八雲町立八雲小学校
八雲の地で自ら取り組み、
友と高めあえる子の育成

登校・下校・帰宅時刻
登校：～８：１０
○

決められた通学路で登
下校をします。
○ ８:００から学校に入れ
ます。
○ 安全のため早く登校し
すぎないようご協力くだ
さい。

下校の目安

○５教時：１４:２５ころ
○６教時：１５:１５ころ

帰宅時刻

○４～１０月：～１７:００
○１１～３月：～１６:３０
※外出時は「誰と」「どこに行く
か」を家の人に伝えます。

筆入れの中の持ち物
【筆入れの中身】
○鉛筆（５本）
○消しゴム ○定規
○赤鉛筆（赤ペン）
○青鉛筆（青ペン）
※３年生以上可
○マーカー
※４年生以上可

欠席・遅刻・早退・見学
８:１５までに教室に入りま
す。（８：１５から朝の会
が始まります。）
○ 欠席・遅刻の連絡は、欠
席届又は電話にてお願いし
ます。(7:45～8:15までに)
○ 連絡がない場合は家庭訪
問や勤務先等へ電話で確
認する場合があります。
○ 早退や体育の見学などの
場合も、担任にご連絡くだ
さい。
○ 急病による早退の場合、
安全確保のため、送迎をお
願いします。
※7:30～18:00 連絡可能

R4よくわかる八雲小学校
各種当番の準備
給
食

着

○エプロン(白衣）
○マスク
○給食帽かバンダナ
○ナプキン
〇ハンカチ

給食着は、適宜持ち帰り、
洗濯をして、常に清潔を保
つようにします。
掃
除 ○雑巾２枚
当
（机用・床用）
番

校内での約束
休み時間の過ごし方
○

生
活

＜前期＞
始業式・入学式（４月）
個人懇談（５月）
運動会（６月）
修学旅行（７月）
宿泊研修（９月）

＜後期＞
遠足（９月）
学習発表会（１０月）
５、６年生スキー学習
（１～２月）
卒業証書授与式（３月）
修了式・離任式（３月）
※現時点での予定です

持ち物・学習用具
○

持ち物には、必ず名前を
記入する。
○ 名札は、朝教室でつけ、
帰りは外して置いて帰る。
○ 学習に必要のない物は
持ってこない。
※キーホルダー禁止。

ノートの規格

朝学習

○ 新たにノートを用意する際は、下の表の規格を参考にして
ください。
○ 詳細については、学年・学級だよりなどでお知らせします。

＜8:25～8:40＞
朝学習（月・木・金）

学
習

○ 毎日家で点検をし、学校で
すぐ使えるようにしておきます。
○ 学習に集中できるよう、キー
ホルダーなどは付けません。
○ 折り曲げ式の定規やシャー
プペンシル、ロケットペンシル
は持ってきません。

主な行事予定

教室やホール等では静か
に過ごす。
○ 自教室以外に勝手に入ら
ない。
○ チャイムが鳴ったら速や
かに教室に戻る。

○

朝読書(火）
○

○

学習用具
＜全学年で使う学習用具＞
はさみ のり 体育帽子
跳び縄 色鉛筆
など
＜学年に応じた学習用具＞
算数ブロック（１、２年）
リコーダー（３年～）
鍵盤ハーモニカ（１年～）
絵具セット（１年～）
書道セット（３年～）
裁縫セット（５年～）
※ 上記以外のものについて
は、学年・学級だより等で
お知らせします。
※学習に必要のないものは持ち
込まない。（携帯・スマホ、
キーホルダー）

漢字の書き取りや視写・
聴写計算練習などに取り
組み、基礎・基本の定着
を図ります。
家庭から持ってきた本や
図書館から借りた本、学級
文庫の本を読みます。
マンガやゲームの攻略本
は対象外です。

登下校

保険・事務

＜登下校について＞
＜全学年で使う学習用具
＞
○
原則歩いて登下校をします。
はさみ
のり 体育帽子＞
＜駐車場利用について
縄跳び
色鉛筆
など
○ グラウンド横の駐車場は、
スクールバス旋回所も兼ね
＜学年に応じた学習用具＞
ています。バスの妨げにな
算数セット（１・２年）
らぬようお願いします。
リコーダー（３年～）
○ 送迎のルール
鍵盤ハーモニカ（１年～）
登校時…役場や町民プール・
絵具セット（１年～）
体育館駐車場を使用できます。
書道セット（３年～）
下校時…役場駐車場は利用で
裁縫セット（５年～）
きません。町民プール・体育
※
上記以外のものついては，
館駐車場は使用できます。
学年・学級だより等でお知
※路上、校門前での乗り降り
らせします。
は危険ですので、絶対におや
めください。（ＨＰ参照）

＜けがをして病院に行ったら＞
○ 登校時から下校時までの
けがは、「日本スポーツ振
興センター」の給付対象と
なります。
○ 対象のけがについては、
担任にご連絡ください。必
要な書類をお渡しします。
＜就学援助について＞
○ 経済的にお困りの方に、
必要な学用品などにかかる
費用や就学に要する費用の
援助を行っています。年に
一度、申請書を全家庭に配
付します。

そ
の
他

「自分大好き」「友達大好き」、「勉強大好き」「運動大好き」
「学校大好き」「八雲大好き」

二海郡八雲町住初町140番地 ℡(0137）63‐2101

校外での約束
自転車について

規則正しい生活習慣

○ 乗れる期間は、始業式
から10月31日までです。
○ 校区内を乗ります。

早寝・早起き・朝ごはん

携帯電話などの使い方

ゲームやスマホなどは
時間を決めて

○ 電話番号やメールアドレ
ス等は保護者の許可なく教
えません。
○ トラブルが起きた場合は、
すぐに親や先生に伝えます。

その他
○ 下校後、一度帰宅してか
ら遊びに行きます。
○ 花火や魚釣りなどは、必
ず親と一緒に行きます。

放課後学習＆
長期休業学習会
放課後学習（月曜日）

○

栄養・睡眠・運動等、規
則正しい生活をおくります。

○

ゲーム機器等は家庭で子
供と一緒に使用のルールを
決めてください。
○ 電子メールやSNSの使い
方の確認や、ゲーム機器な
どのフィルタリングは必ず
行ってください。
〇 スマホ等は夜９時には保
護者で管理して下さい。

家庭学習
宿題＋自主学習＝家庭学習

○ 漢字や四則計算、既習内
容の復習を中心に行い、学
力の定着・向上の土台をつ
くります。

○ 宿題を毎日出しています。
○ 宿題の他に自主学習を行
います。
○ 学年×１０分＋１０分

長期休業学習会（Ｃ・Ｓ）

を目安に家庭学習をします。
1年生…20分 2年生…30分
3年生…40分 4年生…50分
5年生…60分 6年生…70分

○ 夏・冬休み中、３日間程
度学習会を行います。

○ チャレンジテストや各種
ドリルなどを中心に、学習
内容の定着を図ります。

(最低限の時間の目安です。)

～ご協力をお願いします～

緊急連絡は原則一斉メール配信
（ＨＰの定期的な確認も）
「学校認定防犯システムツイタもん」の一斉メール
を使っています。
○ 緊急連絡は電子メールを基本とし、全世帯登録をお願いし
ています。
〇 加入を希望しない場合は、別途連絡網を作成します。連絡
が遅くなることがあります。
〇不具合がある場合は、ツイタもん事務局（０１２０－８３３
－２１４）に連絡してください。
〇 重要なお知らせは開封確認をつけて配信します。必ず開封
手続きをして下さい。

