正しい遊び方(運動

の仕方)を理解させ、教職員共通

理解の下、遊び方(運動の仕方)

の検討・周知をしていきます。

たくましい子

学校評議員 
評議員さんは、本校の元ＰＴＡ役員の方や、町

会長さん、民生委員・児童委員の方で、学校の授

業や行事などの教育活動や内容、あるいは、課題

等について意見をいただき、学校改善にいかして

います。 

芝南小の概要
昭和４３年開校 
児童数    ５４６名 １７学級 
教職員数   ３９名（教員２８名） 
平成３０年度 通級指導教室（難聴・言語）開設 

親路の会 
本校の児童や、卒業生の保護者、地域の方で組織

されています。学校応援団の環境サポート（グリー

ンカーテン）や、夏休みの「流しそうめん」冬の「餅

つき大会」でお世話になっています。運動会の日よ

けも親路の会で設置してくださいました。 

各町会 
本校の児童は、芝二丁目町会、芝中田町会、芝

中田１・２丁目町会、芝神戸町会、芝新町町会、

芝樋ノ爪町会、芝一丁目町会、芝下町会、宮根町

会、他から通っています。各町会での行事では、

本校の児童もたいへんお世話になっています。 

民生委員・児童委員、主任児童委員 
暮らし、健康・医療、福祉サービスなどにつ

いて、もっとも身近な相談相手として、お世話

になっています。また、主任児童委員は、子ど

もや、子育てに関することを専門に、いろいろ

な方の相談相手になっていただいています。 

１年間にかかる主な費用／年（29年度の例です。） 
教材費    その他の費用 
１年生  14,298 円  給食費 3,895 円／月 
２年生   8,428 円  ５年生  
３年生  10,880 円  大貫海浜学園 約 3,000 円 
４年生  10,328 円  ６年生  
５年生  10,905 円  修学旅行   約 23,000 円
６年生  11,695 円  卒業準備金  約 10,000 円
※ この他にも、費用がかかる場合があります。

主な行事（変更になる場合があります。） 
４／ ９  始業式・入学式  １０／２６  校内音楽会 

５／１７～ 5年 大貫海浜学園  １０／２７  学校公開（午前） 

５／２５  ＰＴＡ総会         公開音楽会（午後）

６／ ２  運動会     １１／２７  持久走大会 

７／    学級懇談会  １２／２１  ２学期終業式 

７／２０  １学期終業式   １／ ８  ３学期始業式 

７／２４～ 個人面談    ２／ ２  学校公開作品展 

９／ ３  ２学期始業式   ２／２７  卒業を祝う会 

      引き取り訓練   ３／２２  卒業証書授与式 

９／２5、２6 ６年 修学旅行   ３／２６  修了式 

いつもお世話になっています。 

○ 総務部、理事部、保健部、広報部、

補導部、文化部の組織があります。

※ 各学級から各部1名を選出します。 

○ 会費  2,500 円 

※ 6 月第２週の２日間で集金します。

Ｐ Ｔ Ａ

緊急情報メール 
川口市では、市内すべての小中学校で、緊急時の連
絡等に「川口市保護者緊急情報メール」を活用していま
す。本校の加入率は９０％を超えていますが、100%に
なることを目標にしています。ご協力を御願いします。

災害のときは 
芝南小学校区で心配される大規模災害は、おもに、

地震、河川の氾濫、竜巻です。大規模災害のとき、芝

中田１・２丁目町会、芝２丁目町会、芝中田町会、芝

神戸町会の方々は、本校を避難所として使用できます。

各町会の案内を確認してください。他の町会は、指

定された避難所がありますので、確認してください。

通常の学級には、特別な支援を必要とす

る児童が1割いると言われています。この

課題に、特別支援教育コーディネーターが

中心となって取り組みます。 

学校ホームページ 
本校は、教育活動情報、その他の情報を学校ホ

ームページで公開しています。季節ごと、行事ごと
に更新しますので、ご利用ください。 

川口市立芝南小学校で  検索

学校応援団 
児童の安全、学習支援、環境サポート等
でお世話になっています。 
学習部、読み聞かせ部、防犯部（スクー
ルガード）環境部（図書サポート、環境サ
ポート）があります。 

こども１１０番の家 
本校に通う児童の安全のため、緊急時の避難先

としてご協力をいただいています。家の前に「こ

ども１００番」の黄色い表示があります。不審者

に声をかけられたり、急な雷雨で困ったりしたと

きは、避難させてもらいましょう。 

施設事故、交通事故、災害による事

故を未然に防ぐため、学校安全に係る

取り組みをおこなっています。引き渡

し訓練など、保護者のみなさまのご協

力をお願いいたします。 

教育課程

学校安全

芝中学校の支援をいただき、各種小中
連携事業に取り組んでいます。 
６月 あいさつ運動 
７月 学習支援（２９年度未実施） 
９月 吹奏楽公演会 

小中連携

教育相談 

特別支援教育 

児童会活動 

３ ０ 年度 保存版


