
学校に置いてよい物、いわゆる「置き勉」リスト等の掲示や学年通信等により、
児童や保護者に周知している取組 （宇土市立花園小学校の例）

児童の発達段階や家庭学習の取組内容を考慮して「置いておく物リスト」を作成し、

学校からのお知らせや学年・学級便りを通じて、児童や保護者に周知しています。

〔工夫した点〕

○児童の発達段階や家庭学習

の取組内容等を低・中・高

学年ごとで検討し直して、

「置いておく物リスト」を

作成した。

○学校からのお知らせで「置

いておく物リスト」を知ら

せ、併せて学年・学級通信

で持ち物を知らせている。

各家庭では、持ち物の確認

の参考にしてもらってい
る。

児童生徒の携行品への配慮に関する工夫例

※「置き勉」リスト
の一覧（写真）

【保護者向けのお知らせ】 【「置いておく物リスト」の一覧】



学校に置いてよい物を明文化して配付し、児童や保護者に周知する取組
暑い時期のリュックサック使用を認める取組（玉名市立玉陵小学校の例）

児童の発達段階や学習を考慮した上で、学校に置いてよい物を明文化し、児童や保

護者に周知しています。また、荷物の重量を軽減し、登下校時の背中の暑さをやわら

げるために、７月から９月までリュックサックで登校することを認めています。

〔工夫した点〕

○児童の実態（発達段階や学習等）
に応じて、学年ごとの目安を作成
した。目安とすることで、各学年

や学級の指導の実態に合わせやす
いようにした。

○児童の携行品について、PTAと話
し合う機会をもつことで、家庭の
目線を取り入れた取組とした。

児童生徒の携行品への配慮に関する工夫例

【配付資料の一部抜粋】

感染症の状況をみて、購入時期を決定



学年の系統を考慮した学習用具持ち帰りの共通理解と家庭への周知及び学校保
管について工夫をした取組 （山鹿市立山鹿小学校の例）

学年の系統を考慮して部会で「学習用具持ち帰り一覧」を作成しています。それを

学校全体で共通理解した上で保護者に周知しています。また、学校の保管について工

夫し、児童が使いやすいように配慮しています。

〔工夫した点〕

○職員の共通理解や家庭での確

認がしやすくなるように、児童

の発達段階をもとにした系統を

部会で検討し、一覧表を作成し

た。

○授業準備時にすぐ取り出せる

ように、学校に保管する教科書

等は個人のボックスに片付ける

ようにした。両側から収納でき

る棚を活用することで、少しで

も密を避ける感染症対策にも

なっている。使用頻度が少ない

荷物は、まとめて保管するよう

な場所を確保している。

児童生徒の携行品への配慮に関する工夫例

【種類ごとに収納】

【両側から収納できる棚の設置】【学習用具持ち帰り一覧】



学校に置いてよい物、いわゆる「置き勉」リスト等の掲示や学年通信等により、
児童や保護者に周知している取組 （大津町立大津南小学校の例）

児童の発達段階や家庭学習への取組を考慮した上で、大津南小学校版「学校に置く

もの」リストを作成し、全校集会や学校通信を通して、児童や保護者に周知しています。

〔工夫した点〕

〇大津南小学校学校運営協議

会において、児童の携行品

への配慮について熟議・検

討を行った。

○児童の実態（発達段階や家

庭学習への取組等）に応じ、

各学年ごとのリストを作成

した。

〇置き場所等を確保し、環境

整備を行った。

児童生徒の携行品への配慮に関する工夫例

【保護者通知】

令和３年６月１１日
保護者 様

大津町立大津南小学校
校長 桑机 久子

児童の携行品への配慮について
初夏の候、保護者の皆さまにおかれましては、益々ご清祥の

こと存じます。
また、日頃から、本校の教育活動にご理解とご協力をいただ

き、誠にありがとうございます。
さて、教科書やその他の教材、学用品等の持ち帰りについて、

学校運営協議会において協議を行ったところです。ランドセル
が過重となることで、子供たちの身体の健やかな発達に影響を
生じかねない懸念があります。そして、教育用パソコン（タブ
レット）を持ち帰ることも想定すれば、過重にならないようで
きる限り教科書等は学校で保管・管理することと致しました。
つきましては、下記の「学校に置くものリスト」を御確認い

ただきますようお願いいたします。
なお、「学校に置くものリスト」の教科書等について家庭学

習の必要性から持ち帰ることもありますので、御理解いただき
ますようお願いします。

記
１ 学校に置くものリスト

【１年生】

【４年生】

【保護者向け配付資料】 【教科書保管場所の確保】

１年生 教科書等（生活、音楽、図工、道徳、書写）、鍵盤ハーモニカ

２年生 教科書等（生活、音楽、図工、道徳、書写）、鍵盤ハーモニカ

３年生
教科書等（社会、理科、音楽、図工、保健、外国語活動、道徳、

書写)、リコーダー、鍵盤ハーモニカ、習字道具

４年生
教科書等（社会、理科、音楽、図工、保健、外国語活動、道徳、

書写)、リコーダー、鍵盤ハーモニカ、習字道具

５年生
教科書等（社会、理科、音楽、図工、保健、外国語活動、道徳、

書写)、リコーダー、鍵盤ハーモニカ、習字道具

６年生
教科書等（社会、理科、音楽、図工、保健、外国語活動、道徳、

書写)、リコーダー、鍵盤ハーモニカ、習字道具



学年や教室環境に合わせた「置き勉」場所を工夫し、家庭学習に必要な物以外
は学校に置くようにしている取組 （南阿蘇村立南阿蘇西小学校の例）

児童の発達段階や学級の人数、教室の広さ等を考慮した上で、「置き勉」に取り組

みやすい状況整備を行っている。（周知については、ＰＴＡ総会で校長が説明）

〔工夫した点〕

○学年や教室環境に合わせ

て保管場所や保管方法を

工夫している。

○高学年は、各個人が取り

出しやすい個人フォルダ

を活用している。

○低学年は、教科毎に保管

し、使う時間に配付して

いる。

○鍵盤ハーモニカなどは、

担当箱などに置くように

している。

児童生徒の携行品への配慮に関する工夫例

【各個人で教科書やワークを収納できる個人フォルダ】

【教科毎に分けたワーク等】 【かさばる物は担当箱に置く】



学習用具等を教室や廊下等の特定の場所に保管している取組
（益城町立益城中央小学校の例）

各学年で児童の発達段階や授業における学習用具・教材の使用状況・活用状況を考

慮した上で、学級通信等を通して、児童や保護者に周知しています。

〔工夫した点〕

○児童の実態（発達段階や

授業における使用・活用

状況等）に応じた低・

中・高学年ごとの「置き

勉」リストを作成した。

○学級通信で「置き勉」リ

ストをお知らせし、周知

を図り、各家庭での学習

用品の確認協力を依頼し

た。

児童生徒の携行品への配慮に関する工夫例

【種類ごとに分けて収納】

音楽科「鍵盤ハーモニカ」

書写「習字道具」
教科書類
「音楽・道徳・書写等」



保護者（ＰＴＡ学年委員）及び教職員にアンケートをとり、校区の実態をもと
に、リスト等を作成し、児童や保護者に周知している取組

（氷川町立竜北東小学校の例）

児童の携行品について、保護者や教職員の意見を集め、児童の発達段階を考慮した上で竜北東

小学校版「置き勉」リストを作成し、登下校に無理のないようにしています。

〔工夫した点〕

○保護者及び教職

員にアンケート

をとり、学年の

実 態 に 応 じ た

「置き勉」リス

トを作成した。

○学級通信で携行

品への配慮につ

いて知らせると

も に 、 ホ ー ム

ページにも掲載

し、各家庭での

学習用品の確認

協力を依頼した。

児童生徒の携行品への配慮に関する工夫例

【児童の携行品に関する保護者アンケートより】 【「教室に置いておくもの

リスト」の例(４年生）】

問３ 児童生徒の携行品の現状について(自由記述）下学年から順に。

児童学
年

自由記述内容

小２

・以前に比べると減りましたが、宿題に必要のない教科書は持ち帰らなくてもいいよ
うに思います。
・長期休業明けの携行品がとても多いので、必要なときに持たせるようにできたらと
思います。

小２
教科書だけの時はまだいいと思いますが、体操服などがあるときは大変みたいです。
本人も重いとは言ってます。

小２
ノートは学校保管にされていたり、策は色々講じてあると思います。夏場は水筒だっ
たり、水着だったりと荷物は多く大変だなとは思いますが、どちらもどんな物も必要
な物なので、仕方ないかなと思います。

小６
ランドセルに入らない物、週始めや週末、上ぐつ、歯ブラシ・コップ、体操服、エプ
ロンなどが重なったときに多いと感じます。

小６

・高学年になるにつれ、荷物が多くなったと感じます。ランドセルの上にリュック、
両手に荷物（さらに水筒、傘など）有るときは、体力的にも、登下校の安全面にも影
響がないか？心配になる事もある。
・タブレットの持ち帰りも始まり、更に携行品が増える事となるが、教科の内容等、
タブレットで差し障りなく確認が出来るようであれば、（そういった設定や準備が出
来たとして、それを推奨しても良いのであれば）教科書の持ち帰りは、必須ではなく
なると思います。

小６
普段は学校に置かせてもらえているので、そこまで多いとは感じませんが、新学期と
かは色々と持って帰った物を持っていくのを見て、荷物が多いと思います。

小６

・携行品が多いと思うときもあれば、ちょうどよいと思うときもあると言う感じがし
ます。月曜と金曜が、教科書など勉強道具以外にエプロン、上ぐつなどこざこざした
ものがあるので、ランドセルの中がパンパンになっているようです。習字道具などは
学期はじめぐらいに持っていき、学期終わりに持ち帰るというシステムになっている
ようなので、これについてはそのままでいいと思います。教科書等もその週で多いと
きは、保管場所が確保できるのであれば、学校に置いていくのもいいと思います。

チェック

1 国 あかねこ漢字スキル

2 国 国語じてん

3 書 教科書

4 書 書き方ノート

5 書 習字道具

6 社 教科書

7 社 ノート

8 社 地図帳

9 社 わたしたちの熊本

10 社 社会科作業帳

11 算 計算スキル

12 音 教科書

13 音 ワーク

14 音 リコーダー

15 音 けんばんハーモニカ

16 図 教科書

17 図 絵の具セット

18 図 彫刻刀

19 保健 教科書

20 道徳 教科書

21 外国語 教科書

22

23

24

４年生　教室に置いておくものリスト

　　　　　　　氏名（　　　　　　　　　　　　　　）

ここに書いてないものについては、基本的に持ち帰ります。

忘れ物の無いようにしましょう。



学習用具等を教室内の特定の場所に保管したり、部活動で使用する用具等を部
室などに保管したりしている取組 （津奈木町立津奈木小学校の例）

学校に置いてよい教科書はランドセル棚の上にある個人のボックス内に保管してい

ます。絵の具道具、習字道具、鍵盤ハーモニカ等の大きな学習用具は、空き教室の棚

を利用し、保管しています。

〔工夫した点〕

○教科書は個人用のボック

スに収納することにより、

自分の物を見付けやすく

している。

○絵の具道具等は種類ごと

に出席番号順に収納する

ことにより、収納スペー

スに収まりやすくし、限

られた空間を有効に活用

している。

児童生徒の携行品への配慮に関する工夫例

【教科書収納ボックス】 【絵の具道具等の一括収納】



学校に置いてよい物、いわゆる「置き勉」リスト等の掲示や学年通信等により、
児童や保護者に周知している取組 （相良村立相良南小学校の例）

児童の発達段階や家庭学習への取組を考慮した上で、学校通信を通して、児童や

保護者に周知しています。

〔工夫した点〕

○児童の実態（発達段階や

家庭学習への取組等）に

応じて「置き勉」リスト

を作成した。

○学校通信で「置き勉」リ

ストを知らせ、保護者へ

の周知を図った。

児童生徒の携行品への配慮に関する工夫例

【「置き勉」リスト】

【教室の「置き勉」コーナー】



学習用具等を教室内の特定の場所や空き教室に保管したり、部活動で使用する
用具等を部室などに保管したりしている取組（上天草市立登立小学校の例）

ランドセルや習字道具をはじめ、授業で使用する学習用具、資料等を、使用頻度に

応じて整理し、教室や空き教室の鞄棚等を活用して保管しています。

〔工夫した点〕

○ランドセルはサイズが大き

く教室の鞄棚に入れると他

の道具は入れられない。登

校時と下校時のみのため、

隣の空き教室の鞄棚を活用

して保管している。

〇学習中に随時使用する資料

集や学習補助具等は教室内

の鞄棚に保管し、必要に応

じて使用できるようにして

いる。

児童生徒の携行品への配慮に関する工夫例

※保護者向け配付資
料の文書

※「置き勉」リスト
の一覧（写真）

【空き教室でのランドセルの保管の様子】 【教室での学習用具の保管の様子】


