令和３年度 思いやりのある子

保存版

深く考える子
からだを鍛える子

保護者の方からの連絡，
送迎が必要です。
・欠席や遅刻の連絡は，8:10 ま
でにお願いします。
・連絡がない場合，家庭訪問や
勤務先等への電話で確認する
場合があります。
・早退や体育などの見学の場合
も，電話や連絡帳で担任にご
連絡ください。
・遅刻，早退は，安全確保のた
め，原則保護者の送迎をお願
いします。

学習に集中できるよう，シンプルなデ
ザインのものでそろえましょう。
・鉛筆
・赤鉛筆
・消しゴム
（におい無し，あまり大きくないもの）
・ミニ定規

・自転車は，おうちの人の許可を
もらって乗る。
・７：４０に児童玄関を解錠しま ・知らない人について行ったり，
す。それより前には登校させ
車に乗ったりしない。
ないでください。
・大型店のゲームコーナー，ボウ
・決められた通学路で登下校し
リング場，カラオケボックス，
ます。
（けがや事故発生時の補償に影響します。）
映画館などは子どもだけで行
かない。
下校 ５時間 １４：１５
６時間 １５：００ ・用事のないときはお店に入ら
ない。行くときはおうちの人
帰 ４～５月 １７時
の許可をもらう。
宅 ６～９月 １８時
・校区外へ行くときはおうちの
時
１０月 １７時
人の許可をもらう。

登校 ８：００～８：１０

刻 １１～３月１６時３０分

【全学年共通のもの】
・はさみ ・のり ・色鉛筆
・体育帽子 ・とびなわ

【学年ごとに使用するもの】
・クレヨン ・生活科バッグ
・鍵盤ハーモニカ ・リコーダー
・色板 ・時計 ・ブロック ・分度器
・計算カード ・三角定規 ・コンパス
（目盛が見やすい，折りたたみ式でないもの） ※粘土，粘土板，習字セット，絵の具セ
ット，彫刻刀，裁縫セット，などは，
・油性ネームペン
その都度もってきます。通信でご確認
※数や濃さなど詳細については学
ください。
※国語，算数の教科書，ノートは必ず持
年通信をご確認ください。
※ｷｰﾎﾙﾀﾞｰやﾏｽｺｯﾄは，付けない。 ち帰る。その他の教科は，宿題，家庭
学習で使わないものは置いて帰って
※その他，学年，学級で使用するものについて
かまわない。何を置いておき，持ち帰
るか，判断できるようになること。
は，学年通信や学級通信をご確認ください。

全校取組事項
１．うがい手洗いの徹底
２．換気の徹底
３．マスクの奨励
４．ソーシャルディスタンス
の再確認

ＰＤＦ版ダウンロード用ＱＲコード →

臨時休校，繰り下げ登校，学
級閉鎖，不審者情報といった
情報を配信します。

詳しくは『富岸小学校のやくそく』をご覧ください。

宿題は週３回以上出ます。
・家庭で学習する習慣を身に付
けることを目指しています。

家庭学習を推奨しています。
・主体的，自主的に学習に取り組
むことを目指します。
・学年×10 分以上が基本です。
【内容例】
・日記・視写・計算・漢字・予習
・復習・テスト直し など
※○つけをしてから提出。
（おうちの方が○つけをしてくださると意欲向上に繋がります。）

【臨時休校・繰り下げ登校】
原則保護者メールにてお知ら
せします。

〒０５９－００２８ 登別市富岸町２丁目１７番地４
ＴＥＬ ０１４３－８６－６３０３（7:30～18:00）
ＦＡＸ ０１４３－８６－０９０４
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.noboribetsu.ed.jp/~tn_info/

給 三角巾（バンダナ）
食 エプロン ランチョンマット
袋 おしぼり おはし
※毎日，持ち帰ります。
当番の児童は，必ず三角巾とエ
プロン，マスクをつけます。他
の児童については，学年によっ
て決まっていますので，学年通
信をご確認ください。

※机の横にかけられるように
巾着袋等に入れてください。
※エプロンのひもや三角巾を自分
で結べるよう練習しましょう。

１年生：毎日５時間
２年生：火曜のみ６時間
３年生：火・木６時間
４～６年生：火水木６時間
8:10 朝学習
8:30～9:15
9:20～10:05
10:25～11:10
11:15～12:00
12:00～12:45
12:45～13:00
13:20～14:05
14:05～14:50

8:20 朝の会
１時間目
２時間目
３時間目
４時間目
給食
清掃
５時間目
６時間目

富岸町２，３丁目に住んでい
て，西側校門を通った方が安
全ではやく学校に着く児童と
にこにこ橋を使う児童は，西
側校門を通って通学します。

・ランドセル（かばん）
（両手が自由になるもの）
・上靴（床に色がつかないもの）
・ハンカチ ティッシュ
・おたより入れ
・体育がある日はジャージ
など動きやすい服装
・水筒持参可（中は水のみ）
雨 １～２年生 カッパ
具 ３～６年生 傘も可

冬 手袋 帽子 防寒着
禁 携帯・スマホ・ゲーム機・お金（集金以外）
止 その他学習に必要ないもの
※特別な事情がある場合は，担任にご相談ください。

8:10 朝学習 8:20 朝の会
8:30～9:15
１時間目
9:15～10:00
２時間目
10:20～11:05 ３時間目
11:05～11:50 ４時間目
11:50～12:35
給食
12:55～13:40 ５時間目
13:40～14:25 ６時間目
１～３年生：13:50 下校
４～６年生：14:35 下校
放課後サポートと校内研修を
水曜日に集中させ特別日課を
減らしています。

学校にもってくるもの，着
てくるものには必ず名前を
書いてください。
※持ち主不明の落としものが大量にあります。

教室後ろのフックにかけら
れるよう，ジャンパーやコ
ート類には，首後ろにあた
るタグの部分に１０ｃｍ弱
のかけひもを付けてくださ
い。帽子等にもお願いします。
・掃除で使う雑巾を１枚，もってき
ます。学期末に持ち帰り，新しく
したりきれいにしたりして，学期
はじめにもってきます。

行事等の際に，休み時間や清
掃をカットして行う日課で
す。
授業時間は通常通り 45 分
で行い，短縮しません。
始・終業式，個人面談，大掃除
等の際に設定します。水曜日
課と同じ日課となります。
※給食の有無や下校時刻等詳
細については，学年通信で
時間割をご確認ください。

・児童は必ず正門か西門を通って登下校を行うこと，正門から西
門にかけての草地は通らないことを指導しています。道路上で
児童を車に乗せたり降ろしたりすることはおやめください。
・学校周辺に路上駐車をされると，児童が死角に入りやすくなり，
大変危険です。また，通行に支障をきたし，周辺住民の方に大
変なご迷惑をおかけします。路上駐車はせず，送り迎えの際は
富岸公園側の職員駐車場に駐車してください。
・玄関前駐車場については，来賓，特別支援学級の保護者の方，
急病やけがをした児童の送迎以外は使用をご遠慮いただいてお
ります。①児童の登下校時の安全確保②給食運搬車の搬出入口
の確保が，大きな理由です。玄関前に駐車・侵入されると，児童
と接触する危険性が非常に高くなります。やむを得ず，送迎な
どで来校し，駐車される場合は，富岸公園側の職員駐車場をご
利用ください。

【一斉下校】
・携帯電話やスマホ
通常の下校に不安がある場合，
で QR コードを読み
下校時刻を統一し，教師が見守
取り，認証コード，
りながら下校させます。
新学田通りを通る児童と新生
ID，パスコードを
※児童の安全を最優先で考えての対応を行
町４丁目に住んでいて，新学
入力してください。
（分からな
・家庭では，毎朝の検温と健康
うため，原則通りの連絡，対応とならない場
田通りや道道 782 号線に出な
い場合は，学校にお問い合わ
合があることをご了承ください。
観察をお願いします。
くても橋を渡れる児童は，に
せください。）
・風邪などの症状が見られると ・兄弟がいるご家庭は，全員の
こにこ橋を通って通学します。
きは，学校へ連絡をいただき， お子さんの情報をそれぞれ，必
※にこにこ橋横断歩道には信号が
アレルギー対応の観点から，
ずご登録ください。メール配信
無理をせず，自宅で休養させ
ありません。十分注意するよう
おみやげや差し入れ等はご遠慮
登録 100％を目指しています。
ご家庭でも声をかけてください。
るようにしてください。
ください。
ご協力をお願いいたします。
。
※「学習のきまり」や「生活のやくそく」については，随時お知らせします。学校だよりや通信，プリントをご確認ください。
※よりよい学校教育のため，記載内容を予告なく変更することがあります。

