
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

新型コロナウイルス感染拡大防 

止のため、密閉・密集・密接を伴 

う各種行事は中止または当面の間 

延期とさせていただいております。 

 また、授業時間を確保するため 

大幅な行事の見直しや長期休業期 

間の短縮などを実施いたします。 

 かつて経験のないこの状況を乗 

り越え、子どもたちの学習環境を 

一日も早く整えるよう努力して参 

ります。 

何卒、ご理解ご協力のほどよろ 

しくお願いいたします。 

 

 

 

 

  

○家庭から持ってきた本・学級文庫や図書

室から借りた本などを読みます。 

〇図書委員会が活発な活動を行い、読書習

慣の向上に努めています。 

○家庭での読書を推奨しています。まずは 1日 10

分以上が目安です。 

 
 

○教育相談 6月、2月、進路相談 10月(全学

年)12月(1年)、2・3年の三者懇談､1年・8組

の二者懇談の実施 

○事前アンケートを基に担任の先生と教育

相談を実施します。 

朝読書（毎日 8:10～25） 

 
 
 
○お子さんの成長についての小さな悩み
事もお気軽にスクールカウンセラー（SC）
と相談ができます。（週１回程度来校） 

※希望される方は、担任または教頭まで、
ご連絡ください。相談内容は大切に扱い
ます。 

教育・進路 相 談 

令和 2 年度 

保存版 

【部活動】 
○野球部 ○バスケットボール部  
○陸上部 ○ソフトテニス部 
○剣道部 ○サッカー部 
○柔道部 ○バレーボール部 
○卓球部 ○ソフトボール部 
○バドミントン部 
○吹奏楽部 ○パソコン部 
○美術部 ○科学部 ○太鼓部 

 

※平日１日、土日いずれか１日、および学
校閉庁日を合わせて年間１１３日以上の
休養日を設定します。 

※平日の活動時間は 2時間、休日は 3時
間が目安となっています。 

※PTA体育文化育成費から補助金が支出
されています。 

全
学
年
共
通 

■はさみ■セロハンテープ 
■スティックのり 
■クーピー（色鉛筆可） 
■探検バッグ ■なわとび 

スクールカウンセラー(SC) 
特別支援教育コーディネーター 

5 校時授業の時は 15:00 発 
6校時授業の時は16:00発(冬期15:50発) 
部活動下校便は(4～9月 18:17発)(３,10月

18:02発)(11～2月 17:32発) 
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学 
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○登校から下校までのケガは「日本スポー

ツ振興センター」の支給対象となります。 

※通常の通学方法以外(保護者送迎等)の

場合は対象外となります。 

○各種証明書が必要な際は、事務窓口まで

お問い合わせください。 

 

 

  

●欠席・遅刻の連絡は７：４０～

８：1０までの間にお願いします。 

※職員打合わせ 8:10～8:20 

○連絡がない場合は、家庭訪問や勤

務先等への電話で確認します。 

○発熱等、急病による早退の際は安

全確保のため原則、保護者のお迎

えをお願いします。 

○事故防止のため、送迎の際の校門前の

車の停車は禁止しております。 

伊達市小中学校教護会「生活のきまり」及び「長

期休業中の生活の心得」を守る 

○外出は基本的に夏は 18:30、冬は 17:30 まで。

それ以降は保護者の同伴が必要。 

○祭典時は遅くても 21:00 までには帰宅。 

○ボウリング場、喫茶店、カラオケボックスは

保護者の同伴が必要 

○映画は保護者の許可を得て外出時間を守る。 

○友人宅への外泊は禁止。生徒のみの旅行は保

護者の許可を得て室蘭又は胆振西部まで可。 

保護者から学校へ連絡 登校 ７：３０～８：１５ 

・生活リズムチェクシート及び教育心 

理検査「Ｑ－Ｕ」の実施 

・道徳アンケート及び学校評価の実

施、検証・改善サイクルの徹底 

・総合的な学習の時間「だて学」実施

(１年伊達の職業調べ、２年伊達の

職業体験、３年伊達の未来構想) 

・外部講師による性の講話会、救急救

命講習、感染症予防講話会、がん

に関する講話会、デートDV講話

会、ネット安全利用講座、薬物乱用

防止教室、防災教室の開催 

会 長/中元 巧 
副会長/江口智彦・大山英樹・鈴木茂久 

監 事/梅村 睦・齋藤 恵 
○専門委員会 
広報委員会 生活環境・研修委員会 

体文厚生委員会 学年委員会 
 

※本年度のＰＴＡ会費は年額 1,800円 

体育文化育成費は年額 4,320円に減額と 

なっています。 

期日までの納入にご協力ください。 

・全学年の数学科において年間を

通して習熟度別少人数指導を実施 

 

・単元ごとに毎回コース選択を実施 

 

個に応じた授業形態・学習効果大 

教
育
目
標 

 
 

 
 
 

〇新学習指導要領実施に向け、研究部を

中心とした『主体的・対話的で深い学び』を

目指す授業改善の取組 等 

○シラバスを用いた学習の見通しの明確

化や効果的な家庭学習方法の指導 

〇学習委員会を中心とした定期テスト対

策問題の取組 等 

 

 
校長  立花和実  教頭  毛利憲二  主幹教諭 村井淳一 
教諭  【１学年】田中健之 船木智宏 堀江友里菜 川村浩嗣 

 滝脇聡子 上田彩貴 福嶋厚子 小倉昌憲 福山文夫 
   【２学年】 本間清晃 阿部拓実 室山知美 加藤大裕 

 山本恭兵 高橋聡美 川渕靖雄 白井賢司 
   【３学年】 菊地俊克 斉藤康太 鳥海智郎 宮田智文 

 岩井公司 中谷亮太 無量林透子 上参郷貴樹 宗 嘉則 
   【８組】吉川郁子 五明大樹 森島忠 細谷俊英 上野雄司 

  田畑明洋 山谷茂 
養護教諭 川上智子  支援員 小川 美 
介護員  髙橋久美子 後藤千寿子 三浦満智子 
事務職員 伊原弘子 鎌田えりか 芳野由紀世 
事務員 赤間由紀 業務員 新留正敏 給食補助員 佐々木聡美 
ＳＣ  右田永子 

〒052-0014伊達市舟岡町 226番地 12 
TEL 0142(23)-3055 FAX 0142(23)-0688 
★皆様のおかげで開校 73年目を迎えました★ 卒業生 19216名 

「時を守り、場を清め、礼を正す」、「凡事徹底」を意識し、教育活動を推進します 

 
 

 

○登校直後から体の不調を訴える

生徒がいます。 

 
 

 

朝食をしっかりと摂り、生活リズ

ムを整え登校させてください。 

 

 

 
 

ゲームやスマホへの依存度の上昇が

生活習慣の乱れや学力低下を招きま

す。一日あたり使用時間は２時間以内

が目安。各家庭におかれましてもルー

ルを徹底させましょう。 

時間を決めて 

～習熟度別によるきめ細かい指導の充実～ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

禁
止
で
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■

■かばん軽量化のため置いていく

学習道具の自己管理を徹底 
■
※現在は感染症対策として洗濯し

やすいジャージ登校としています 

■ジャージ・ハーフパンツ・Tシャツ

は指定のものを着用

■

■

毎
日(

制
服
登
校) 

在籍生徒数 １年 178名 ２年 188名 ３年 173名 合計５３９名 

8.27（木）全学年 中止 

9.10（木）３年総合 A 

10.15（木）３年総合 B 

11.11（水）１，２年 

      ３年総合 C 

12.  1（火）１，２年  
伊達市学力テスト 

2.  5（金）全学年 

 

・いじめ未然防止に向けた道徳アンケ

ート、年3回のいじめアンケート実施 

・年 2回の教育相談週間の開催 

・道徳教育推進教師を中心とした発展

的・系統的な道徳教育の推進 

・生徒会主催の心が通い合う活動の

推進およびいじめ防止集会の開催 

・保護者、地域、校区小学校との連携

強化 

・伊達市不登校児童生徒サポートハ

ウス「子どもの国フェニックス」、スクー

ルカウンセラー（毎週水曜日午後勤

務）及び関係各機関との連携強化 

 

定規・コンパス・筆記用具など

事前準備をしっかりと! 

伊達中校区スタンダードでは 

一年生 2時間 

二年生 3時間 

三年生 4時間 

の家庭学習に取り組むよう定めて

います。 

ご家庭においてもご協力のほど

よろしくお願いいたします。 

 

 

自ら学ぶ生徒 

自ら活動する生徒 

自ら鍛える生徒 


