令和４年度版

「保護者・地域の皆様と学校で共有したい１８のこと」

自校
訓
信

重点目標

〒０７８－８３２４ 旭川市神楽岡１４条３丁目
TEL（０１６６）６５－６３６８
FAX（０１６６）６５－４５６９
http://www.asahikawa-hkd.ed.jp/kaguraoka-els

「進んで挑戦し続ける子の育成」
進んで学ぶ子 進んで挨拶や返事ができる子 進んで体をきたえる子

記名を
忘れずに!

記名を
忘れずに!

欠席・遅刻
の保護者連絡

登校

必ず
８：１０まで

※玄関解錠

□

□決まった通学路で登下校します。
□早く登校しすぎないよう御協力く
ださい。
（安全確保等のため）
□８：２０から，朝学習や朝読書が
始まります。８：３０以降の入室
は，遅刻とします。

□連続して欠席する場合も，その都
度，状況をお知らせください。
□連絡がない場合，安否確認のため
に，緊急連絡先への電話や家庭訪
問を行います。
□早退や体育等の見学の場合も，御
連絡ください。

下校時刻
学年通信
に記載

遅刻・早退の場合，
送迎をお願いします。

国語
筆入れ
鉛筆

消しゴム
赤鉛筆・ペン
ミニ定規
読書用の本

過度な飾りが付いていない
もの，キーホルダー不可
削ってある鉛筆４，５本
（HB，Ｂまたは２Ｂ）
転がらないよう６角軸また
は３角軸を推奨
シャープペンシルは不可
よく消えるもの，香り付きで
はないシンプルな形もの
赤・青の色鉛筆またはペン
低学年は，色鉛筆を推奨
15 ㎝程度
折りたたみ式は不可
朝読書や隙間時間用の本。
マンガは不可

行事

８：０５
～８：１５

通常 ５校時１４：２５
６校時１５：１５
あおぞら ５校時１３：４５
６校時１４：３５

算数

理科
社会

自由
帳

※学年が変わるとき，新しく準備します。
※１０ｍｍマスノート，リーダーの有無
は問いません。
※キャラクターの有無は，問いません。

・学年学級閉鎖
・集団下校
・休校中の連絡
・急を要する連絡

・臨時休校
・不審者情報
・予定の変更
・その他

□着信があった場合は，必ず御確認
願います。
□メール内容によっては，閲覧確認
を求める場合があります。
□電話連絡網は，作成しません。
□災害等により，メールや電話が使
えない場合，玄関への張り紙等で
お伝えする場合もあります。

２
学
期

３
学
期

8:05

×いじめ，危険な行為。
×他人の家の敷地に勝手に入る。
×保護者が不在のときに友達の家に
入ったり友達を入れたりする。
×用事がないときの店への出入り。
×お金の貸し借り，おごりおごられ。

生
活

毎
日

□ハンカチ・ティッシュ
□予備のマスク，健康観察表，水筒（中
身は，水）
□連絡帳（必要に応じて）
□ランドセル（かばん）
□キーホルダーは，①ツイタもん，②防
犯ブザー，③目印となる簡素なもの
（１個）は，付けることができます。

□ランチマット □はし
※給食袋に入れて持ってきます。
□エプロンセットは，当番のとき

□携帯電話・スマートフォン

×
禁
□お金
止 □学習に必要のないもの

帰宅

□特別な事情がある場合には，担任に御
相談ください。

※「岡小の生活のやくそく」参照

□道具箱 □はさみ
□スティックのり
□クーピー（または色鉛筆）
□とびなわ □鍵盤ハーモニカ
□リコーダー □探検バック

□書写・社会・理科・生活・音楽・
図画工作・家庭・保健・外国語・
道徳の教科書
□地図帳，あさひかわ，道徳ノート

□活動に応じた服装

□体育帽子（赤白どちらの面にも
名前を記入，掛け紐を付けてく
ださい。
）

※体育のとき，ジャージ等の運動着
（跳び箱・マット運動等において，
パーカーは危険）

□帽子（必要に応じて）
□雨具（低学年はカッパを推奨）
□防寒具・手袋（季節に応じて）
□上靴（床に色が付かないもの）

□雑巾２枚（床･机用 各１枚）

□水泳帽子やバスタオル，スキー手
袋やスキー帽子を忘れたときに
は，体育の学習はできません。
□防寒具のタグには，掛け紐（7～
10 ㎝）を付けてください。

家庭での学習習慣と学習内容の定着

学
習

国語と算数の教科書とノート，ドリルと
ドリル用ノートは，毎日持ち帰ります。

【平日の学習時間の目安】
学年×１０分＋１０分
１年２０分 ２年３０分 ３年４０分
４年５０分 ５年６０分 ６年７０分

□朝読書／朝学習の時間で落ち着い
た 1 日を始めます。
□図書館から借りてきた本や家庭か
ら持ってきた本を読みます。

□洗濯ばさみ（２～４個）
（５０～６０㎝の紐を輪にした
ものを付ける。
）
□体育帽子は，汚れたときや学期末
に持ち帰り，洗濯をして持ってく
るようにして
掛
け
ください。
紐

毎朝，検温と体調確認をし，健康
観察表での報告を忘れずに！
保健室は応急処置のみです

家庭でも読書の習慣を

□登校前に発熱が見られる場合は，
家庭で休養させてください。
□学校では，診断や投薬等の治療は
できません。
□教室での学習が困難な場合は，お
迎えをお願いしています。

「家庭学習のめやす」を参考に，義務
教育９年間の学びの見通しを

□家族そろって読む時間を確保しま
しょう。

□けが等による緊急時には，保護者
への御確認の前に救急車の要請
もあり得ます。

電子メディア
・テレビ・ゲーム・パソコン
・タブレット・スマートフォン等

□登校から下校までのけがは，日本
スポーツ振興センターの対象とな
りますので，養護教諭に御連絡く
ださい。ただし，登下校時のけが
は，決められた通学路を使用して
いた場合のみ対象です。
□PTA 活動でのけがは，PTA 安全
互助会の対象となりますので，教
頭まで御連絡ください。

【学習内容の例】
□学校から出る課題（宿題）
□自主学習
繰り返しドリル，復習，予習，計算，
漢字，音読，視写，日記，読書
□ドリルアプリ

本の携帯（いつでも読書できるように）

日付

１
学
期

8:05

ダメなことはダメ!

8:20

8:30

8:20

8:40

8:30

9:25 9:30

9:15 9:20

校門前の駐停車
□安全確保のためお願いします。
□特に，冬場は，見通しが悪く大変
危険です。
□特別な事情があり，校地内に駐車
しなければならない場合は，教頭
まで御相談ください。

そ
の

参観時のお願い
□廊下での話し声が学習の妨げにな
ります。また，携帯電話の使用，
着信音にも御配慮ください。

他

10:05

10:35

10:20

例えば…
・使用時間の上限を決める。
・保護者のいるところで使う。
・ノーメディアの日を決める。

11:20 11:25

11:05 11:10

12:10

12:55

11:55

12:40

□お悩みは気軽に学校まで連絡くだ
さい。
□スクールカウンセラーとも相談で
きます。

各種サポート機関
□子ども総合相談センター 26-5500
□児童相談所
□

【推奨】 「上川スライド３０」の取組
□電子メディア使用時間のうち，
３０分間を読書や家庭学習へ。

旅行のお土産や転校時の御礼
10:15

家庭で使用のルールを決める

教育相談・スクールカウンセラー

□基本的には毎月１５日です。入金
の御協力をお願いします。
13:10

13:30

12:50

23-8195
0120-3382-56

不審者情報は，すぐに１１０番へ

14:15 14:20

13:35 13:40

15:05

15:15

14:25

14:35

神楽岡小の勤務時間は，8:05～16:35 です。働き方改革を進め，皆様と共に，質の高い教育の推進に努めます。

