
〇よく考え進んで行動する子ども 

◎仲良く助け合いよく働く子ども 

〇健康でたくましい子ども 

 

欠席・遅刻・早退・見学 
 

 

 

 

＊欠席・遅刻の連絡は、 

８：００～８：３０の間にお電話くだ

さい。連絡がない場合は家庭訪問や

勤務先への電話をする場合がありま

す。 

＊早退・体育の見学は、連絡帳にてお知

らせください。 

＊遅刻・早退は、安全確保のため、保護

者の送迎による学校内で直接の引き

渡しが必要です。 

登校・下校 

 
＊登下校は通学路を守ります。 

＊８：１０～開門します。早く登校

し過ぎないように送り出してくだ

さい。 

＊学年ごとに決められた時刻に帰り

ます。先生と保護者の許可がない

と残れません。 

＊登校中に忘れ物に気付いても、家

へ取りに戻りません。 

＊下校後、出かけるときは「だれと、

どこへ行って、いつ帰るのか」を

家の人に伝えてから出かけます。 

凡事徹底・教室移動 

＊「凡事
ぼ ん じ

徹底
てってい

」を合言葉に。 

あ（あいさつ） 

じ（時間） 

み（身の回り） 

こ（言葉遣い） 

し（姿勢） 
の５点について、気を付けて生活

します。 

＊教室移動は、並んで静かに右側を

歩くようにします。 

＊専科の授業も同様に移動し、行き

も帰りも担任が出席簿を持って

付き添います。 

生

活 

持ち物・忘れ物 
 

 

 

＊学習に必要なものだけを持ってき

ます。 

＊上履きは白色で、ヒモがないものに

し、甲の部分にクラスと名前を書い

てください。 

＊上履きを忘れた場合は、学校のもの

を貸し出します。使用後は洗ってか

ら返却してください。 

＊下校後、やむを得ず忘れ物を取りに

来る場合は、保護者と一緒に来て、

事務室か職員室に声を掛けます。

（１６:４５まで、平日のみ。） 

休み時間のきまり 
＊過ごす場所は、中庭か校庭か学校

図書館か自分の教室です。ベラン

ダ、畑、ロビー、門の扉近く、体

育館、自分の教室以外では遊べま

せん。 

＊ボールなど使うときは、各学級に

配られたものを校庭で使います。

体育倉庫の中のものは子どもだ

けでは使えません。 

＊校庭の、門から昇降口のコンクリ

ート部分や体育倉庫の裏では遊

べません。 

＊雨の日に教室で使う遊び道具は、

学年で話し合って決めましょう。 

校庭開放・ 

放課後キッズ 
 

＊放課後や休日は、校舎内に入れま

せん。 

＊校庭開放などで学校に来る際は、

なるべく自転車に乗らないで来

ましょう。校庭で乗り回してはい

けません。 

＊お金を持ってきません。お菓子や

ペットボトルを持ってきません。 

＊遊ぶときは、開放用の用具を使い

ます。 

＊けがをしたときは、管理員に知ら

せます。 

 

朝の活動 
＊毎朝、６年生が校旗を掲げる。 
 

朝会・集会 ８：３５～８：４５ 

（月）全校朝会 

（木）児童集会 等 
＊朝会は、６年が最初挨拶をし、 

司会は看護当番の先生が行います。 

＊当面はオンラインや動画になります。 
 

読書 ８：３０～適宜 

（木）集会のない木曜日 
 

清掃 ８：３０～８：４０頃 

（火） 

（水）  清掃 

（金） 

学習にふさわしい

服装を 
＊温度調節ができる服装を心掛けま

す。 

＊体育や給食の時は、長い髪は結び

ます。 

寒い時期は 

＊体育では、長袖（フード、ファス

ナー、ヒモがないもの）の着用は

可です。タイツは不可です。 

＊教室内の上着は、外で着るような

ものはできるだけ脱ぎます。勉強

に支障が無いような着方を工夫し

ましょう。 

１人１台端末のルール 
 

 

 

 

＊クロームブックは学習のために

使います。学習に関係のないこと

はしません。 

＊休み時間に使う場合は、担任の先

生の許可を取ってから使いまし

ょう。 

＊人が作ったものを勝手に見せな

い、変えない、使わないのルール

を守りましょう。 

学

習 

学習用具 
 

＊筆箱は、無地で箱形のものを使用し

てください。 

＊筆箱の中には、①鉛筆 ②赤鉛筆 ③

匂いや飾りのない消しゴム ④油性

で黒色の名前ペン ⑤定規を入れて

ください。 

＊はさみ、のり、色鉛筆は道具箱に入

れておきましょう。 

＊その他、担任や専科から指示があれ

ば、準備をお願いします。 

＊絵具セット、習字セット、リコーダ

ーや鍵盤ハーモニカの唄口は、ご家

庭で洗ってください。 

学校図書館の利用 
 

＊興味のある本を読んだり、調べ学

習をしたりすることができます。 

＊本を大切にして、学校図書館では

静かに過ごしましょう。 

＊教室との行き帰りは、図書バック

を使って持ち運びましょう。 

＊借りられる冊数・日数 

  〇１回に２冊まで（１週間） 

  〇長期休業中は５冊 

＊年間目標冊数の達成を目指して、

本を読みましょう。 
１年 ２年 ３年 ４年 ５年 6 年 

60 冊 50 冊 40 冊 
 

宿題 
 

＊家での学習習慣が身に付くよう

に、原則、毎日取り組みます。 

＊提出するまでが宿題です。 

 

＊学年別学習時間の目安は、 

各学年×１０分です。 
１年 ２年 ３年 ４年 ５年 6 年 

10

分 

20

分 

30

分 

40

分 

50

分 

60

分 
 

 

けがや病気 
＜けがをしたとき＞ 
学校→日本スポーツ振興センターの対

象となる場合は、書類をお渡し

します。 

家→学校外のけがは、家での治療をお

願いします。 

＜出席停止になる病気＞ 

＊登校証明書をご提出ください。 

＊コロナに関するお休みは、出席停止

になります。 

＊インフルエンザの場合は、インフル

エンザ登校連絡票を、保健室または

国立市の HP からダウンロードして

いただき、保護者が記入して、ご提出

ください。 

緊急の連絡は、 

メールで 

お知らせします。 
 

＊不審者情報、登下校の時間変更、

臨時休校、学級閉鎖、一斉下校な

どの情報を配信します。 

＊システムの不調時は、連絡網を使

う場合があります。 

SNS 学校ルール 
 

＊SNS やメールに個人が特定でき

るような写真、動画、名前などの

情報は載せません。 

＊自分のものも友達のものも、電話

番号やアドレスなどの個人情報

をむやみに教えません。 

＊人の嫌がることや悪口を書き込

みません。 

＊ご家庭で、１日に使ってよい時間

や場所を家の人と決めて、約束を

守って使いましょう。 

そ

の

他 

校外での約束 

自分の命は自分で守ります 

＊道路では遊びません。 

＊公園での遊びや、放課後キッズでは

ルールを守って過ごします。 

＊子どもだけで、ゲームセンターや映

画館、ショッピングモールなどには

行かないようにしましょう。 

＊友達同士でおごったりおごられた

りしません。 

＊自転車には、ヘルメットをかぶって

乗るようにしましょう。 

 

ご協力ください。 
＊学校公開では、静かに参観してく

ださい。校舎内での写真、動画撮

影は禁止とさせていただきます。 

＊教育活動に関わる写真や動画を、

SNS 等へ投稿しないでくださ

い。 

＊classroom に載せた写真や動画

を、スクリーンショットしたり、

ビデオで撮ったりするなど、保存

はお止めください。 

＊学校への電話連絡は、 

平日の８:００～１８:００にお願

いします。なお、長期休業中は、

８:15～16:45にお願いします。 

悩んだときは 

ご相談ください。 
 

＊お子様について心配なことがあ

りましたら、学校にお気軽にご相

談ください。 

＊スクールカウンセラー（SC）に相

談をご希望の方は、副校長か担任

にご連絡ください。直接 SC に連

絡することもできます。 

 

SC☎070-6995-2051 

 （金曜日、９：００～１６：４５） 

国立第八小☎042-576-8791 

学校教育目標 国立市立国立第八小学校 

令和４年４月版 

※よりよい教育のため、内容は変更することがあります。随時更新します。 

保護者の送迎や連絡

が必要です。 

登 校 8 : 1 5 ～ 8 : 3 0 

保存版 

必ず持ち物には記名を 
 

クロームブックは小学校６

年間、自分専用で使う大切

な道具です。 



 


