
学年 活　　　動　　　内　　　容 持ち物・諸連絡

　　 　～ 8:00 登校 8:00までに保護者の方とお子様は体育館に来てください。

 8:05～ 8:20 朝の会
8:05ごろ、お子様は教室に移動します。保護者の方は、教室には
向かわずそのまま体育館にてお待ちください。説明会を行いま
す。

 8:25～ 9:10 １時間目 始業式。教室でオンラインによる式を予定しています。

  9:20～10:05 ２時間目 学級活動：課題提出

10:15～11:00 ３時間目 学級活動：自由研究等の発表

11:10～11:30 ４時間目 国語：夏休みの思い出発表

11:30～11:50 下校準備
帰りの会 各教室にて、下校準備と帰りの会を行います。

11:50～12:05 それぞれの
バス・教室に移動

バスの番号を確認して乗車します。
徒歩下校の子どもたちは、指定された教室に向かいます。

12:05～12:25 バス班会

それぞれのバスの中で、班長を決めたり、注意事項を聞いたりし
ます。徒歩下校の子どもたちも、教室で注意事項を聞いてから下
校します。

12:25 下校 バスでは、出発前に必ずシートベルトをします。

学年 活　　　動　　　内　　　容 持ち物・諸連絡

　　 　～ 8:00 登校 8:00までに保護者とお子様は体育館に来てください。

 8:05～ 8:20 朝の会
8:05ごろ、お子様は教室に移動します。保護者の方は、教室には
向かわずそのまま体育館にてお待ちください。説明会を行いま
す。

 8:25～ 9:10 １時間目 始業式。教室でオンラインによる式を予定しています。

  9:20～10:05 ２時間目 学級活動　課題提出等

10:15～11:00 ３時間目 国語　　　１学期の復習

11:10～11:30 ４時間目 算数　　　１学期の復習

11:30～11:50 下校準備
帰りの会 各教室にて、下校準備と帰りの会を行います。

11:50～12:05 それぞれの
バス・教室に移動

バスの番号を確認して乗車します。
徒歩下校の子どもたちは、指定された教室に向かいます。

12:05～12:25 バス班会

それぞれのバスの中で、班長を決めたり、注意事項を聞いたりし
ます。徒歩下校の子どもたちも、教室で注意事項を聞いてから下
校します。

12:25 下校 バスでは、出発前に必ずシートベルトをします。

２
　
年

○筆記用具（Ｂか２Ｂを5本くらいと消しゴム・
　赤鉛筆・ 青鉛筆・ネームペン）
○連絡帳
○上ばき
○雑巾1枚（名前は書きません）、洗濯ばさみ
○お道具箱・クレパス(クレヨンでも可）・のり・
   はさみ・折り紙・セロハンテープ・
   色鉛筆（クーピーでも可）
〇体温計
○ハンカチ、ティッシュ、赤白ぼうし、洗濯ばさみ
○連絡袋
○水筒
○レインコート

※始業式には必要ありませんが、火曜日から学
級によっては音楽の学習が始まりますので鍵盤
ハーモニカの準備をしておいてください。図工で
絵の具セットを使う予定ですので、ご家庭に準
備をお願いします。絵の具セットは、学習が近づ
きましたら、ご連絡します。
※上記以外の持ち物についてはその都度、学
級通信でお知らせします。
※水泳の学習があるため、心電図検査を受け
ているかを確認させていただきます。受けてい
ない場合、個別で受けていただきますのでご承
知おきください。

○筆記用具（Ｂか２Ｂを5本くらいと赤鉛筆・
   青鉛筆・ネームペン）
○連絡帳
○上ばき
○雑巾1枚（名前は書きません）、洗濯ばさみ
○お道具箱・クレパス(クレヨンでも可）・のり・
　 はさみ・折り紙・セロハンテープ・
   色鉛筆（クーピーでも可）
○ハンカチ、ティッシュ
○連絡袋
○水筒
○レインコート
〇体温計

※始業式には必要ありませんが、学級によって
は火曜日から音楽や図工などの学習が始まり
ますので鍵盤ハーモニカや絵の具セットの準備
をしておいてください。
※上記以外の持ち物についてはその都度、学
級通信でお知らせします。
※水泳の学習があるため、１年生の時に心電
図検査を受けているかを確認させていただきま
す。受けていない場合、個別で受けていただき
ますのでご承知おきください。

　　　　　ようこそクレメンティ校へ。
　　　　　8月２9日(月)の学習内容及び持ち物についてお知らせします。
　　　　　下記をご覧になって、ご準備をお願いします。

【全学年共通】

  1．お子様のバス番号をご確認ください。お子様にバス番号をしっかりと教えておいてください。
  2．教科書のご準備はお済みでしょうか。本校では、日本からの編入生には教科書を配付しておりません。
  3．詳細な持ち物等については、編入日以降各担任からお知らせいたします。持ち物のご用意ができるまでは、
　　 学校で対応いたしますのでご安心ください。
  4．体操服の購入はお済みでしょうか。 購入されるまでは、動きやすい服装を体操服としてご活用ください。
  5．上ばき・筆記用具・連絡帳をご用意ください。前の学校で使用していた物で構いません。
  6．学用品で必要な物は、当地のkinokuniyaで扱っております。
  7．バスでの登下校のため、雨天時は、傘ではなく雨合羽（レインコート）を使用します。ご用意をお願いします。
　    ただし、徒歩通学の場合に限り、傘の使用を認めています。
  8．水筒を持たせてください。気候が暑いため、毎日必要です。中身は、水またはお茶でお願いします。
  9．お弁当は8月３０日(火)から必要です。お弁当の用意ができないときは、事前予約の上、学校で購入することもできます。
10．前の学校からの書類は、編入学日８月２９日(月)にお持ちください。当日、説明会担当者が集めます。

時　　間　　割

時　　間　　割

　　

１
　
年



　

学年 活　　　動　　　内　　　容 持ち物・諸連絡

　　 　～ 8:00 登校 8:00までに保護者とお子様は体育館に来てください。

 8:05～ 8:20 朝の会
8:05ごろ、お子様は教室に移動します。保護者の方は、教室には
向かわずそのまま体育館にてお待ちください。説明会を行いま
す。

 8:25～ 9:10 １時間目 始業式。教室でオンラインによる式を予定しています。

  9:20～10:05 ２時間目 学級活動　課題提出等

10:15～11:00 ３時間目 学級活動　２学期の目標

11:10～11:30 ４時間目 国語　　　１学期の復習

11:30～11:50 下校準備
帰りの会 各教室にて、下校準備と帰りの会を行います。

11:50～12:05 それぞれの
バス・教室に移動

バスの番号を確認して乗車します。
徒歩下校の子どもたちは、指定された教室に向かいます。

12:05～12:25 バス班会

それぞれのバスの中で、班長を決めたり、注意事項を聞いたりし
ます。徒歩下校の子どもたちも、教室で注意事項を聞いてから下
校します。

12:25 下校 バスでは、出発前に必ずシートベルトをします。

学年 活　　　動　　　内　　　容 持ち物・諸連絡

　　 　～ 8:00 登校 8:00までに保護者とお子様は体育館に来てください。

 8:05～ 8:20 朝の会
8:05ごろ、お子様は教室に移動します。保護者の方は、教室には
向かわずそのまま体育館にてお待ちください。説明会を行いま
す。

 8:25～ 9:10 １時間目 始業式。教室でオンラインによる式を予定しています。

  9:20～10:05 ２時間目 学級活動　課題提出等

10:15～11:00 ３時間目 学級活動　２学期の目標

11:10～11:30 ４時間目 国語　　　１学期の復習

11:30～11:50 下校準備
帰りの会 各教室にて、下校準備と帰りの会を行います。

11:50～12:05 それぞれの
バス・教室に移動

バスの番号を確認して乗車します。
徒歩下校の子どもたちは、指定された教室に向かいます。

12:05～12:25 バス班会

それぞれのバスの中で、班長を決めたり、注意事項を聞いたりし
ます。徒歩下校の子どもたちも、教室で注意事項を聞いてから下
校します。

12:25 下校 バスでは、出発前に必ずシートベルトをします。

時　　間　　割

時　　間　　割

３
　
年

４
　
年

○筆記用具・ネームペン
○連絡帳
〇連絡袋
○上ばき
〇洗濯ばさみ
〇体温計
○雑巾１枚（名前は書きません）
○お道具箱（セロハンテープ・のり・ホチキス・
折り紙・はさみ・色鉛筆）

※始業式の日には必要ありませんが、学級に
よっては火曜日から図工や書写、音楽の授業
が始まりますので、絵の具セットや習字セット、
リコーダーの準備をしておいてください。それぞ
れの中身の補充・確認、記名の確認もお願いし
ます。
※上記以外の持ち物についてはその都度、学
級通信でお知らせします。
※水泳の学習があるため、１年生の時に心電
図検査を受けているかを確認させていただきま
す。受けていない場合、個別で受けていただき
ますのでご承知おきください。

○筆記用具・ネームペン
○連絡帳
○連絡袋
○体温計
○上ばき
○雑巾１枚（名前は書きません）
○洗濯ばさみ
○お道具箱（セロハンテープ・のり・はさみ・色鉛
筆・ホチキス・折り紙・分度器・三角定規・コンパ
ス）

※始業式の日には必要ありませんが、学級に
よっては火曜日から図工や書写、音楽の授業
が始まりますので、絵の具セットや習字セット、
リコーダーの準備をしておいてください。それぞ
れの中身の補充・確認、記名の確認もお願いし
ます。
※上記以外の持ち物についてはその都度、学
級通信でお知らせします。
※水泳の学習があるため、１年生の時に心電
図検査を受けているかを確認させていただきま
す。受けていない場合、個別で受けていただき
ますのでご承知おきください。



　

学年 活　　　動　　　内　　　容 持ち物・諸連絡

　　 　～ 8:00 登校 8:00までに保護者とお子様は体育館に来てください。

 8:05～ 8:20 朝の会
8:05ごろ、お子様は教室に移動します。保護者の方は、教室には
向かわずそのまま体育館にてお待ちください。説明会を行いま
す。

 8:25～ 9:10 １時間目 始業式。教室でオンラインによる式を予定しています。

  9:20～10:05 ２時間目 学級活動

10:15～11:00 ３時間目 学級活動

11:10～11:30 ４時間目 国語・算数

11:30～11:50 下校準備
帰りの会 各教室にて、下校準備と帰りの会を行います。

11:50～12:05 それぞれの
バス・教室に移動

バスの番号を確認して乗車します。
徒歩下校の子どもたちは、指定された教室に向かいます。

12:05～12:25 バス班会

それぞれのバスの中で、班長を決めたり、注意事項を聞いたりし
ます。徒歩下校の子どもたちも、教室で注意事項を聞いてから下
校します。

12:25 下校 バスでは、出発前に必ずシートベルトをします。

学年 活　　　動　　　内　　　容 持ち物・諸連絡

　　 　～ 8:00 登校 8:00までに保護者とお子様は体育館に来てください。

 8:05～ 8:20 朝の会
8:05ごろ、お子様は教室に移動します。保護者の方は、教室には
向かわずそのまま体育館にてお待ちください。説明会を行いま
す。

 8:25～ 9:10 １時間目 始業式。教室でオンラインによる式を予定しています。

  9:20～10:05 ２時間目 学級活動

10:15～11:00 ３時間目 学級活動

11:10～11:30 ４時間目 体育　※編入生の方は体操服でなくても大丈夫です。

11:30～11:50 下校準備
帰りの会 各教室にて、下校準備と帰りの会を行います。

11:50～12:05 それぞれの
バス・教室に移動

バスの番号を確認して乗車します。
徒歩下校の子どもたちは、指定された教室に向かいます。

12:05～12:25 バス班会

それぞれのバスの中で、班長を決めたり、注意事項を聞いたりし
ます。徒歩下校の子どもたちも、教室で注意事項を聞いてから下
校します。

12:25 下校 バスでは、出発前に必ずシートベルトをします。

【その他】

★　お問い合わせ等がございましたら、下記の時間にお願いします。

　　 ９：００～１６：００(土日祝日を除く)　　　　電話　６７７５-３３６６　※クレメンティ校職員室(内線２番)を選択してください。

６
　
年

○筆記用具・ネームペン
○連絡帳
○上ばき(サイズの確認を!)
○雑巾1枚（１枚・名前は書きません）
〇洗濯ばさみ
○道具箱（はさみ・のり・セロハンテープ・
   ホチキス・色鉛筆・三角定規・コンパス）

　
※始業式には持ってくる必要はありませんが、
絵の具や習字用具、裁縫用具、水泳用具、音
楽袋の中身の確認・補充、体育の赤白帽子の
ゴムの確認、全ての持ち物の記名（うすくなって
見えにくいものもあります。）をお願いします。
※水泳の学習があるため、１年生の時に心電
図検査を受けているかを確認させていただきま
す。受けていない場合、個別で受けていただき
ますのでご承知おきください。

○筆記用具・ネームペン
○連絡帳
○連絡袋
○上ばき(サイズの確認を!)
○雑巾1枚（１枚・名前は書きません）
○洗濯ばさみ
○道具箱（はさみ・のり
・セロハンテープ・色鉛筆・三角定規
・分度器・コンパス）
○体温計

※始業式には持ってくる必要はありませんが、
絵の具や習字用具、裁縫用具、水泳用具、音
楽袋の中身の確認・補充、体育の赤白帽子の
ゴムの確認、全ての持ち物の記名（うすくなって
見えにくいものもあります。）をお願いします。
※水泳の学習があるため、１年生の時に心電
図検査を受けているかを確認させていただきま
す。受けていない場合、個別で受けていただき
ますのでご承知おきください。

時　　間　　割

時　　間　　割

５
　
年


