
 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 

 

○心を落ち着かせ、学習に向かう
気持ちを高めます。 

 

 

 

 
 

◎宿題が出ます。 

□学習内容の定着のために宿

題に取り組みます。 

□学習内容を振り返り、次の学

習に生かしましょう。 

◎家庭学習を推奨しています。 

□宿題以外にも、主体的に学習

に取り組み、学習習慣を身に

つけましょう。 

□家庭学習の目安は 

学年×１０分＋１０分です。

例 ３年生は４０分。 

 

 

 

 

 

◎学習に集中できるよう、筆箱の中身

はシンプルなものを揃えます。 
□えんぴつ（ＨＢ・Ｂ・２Ｂなど） 

□消しゴム 

□定規（目盛りが見やすいもの） 

□赤鉛筆・青鉛筆（１・２年生） 

□赤ペン・青ペン（３～６年生） 

□ネームペン 

※シャープペンシルは使いません。 

◎お道具箱に入れて、使います。 

  □はさみ □のり □色鉛筆 

◎ハッスルタイムや体育の授業で使います。 

□なわとび □紅白帽子 

※その他は、学級通信等でお知らせします。 
 

◎元気のいいあいさつをします。 

□進んであいさつをします。 

□朝や帰り、給食時間、授業の

開始・終了も含みます。 

□学校以外でも、元気のいいあ

いさつをします。 

 

◎「５分前行動」「３分前着席」 

□時間を見て行動できるよう

に、全校児童で取り組んでい

ます。 

 

 

 

 

 

 
 

◎週末に持ち帰り、洗濯をして、週の

はじめに持ってきます。 

給食     ４点セット 

□マスク □三角巾 □エプロン 

□ランチマット 

 

ブラッシング ２点セット 

□歯ブラシ □コップ 

 

 

 

 

 

令和２年度 

保存版 
自分を伸ばし、広い心でがんばり通す寿小の子 

○よく考え、進んで学ぶ子（知） 

○明るく思いやりのある子（徳） 

○強く、たくましい子（体） 

※欠席・遅刻の連絡 8:00 まで 

□欠席や遅刻の連絡がない場合、ご自

宅や勤務先等へ電話をする場合が

ありますのでご了承下さい。 

 
 □各家庭に児童調査票を作成してい

ただいております。引っ越しによる
住所や電話番号の変更や勤務先の
変更等がありましたら、学級担任に
お知らせ下さい。緊急連絡の際に必
要となりますのでご協力下さい。 

玄関 

◎登校 8:00 までに登校 

◎下校時刻   

5時間 14:20  6時間 15:10 

※朝会日課の時は、それぞれ 

14:30、15:20 となります。 

□帰宅時刻 

1２・1 月 16 時まで 

２・11 月 16 時 30 分まで 

３・10 月 17 時まで 

４・９月 17 時 30 分まで 

５～８月 18 時まで 

 

 

 

 

 

 

 

◎「早寝・早起き・朝ごはん」 
 ・朝ごはんをきちんと摂ることで脳が

活性化します。朝ごはんを食べて１

日を元気に。 

◎「デジタルメディアに触れる時

間を決めましょう」 
 ・子ども達はメディアに多くの時間を

使っている傾向があります。適度な

使用を心掛け、生活リズムを整えま

しょう。 

◎「生活だより」を配付します。 

 ・長期休業中の過ごし方や生活に関わ

ることなどをお知らせしています。 

 

 
 
 
◎持ってくる物 

□ランドセル・かばん(両手が自由になるもの) 

□ハンカチ・ティッシュ 

□連絡帳（低学年） 

□体育の時は動きやすい服装 

□雨具・手袋・帽子  

※１・２年生は安全上カッパを使用します。 

◎持ってこない物 
■学習に必要のないもの 
■携帯電話 ■必要のないお金  

※特別な事情がある場合には担任にご相談 
ください。 

 

 

 

 

 

 

 

◎各学年で使用するノート 

 

 

 

 

 

 

 

 

※その他のノートについては、各学年

の通信等でお知らせしています。 

朝の時間を有効に活用し、リズム

のある生活を送ります。 

◎朝学習  

□教室でプリントやドリル、提示された問

題に取り組みます。 

◎朝読書 

□心を落ち着かせ、読書に親しみま

す。 

◎ハッスルタイム 

□夏季（４～９月）はマラソンに、  

冬季（１０～３月）は縄とびに取  

り組み、体力づくりをします。 

◎学校に置いてもよい教科書類 
□生活  □道徳  □音楽    
□図工  □家庭科 □保健   
□外国語 □副読本 □書写ノート 

→「絶対に置いていく」ということでは
ありません。家庭で学習したい場合は
持ち帰ります 

 
◎学校に置いてもよい学習用具 
□鍵盤ハーモニカ  □リコーダー 
□絵の具セット □習字セット 

→長期休業に持ち帰ります。点検・補充
をお願いします。 

 

※詳しくは学校便り・年間行事予定でお確か

めください。 

◎安心安全メール・連絡網でお知ら

せします。 

□不審者情報 □臨時休校 

□学級閉鎖  □緊急連絡など  
※安心安全メールの登録やアドレ

ス、変更等の相談は「教頭」へお願

いします。 

◎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、虐待は早期発見に努め、
場合によっては通告します。寿都小
学校は、関係機関と連携し、安全・
安心な学校運営を進めます。 

 

 

学校の教育の方針や各学級での児童
の学習の様子を発信します。 
◎学校だより・学級通信の発行 

学校行事や学級でのお子様の様子
や連絡事項をお伝えします。 
◎寿都小学校ＨＰの更新 

寿都小学校の教育や取り組みにつ
いてホームページでも見ることがで
きます。URL については右上に記載
しています。 

◎寿都小学校ブログのアップ 
  ブログ「寿小日記」で児童の学習

の様子をお伝えしています。学校
HP からアクセスしてください。 

地域住民が学校運営に参画・協力し

児童の成長を支えていくことを目指

す学校運営協議会が置かれた学校、 

それがコミュニティ･スクールです。 

◎読み聞かせ（１・２・３年生） 
読書タイムの時に、１～３年生はボラ

ンティアの方から読み聞かせをしてい

ただいています。 

◎ふうタイム（総合的な学習の時間） 

  地域を題材にした学習を行う時に地

域の方が講師となり、町内の仕事や産

業について教えてくれます。 

 
 

 

◎玄関前の駐車をご遠慮ください 
児童の安全な登下校のため、送迎する

際は、白線に沿って転回ください。また、

行事や一時的な駐車の際は、学校下駐車

場、バスケットゴールのある駐車場等を

ご利用ください。 

◎算数セットの寄付をお願いしま

す。 
  使わなくなった算数セットを学校に寄

付をお願いします。それを学校で保管

し、活用していきたいと考えています。

４～６年生のお子様のいるご家庭でご提

供いただける方がいましたらご協力お願

いします。 

 

【通常日課】 

 

登校 寿小ﾀｲﾑ 朝の会 １校時 ２校時 中休み ３校時 ４校時 給食 掃除 昼休み ５校時 ６校時 帰りの会  

    8:00   8:15        8:25           9:10 9:15           10:00          10:25          11:10 11:15           12:00               12:40  12:55     13:20            14:05  14:10        14:55        15:05    15:10  

【朝会日課】 登校 朝の会 １校時 ２校時 ３校時 ４校時 給食 ５校時 ６校時 帰りの会 

欠席・遅刻・早退 登下校・帰宅時刻 

規則正しい生活習慣 給食・ブラッシングタイム 

持ち物 学校生活に関わって 

学習用具 ノートをそろえています 

宿題と家庭学習 

学校に置いてよいもの 寿小タイム 

主な行事予定 

 

携帯メール一斉送信 

 

学校生活の様子を発信 

 

コミュニティ・スクール（CS） ご協力ください 

参観日・土曜授業 
 

がんばりタイム 
毎週木曜日 ５時間目終了後 25

分間取り組みます。 

◎音読に挑戦 

 「音読の森」を全校共通の教材

として、音読の取り組みを継続

的に行い、読む力を高めます。 

◎計算に取り組みます 

 教科書やプリントを用いて、基

礎的・基本的な力を高めるために

継続的に行います。 

 

 

 

 
 

寿都町立寿都小学校 
〒０４８－０４０２ 寿都町字矢追町８０１－１ 

Tel：0136―62―2030  Fax：0136―62―3327 

E-mail:suttssho@su-g.ed.jp  学校 HP: http://business4.plala.or.jp/suttusyo/index.html 
 

◎土曜授業（全５回）、参観日（全４回 

 行っています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

※その他については、学級通信等でお知らせし

ます 
 

◎寿都小学校の１年間の主な行事で

す。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

朝 会  昼休み 掃除 中休み 

    8:00     8:20      8:35             9:20  9:25          10:10          10:35          11:20  11:25          12:10               12:50  13:05     13:30            14:15  14:20        15:05        15:15    15:20  

tel:0136-62-2030

