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登校 朝自習 朝の会 １校時  ２校時 中休み ３校時 ４校時 給食 昼休み 清掃 ５校時  ６校時 帰りの会 

 

 
・学習習慣を身に付けられるよう

に取り組みます。 
 
   

 
≪家庭学習の例≫ 
・日記・音読・視写・暗記・計算・漢

字・熟語・ローマ字・予習・復習等 
・佐呂間町「家庭学習の手引き」を基
本に取り組みます。 

 

靴は靴箱にそろえて入れます。 
※靴箱のサイズ 

幅２７.５㎝、高さ２４㎝ 
＜この中に入る大きさ＞ 

 

7:45       8:10            8:25          8:35                9:20  9:25              10:10           10:30           11:15  11:20              12:05            12:45          13:05            13:25              14:10  14:15                15:00           15:10 
※５時間授業の日は、 
14:30 下校になります。 

 
 

 

2022 年度 

保存版 
【佐呂間小学校基本ガイド】 

〒093-0503  常呂郡佐呂間町字幸町１番地の１ 
TEL（01587）2-3625  FAX（01587）5-2075 

 
  
◆教室内はもちろん、廊下での話し声は響
きます。授業参観の際は、子ども達の学
習の様子をしっかりご覧下さい。 

◆携帯電話の使用は教室から離れた
場所でお願いします。 

  

大人が子どものお手本に 
 

水泳学習≪重要≫  
・タオル等の忘れ物をした場合には 

感染防止のため、原則水泳学習は 
できません。 

・担任は、安全指導や準備を優先して 
おります。 

コート類にはかけひもをつけてください。 
・かけやすいよう、ジャンパーやコートのタグの部
分等に紐（７～１０㎝）をつけてください。 

 

 
 

・連絡がない場合、自宅や勤務先等
へ電話をする場合があります。 

・早退や体育などの見学の場合も、
ご連絡ください。 

欠席 
遅刻 

 
 

・決められた通学路で登下校します。 

・安全のため、早く登校しすぎない 

ようご協力ください。 

・教室には、８：１０までに入 

ります。 

 
 
 
 
臨時で他の日課になる場合には 

通信等でご確認ください。 

登校 ７：４５～８：１０ 

・給食では、個々の児童のアレル 
ギーに対応しています。心配な 
ことがありましたら、本校の栄 
養教諭にご相談ください。 

 
 

・いじめ・意地悪・危険な行為 
・他人の家の敷地内へ勝手に入ること。 
・お金の貸し借りやおごったりおごられた
りすること。 

・用が無いのにお店に入ったり、子どもだ
けで飲食店等に入ったりすること。 

 
 

下校 

すすんでまなぶ子 
たすけあうやさしい子 
げんきでたくましい子 

・児童の送迎等で、校舎前への車の乗
り入れは原則できません。駐車場を
ご利用ください。 

・体調の悪いお子さんをお迎えに来る
等、緊急の場合は、使用できます。 

 
 
・旅のお土産・転出時のお礼等は不要です。
（ 特に食品は、アレルギーの危険もあり 
ます。） 

校舎前への乗り入れ禁止 

お土産やお礼は不要 

 

 

鉛筆 
5、6 本（B か HB） 
※1、2年生は B か 2B 

六角形か三角形のもの 

ペン 赤、青鉛筆 

消しゴム   
シンプルなもの１個 

15 ㎝定規 透明なもの１本 

（2つに折れないもの） 

 
その他の色ペンにつきましては、学年
の通信等をご覧ください。 
※三角定規、分度器は透明なもの。 
（対象学年にはその都度お知らせします） 

※鉛筆は家庭で削ってきます。 

学習に集中できるよう、筆箱の中身は
シンプルなものをそろえます 

日課表 
 

 
  
・なにより、リズムのある規則正
しい生活習慣が大切です。 

・登校直後から体の不調を訴え、
体力・集中力がもたない子がい
ます。 

 
  
・保健室は、一時的に応急手当を
行い、経過をみる場所です。 

・教室での学習が困難な場合はお
迎えをお願いしております。 

・緊急時には、保護者への連絡無
しに 119番することがあります。 

 

 
 
・毎日、自習や読書で落ち着いた一日を始 
めます。 

※新型コロナウイルス感染症対策のため、
ボランティアの方による読み聞かせは
現在中止しています。 

みんなで【朝自習】 
8:10～8:25 

 

 

５校時→１４時３０分 
６校時→１５時３０分 

８：１０まで の連絡 

生 
 

活 
 

学 
 

習 
 

そ 

の 

他 
 

ダメなことはダメ！ 

・ずっとスマホなどしていませんか？ 
・入院治療が必要になる場合もあります！ 
・ルールは、家庭で決めましょう！ 

心配！危険！【ネット依存症】 
遅刻・早退の場合 

保護者送迎お願いします 

宿 題 が 出 ま す 

家庭学習を推奨しています 

生活リズムが大切！ 
 
 

・朝食をとると、頭がさえ、集中
力もアップ！バランスのよい
朝食を食べて登校しましょう！ 

朝ごはんでスイッチ・オン！ 

保健室は病院ではありません 

・災害時の連絡のために、 

【まち comi メール】 
登録をお願いします。（基本無料） 

・個人情報保護及び情報が早く・正確・
一斉に伝わることから、メールのみ
の配信としています。 
まだ登録されていない方は、早めに
登録してください。 
 

まち comi メール 

・エプロン 

・バンダナ（入れる袋） 

・(歯ブラシ) 

・(歯みがき用コップ)  

○週末に持ち帰りますので、エプロ
ン等洗濯をして、コップは洗浄し
て週はじめに持ってきます。 

・はし 

・はしケース  

○毎日持ち帰りますので洗浄をお
願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

■携帯・スマホ・お金 
■その他学習に必要ないもの 

天
候
に 

よ
っ
て 

禁
止 

し
て
い
ま
す 

■ランドセル・かばん 
(両手が自由になるものを) 

■ハンカチ・ティッシュ 
■連絡帳 ※必要に応じて 
■体育の時はジャージなど動きやすい服装 

 

 

 
 

 
 

毎
日 

■雨具 
■手袋・帽子（寒い時期） 

■はさみ 

■のり 

■クーピー（色鉛筆可） 

■探検バッグ 

■なわとび 

■水彩セット（2年生～） 

■習字セット（3年生～） 

■体育帽子 

■けんばんハーモニカ 

■リコーダー（3年生～） 

■裁縫セット（5年生～） 

全 

学 

年 

共 

通 

【国語】1 年生：１０×７マス 

    2 年生：１５×１０マス 

   3･4年生：１８×１２マス 

   5･6年生：１５×２２マス 

（縦×横） 

【算数】1 年生：１２×７マス 

    2 年生：１２×７マス 

   3･4年生：１２×１７マス 

   5･6年生：１５×２２マス 

（横×縦） 

【英語】5･6 年生：１３段 

 

・入学時のみ学校で用意しています。 

・他の教科は、担任からお知らせします。 
 

・授業中の大災害時は児童を校舎内で守り 
保護者にお迎えに来ていただきます。 

・本年度は、メール及び連絡網で行います。 

※【推奨】ネットは 19時まで 

宿泊学習と修学旅行の子ども達の様子を,

まち comiメールにて配信。到着予定時刻も
配信しています。 

 

学年×１０分＋１０分がめやす 

 

◆不審者・暴力等はすぐ 110番 

＜虐待は通告します＞ 
「児童虐待の防止等に関する法律」
により、虐待は早期発見、通告しま
す。 

佐呂間小は、関係機関と連携し、
安全・安心な学校運営を進めます。 

始業式・入学式  ４月 ６日(水) 

運動会 ６月 ４日(土) 

宿泊学習（５年） ６月１５日・１６日 

修学旅行（６年） ７月１４日・１５日 

遠足 ９月 ２日(金) 

前期終業式 ９月３０日(金) 

後期始業式 １０月 ３日(月) 

学芸会 １１月 ６日(日) 

卒業証書授与式 ３月２２日(水) 

修了式 ３月２４日(金) 

 始業式・入学式 

  

  

 

・PTA 会費は、年間４３００円で 
す。このほかに「安全互助会費」 
が児童一人につき２００円、一 
戸につき１００円かかります。 
これは、PTA 主催の諸行事に参 
加中のケガを対象とした見舞 
金制度です。 

 

児童の安全確保のため、原則として

玄関は施錠しております。ご用の方

はインターホンでお話し下さい。 

特別日課があります  

 
～ ８：１０ 登校 

～ ８：２５ 朝の会 

～ ９：１０ １時間目 

～１０：００ ２時間目 

～１０：１５ 中休み 

～１１：００ ３時間目 

～１１：５０ ４時間目 

～１２：４０ 給食等 

～１３：２５ ５時間目 

～１４：１５ ６時間目 

～１４：２５ 帰りの会 

授業時数増加への対応として、年間

１０日程度上記の日課になります。

詳細は通信等でご確認下さい。 

※特別な事情がある場合には、担任へご相談

ください 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1566536533/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuc296YWlsYWIuanAvc296YWkvZGV0YWlsLzEzOTE1Lw--/RS=%5eADBvrcU03PdSCMOkpj3wcaA16FFT0o-;_ylt=A2RCD03UIV5d2nYAfT2U3uV7

