
きもちのよいこえで「おはよう」「さようなら」
心をこめて 「ありがとう」 「ごめんなさい」
（お・さ・あ・ご くん うんどう）
○朝は 「おはようございます」

○ひるは 「こんにちは」
○かえりは 「さようなら」

○「ありがとう」「ごめんなさい」のことばは、こころを

こめて いいましょう。
☆だれにも じぶんからあいさつをしましょう。

げんきなこえで へんじは「はい！」
☆きかれたら、はっきりこたえましょう。
○ひとのはなしは、しずかにききましょう。

ろうかやかいだんは

しずかにみぎがわを
☆ろうかを はしらないようにしましょう。

○ろうかでふざけたり、おおごえをだした
りしないようにしましょう。

○かいだんは、みぎがわをあるきましょう。
○とまれマークではとくにきをつけて。

なかよく あそぶ よいこたち
○いじわるをしないで あそびましょう。
○だんじょなかよく あそびましょう。

○どうぐやサッカーゴールは、ゆずりあ

い
なかよく みんなでつかいまあしょう。

○たいいくかんであそぶときは先生とい
きましょう。

つくえのなかは いつもきれいに

○みのまわりのせいりせいとんをしましょう。

○ものをたいせつにし、なくしもの、おと
しものがないように きをつけましょう。
○もちものには なまえをかきましょう。

きれいにしよう みんなのてで
○そうじはちからをあわせて、はやくき

コツコツと きたえたからだ は たからもの
○はやね、はやおき、あさごはん、はいべんで つよいこどもになりましょう。
○うすぎで、げんきなこどもになりましょう。
○こうていで、おもいきりあそびましょう。

○しょうこうぐちまえのロータリーやいぬばしりでは、あそばないようにしましょう。

○きびきびうごける、こどもになりましょう。
○からだは、いつもせいけつにしましょう。

あすのじゅんびを
○わすれものがないようにたしかめましょう。

★がくしゅうようぐはじゅぎょうにしゅうちゅうできるものをえらび、じゅぎょうにひつようのないものは
もってこないようにしましょう。

つうがく（はん）について、つぎのことをまもりましょう
○とうこうのじこくをまもりましょう。（８じ００ふん～８じ２０ふん）
○つうがくにはランドセルをつかい、ていがくねんのこはつうがくぼうをかぶりま
しょう。たんしゅくにっかのときは ランドセルやてさげを つかいましょう。

○がっこうにおくれたり、やすんだりするときは かならずれんらくしましょう。
（つうがくはんのともだちかはんちょうへ、そしてたんにんのせんせいへ）

○ひつよういがいのおかねやものを、がっこうにはもってこないようにしましょう。
○しゅうごうじこくをまもり、きめられたばしょにあつまりましょう。
○こうつうしどういんさん、ほごしゃのかたのしじにしたがいましょう。
○しんごうきのいろにきをつけて、あんぜんにこころがけましょう。

○はんちょうは はんいんのあんぜんにこころがけ はんいんもひとり、ひとり

あんぜんに きをつけましょう。
○はんちょうは れつのせんとうに、ふくはんちょうはいちばんうしろに
ならびましょう。

○いちれつにならんであるき、はしったりふざけたりしないようにしましょう。
○わすれものに きづいても とりにもどらないようにしましょう。

のこさずたべて じょうぶなからだ
○しょくじのまえにはてをあらいましょう。
○すききらいをなくしましょう。

○よくかんでたべましょう。
○しょくじがすんだら はをみがきましょう。

きれいにしよう みんなのてで
○そうじはちからをあわせて、はやくき
れいにやりましょう。

○ごみをどこにもすてないこどもにな
りましょう。

○ごみを みつけたらひろいましょう。

○じぶんのそうじがばしょがおわったら、

てつだいやロッカーそうじなどをしましょ

う。

学校では、なふだを みえるところにつけましょう

○いちれつにならんであるき、はしったりふざけたりしないようにしましょう。
○わすれものに きづいても とりにもどらないようにしましょう。

○とうげこうのとちゅうで かいものもしないようにしましょう。
○げこうのじこくをまもりましょう。（さいしゅう ごご４じ）
○とうこうのときだけでなく、げこうのときもきめられたみちをとおりましょう。





平成２７年度

ちくめい

しゅうごうばしょ

平成２７年度の学年色（水泳帽） しゅうごうじこく

学年 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生

色 赤 緑 黄 青 白 ｵﾚﾝｼﾞ 先生

なまえ

じ ふん

やすんだときとどけてくれるひと

いっせいげこうのときにあつまるきょうしつ

ちく

はん

ねん くみ なまえ

はんちょうめい ねん くみ

年
ねん

組
くみ

なまえ

たんにん 先生

きをつけましょうつぎのことに、のそとについて学校
○あそびにいくときは、ばしょ・ともだちのなまえ・かえるじこくをしらせましょう。
○いえにかえるじこくをまもりましょう。（しのほうそうで いえにかえりましょう。

なつ･･・ごご５じまで ふゆ･･･ごご４じ３０ぷんまで
○あそびにいくときは、おかねをもって でないようにしましょう。
○しらないひとのあまいことばにさそわれて、くるまなどにのらないようにしましょう。
○ともだちのじゅうしょやでんわばんごうをきかれても ぜったいに
こたえないようにしましょう。

○がっこうのこうていでは、じてんしゃに のらないようにしましょう。
○エアガンはあぶないのでいえからもちださないようにしましょう。
○スケートボードなどはいえのひととよくはなして、ばしょをかんがえてからつかいましょう。
○ゲームやカードなどをもってあそぶときは、せきにんをもってかんりしましょう。

身の回りの持ち物については次のとおりです
○通学帽･･･低学年のみ指定（黄色、校章入りのもの、男女別）
○上履き･･･指定の物はなし（白色を基本とする）
○防災頭巾（座布団兼用）

○名札･･･指定（学校内で着用）
○体育関係の物

・体育着･･･上下指定（冬はチャックがついていないものであれば上着は着用可）

・赤白帽

・水着･･･スクール水着（黒または紺色）
・水泳帽･･･指定（学年色）

色 赤 緑 黄 青 白 ｵﾚﾝｼﾞ

◇体育着名札の大きさ
《体育着用》
＊背中につける

上段･･･学年、組
下段･･･名字を記す

（１年生はひらがなで）

《水着用》 《水泳帽》
＊前面につける ＊前面につける

先生いっせいげこうのときにあつまるきょうしつ

１ － １

○○○○
１２ｃｍ

１８ｃｍ

１ － １

○○○○
６～１１ｃｍ

１０～１６ｃｍ

１ － １

○○○○
４ｃｍ

１０ｃｍ

志木市立志木第二小学校
〒３５３－０００６ 志木市館１丁目２番１号

電話０４８－４７２－０５４０



」さようなら「」おはよう「で声ちのよい気持
」ごめんなさい」「ありがとう「をこめて心

（お・さ・あ・ご くん運動）
○朝は 「おはようございます」

○昼は 「こんにちは」
○帰りは 「さようなら」

○「ありがとう」「ごめんなさい」の言葉は、心を
こめて言いましょう。

☆だれにでも、自分からあいさつをしましょう。

！」はい「は返事で声な元気
☆聞かれたら、はっきりこたえましょう。
○人の話は、静かに聞きましょう。

は階段や下ろう

を右側かに静
☆ろう下を走らないようにしましょう。

○ろう下でふざけたり、大声を出した
りしないようにしましょう。

○階段は、右がわを歩きましょう。
☆止まれマークでは特に気をつけて。

なかよく 遊ぶ よい子たち
○いじわるをしないで遊びましょう。

コツコツと鍛えた体は宝物
○早ね、早起き、朝ごはん、はい便でじょうぶな子どもになりましょう。
○薄着で、元気な子どもになりましょう。
○校庭で、思いきり遊びましょう。

○昇降口前のロータリーや犬走りでは、遊ばないようにしましょう。
○きびきび動ける、子どもになりましょう。
○体は、いつもせいけつにしましょう。

明日の準備を
○忘れ物がないように、連絡帳を何度も確かめましょう。
☆学習用具は授業に集中できるものを選び、必要のない物は、持ってこないようにしましょう。

通学（班）について、次のことを守りましょう
○登校の時こくを守りましょう。（８時００分～８時１５分）
○通学にはランドセルを使い、低学年の子は通学帽をかぶりましょう。
○短縮日課の時は、ランドセルや手さげを使いましょう。
○学校におくれたり、休んだりする時は必ず連絡しましょう。
（通学班の友だちか班長へ、担任の先生へは連絡帳で連絡しましょう。）

○必要以外のお金やものを、学校には持ってこないようにしましょう。
○集合時こくを守り、決められた場所に集まりましょう。○いじわるをしないで遊びましょう。

○男女なかよく遊びましょう。
○遊具やサッカーゴールは、ゆずり合い

仲良くみんなで使いましょう。
○体育館で遊ぶ時は担任の先生と行き
ましょう。

体じょうぶなべて食さず残
○食事の前には手を洗いましょう。
○好き嫌いをなくしましょう。

○よくかんで食べましょう。
○食事がすんだら歯をみがきましょう。

いつもきれいには中つくえの

○身の回りのせいりせいとんをしま
しょう。

○物を大切にし、なくしもの、落し物
がないように気をつけましょう。

○持ち物には名前を書きましょう。

きれいにしよう みんなの手で
○そうじは力を合わせて、
はやく・きれい にやりましょう。

○ごみをどこにも捨てない子どもにな
りましょう。

○ごみを見つけたらひろいましょう。
○自分のそうじの場所が終わったら、手
伝いやロッカーそうじなどをしましょう。

学校内では、名札を見えるところにつけましょう
＊クラブや委員会でもつけましょう。

○集合時こくを守り、決められた場所に集まりましょう。
○交通指導員さん、保護者の方の指示に従いましょう。

○信号機の色に気をつけて、安全に心がけましょう。
○班長は班員の安全に心がけ、班員も一人ひとり安全に気をつけましょう。

○班長は列の先頭に、副班長は一番後ろに並びましょう。
○一列に並んで歩き、走ったりふざけたりしないようにしましょう。

○忘れ物に気づいても取りにもどらないようにしましょう。
○登下校の途中で買い物はしないようにしましょう。

○下校の時こくを守りましょう。（最終 午後４時）
○登校の時だけでなく、下校の時も決められた道を通りましょう。



平成２７年度

年 組

名前

先生担任

学校外について、次のことに気をつけましょう
○遊びに行く時は、場所・友だちの名前・帰る時こくを知らせましょう。
○家に帰る時こくを守りましょう（市の放送で、家に帰りましょう）。

夏･･･午後５時まで 冬･･･午後４時３０分まで
○遊びに行く時は、お金を持って出ないようにしましょう。
○知らない人のやさしい言葉にさそわれて、車にのらないようにしましょう。
○友だちの住所や電話番号を聞かれても、絶対に答えないようにしましょう。
○学校の校庭では、自転車には乗らないようにしましょう。
○エアガンは危ないので家から持ち出さないようにしましょう。
○スケートボードなどは家の人とよく話して、場所を考えてから使いましょう。
○ゲームやカードなどを持って遊ぶ時は、責任を持って管理しましょう。
○カラオケ、ゲームセンター、映画館、ファミレスなどに子どもだけで行かないようにしま

しょう。
○校庭で遊ぶ時は、飲食（おかし・ジュース）をしないようにしましょう。

身の回りの持ち物については次のとおりです
○通学帽･･･低学年のみ指定（黄色、校章入りのもの、男女別）
○上履き･･･指定の物はなし（白色を基本とする）
○防災頭巾（座布団兼用）
○名札･･･指定（学校内で着用）
○体育関係の物

地区名

集合場所

平成２７年度の学年色（水泳帽） 集合時刻

学年 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生

色 赤 緑 黄 青 白 ｵﾚﾝｼﾞ 先生

◇体育着名札の大きさ
《体育着用》
＊背中につける

上段･･･学年、組
下段･･･名字を記す

（１年生はひらがなで）

《水着用》 《水泳帽》
＊前面につける ＊前面につける

地区 班長名 年 組

班 名前

時 分

休んだとき届けてくれる人 年 組 名前

一斉下校の時に集まる教室

○体育関係の物
・体育着･･･上下指定（冬はチャックがなく、フードのないものであれば上着は着用可）

・赤白帽
・水着･･･スクール水着（黒または紺色）

１ － １

○○○○
１２ｃｍ

１８ｃｍ

１ － １

○○○○６～１１ｃｍ

１０～１６ｃｍ

１ － １

○○○○４ｃｍ

１０ｃｍ

志木市立志木第二小学校
〒３５３－０００６ 志木市館１丁目２番１号

電話０４８－４７２－０５４０






