永南

平成３０年度

①自ら学び、高め合おう
②自らを正し、互いを思
い やろう
③自分と相手の命を大
切にしよう
④何事も最後までやり抜
こう

制服＝ﾏﾙｴｰｱｽﾊﾟ店 46-1855
ｼﾞｬｰｼﾞ=ﾛｰﾀﾘｰｽﾎﾟｰﾂ25-2737
ﾎﾞﾀﾝ,ﾊﾞｯﾁﾞ黒川商店48-0552

※H30全国学力調査から
◎本校の生徒のやる気や
基礎力は伸びている！

◎「家庭学習の進め方」を
生徒・保護者向けに配付
しています。その中から...

→全体的に苦手なのは....
＊その日の復習から始めよ
う！
＊やる時間や範囲を決めて、
計画的に！
＊目標ややりがいを見つけ、
自分から取り組む！

▲相手に合わせ、構成立て
て文を書く、漢字書き取り
▲数量等の関係を式で表す
、式を変形させて使う
▲理科では図や表から読み
取ったり、表したりする

★参観日
①４／１５（日） 1校時
②７／１２（木） 5校時
※３年生公立高説明会
③１２/１３（木）＝１日公開
④２／６（水） 5校時
※３年生を除く
☆家庭訪問 4/23～5/2
★教育相談（3年三者懇談）
11/16～22
※１，２年保護者は任意

※学校行事はスクール
カレンダーをご覧下さ
い。

7:30

日課表

◎「当たり前」を常に意識
して行動する生徒

8:25

・4/15日 ＰＴＡ総会
・5/26土 グラウンド整備
・6/22金 部活動育成交流会
・9/8土 校舎内清掃
・10/10水 教育講演会
●皆で支える活動。進んで参

8:35 8:45 8:50

9:50

※４月配付の関係文書参照

★期限を守る習慣を身に
付け る ため に 、次の 点を
指導します。
・大事なことはメモを取る
・その日のうちに保護者
に見せる
・次の日に忘れたら取り
に帰る ※進路関係は当日

■自転車通学の許可
・整備OKで、防犯登録済
・マナーを守って乗れる
が許可の条件です。
■左側通行、並走しない、
を指導し続けています。
※自転車シール＝１２０円
※保険（斡旋）損保ジャパン
☎０１２０-７２７-１１０
※本校担当＝斉藤裕一

10:50

□学テ ４/１３、１１/８、２/１
■定期 ６/１４～１５、
９/２７～２８、１１/２９～３
０、
２/２８
～３/１

【３年】
□学テ ４/１３、８/２９、９/
１２
１ ０ / １> は総合Ａ～Ｃ

◆心身を鍛え、成長を大きく支え
る活動です。
◆３年間続けることが条件です。
◆学校生活をきちんとした上で
成り立つものです。
◆活動時間は夏冬問わず遅くて
も原則１８：３０迄となっていま
す （帰宅１９時）。
◆登校から下校（部活動を含む）
までのケガは「日本スポーツ振
興 セ ン タ ー 」 の 対 象 と なり ま

11:50 12:40 13:10

13:30

○不審者情報、災害等によ
る 休校、インフルエンザ等
によ る学年学級閉鎖は、
主にプリ ントでお伝えしま
す。
●校外で万一の事があった
場合は、学校（☎４８－８１１
７） まで連絡ください。

14:30 15:20
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帰りの会

※５校時終了は放課後に会議等がある特別な場合のみです。

-1-

○ゲームセンタ ー、カラオ
ケ等の子供だけでの出
入りは禁止（市内一律）
○外泊も禁止しています。
○午前授業など早く放課
にな る日 は３時まで家庭
学習としています。
◎メール、ライン等による
誹謗中傷を心配し、指導
しています。
※生活担当＝添田（ｿｲﾀﾞ）

【 １ ， ２>
●ゲームやスマホなどに
よ る学習・学力への悪影
響を折にふれて指導し
ています。
□使用時間は守れて
いるか？
□気を取られる環境に
なっていないか？

その他

◎教育上の観点から、来
校時の携帯電話等のマ
ナーや扱いについてくれ
ぐれもご留意ください。

※｢生活のきまり･心得｣参照
●アピール性のある髪型
服装は禁止(受検意識!)
●季節に応じた服装を
・夏＝略装（ポロ）あり
・冬＝女子ウインドブレーカーをは
いて登下校ＯＫ(埴輪×)

習

◎参観日等で来校する際
は、車の使用をご遠慮く
ださい（駐車スペースが
ありません）。

〒 079-8431 旭川市永山町５丁目１１８番地 Ｔｅｌ．４８－８１１７ Ｆａｘ．４８－８１１６

学

＝この積み重ねは大きな
差になる！

（えいなんのき）

活

※上のどれかに欠けると、次
の症状となって表れている
ことがあります。
◆授業中ボーッとしている
◆物事にやる気が
出ず、 何事も
面倒がる

樹

生

★次の場合は,８：１５迄に
連絡をお願いします
・欠席 ・遅刻
・早退 ・忌引き
・体育等の見学
・制服登校ができない
・お金、携帯を持たせる
★連絡がない場合，学校
から確認の連絡をします
※部活動の欠席も同様です

の

15:30

帰りの会
清掃

14:30

14:40

◆学習サポート
（基礎・基本を補うもの）
⇒定期テスト前２～３日
間実施
◇学習相談会
（学力向上に向けた相談）

⇒各学期終業式、ｱﾁｰﾌﾞ
ﾒﾝﾄ配付日の放課後、
本人対象に実施

□心の悩み、学習での困り感な
ど は遠慮なく・・・
・担任 又
は
・学年担当 ・養護教諭（中村）
・教務担当（畠山剛）
・特別支援担当（千葉）
・ｽｸ-ﾙｶｳﾝｾﾗｰ（久能） ※火曜
※旭川児童相談所 ２３－８１９５
※子ども相談支援

0120-3882-56

※発達支援相談 ２６－５５０１
※家庭児童相談 ２６－５５０３

15:40

清掃

★学校ホームページ
http://www.nagayamaminami.jhs.
asahikawa-hkd.ed.jp

