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・学習習慣を身に付けられる よ う に

取り組みます。

・基本的に、丸付け・お直しは、自分・

家庭で行 います。おうちの方で、最後

の見取りまでお願いします。

≪自主学習の例≫
・日記・音読・視写・暗記・計算・漢字・

熟語・ローマ字・予習・復習・調べ学習・自
然観察・縄跳び・リコーダー練習など

・○付けをしてから、提出します。
※各学年「家庭学習のしおり」を参考にします。

・体育の学習に行くときに必要なもの
〇水とう 〇汗ふきタオル
〇マスクを入れる袋

※天候に合わせて、十分な量の水分を
学校に持たせてください。
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・学校管理下でのけがは、スポーツ振

興センター(保険)の申請対象となり

ます。（治癒までにかかる医療点が５００点
以上で対象です。）

・病院にかかられましたら、必要書類を

お渡ししますので、担任にご連絡くだ

さい。

・毎月、学年通信にて振替額をお知らせしま
す。

・諸費振替日は毎月２６日です。通帳残高の
確認をお願いします。引き落としができな
かった場合は、現金での納入となります
ので、職員室までご持参願います。

水泳学習
①感染防止策をした上で水泳学習をします。
②スクール水着を着用してください。
③更衣室の使用や教室を入れ替えるなどし
て、 男女別に着替えをします。（全学年）
④ラッシュガードにも記名してください。
⑤実施日の健康チェックカードへの記入を
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。
・遅刻・早退の場合保護者送迎を
お願いします。

学校諸費振替のお願い

いじめ・意地悪・危険な行為
・お金の貸し借りやおごったりおごられたりする。

・用が無いのにお店に入ったり、子どもだけで

飲食店やゲームセンター等に入ったりする。

＊「夏・冬・春休みのくらし」をご覧ください

☆保護者用駐車場はご用意できません。

・学校周辺(こども園の送迎用駐車場・近隣
店舗等)への駐車は絶対にしないでくださ
い。
・お体の都合などで校地内に駐車の必要
がある場合は、事前にご連絡ください。

その他の色ペンなどにつきましては、学年
便りなどをご覧ください。
※学習のためにiPadを持ち帰ることがあ
ります。家庭で使用する際には破損等の
無いよう慎重に扱います。

学習に集中できるよう、筆箱の
中身は シンプルなものを揃えます

鉛筆 5、6本（Bか ２BかHB）
赤鉛筆、（青鉛筆）
（５・６年生は赤ペン・青ペン
も可）

ネームペン 黒の油性ペン1本

消しゴム シンプルなもの１個
（香り無しのもの）

定規 筆箱用には、１０～１５ｃｍのも
のが使いやすいです。

けがや病気への応急手
当を行います。
・緊急時には保護者へ連絡をします。
※医療受診が必要な場合は家庭に
連絡後受診します。緊急の連絡がつく
ように、電話番号等が変わった時には
必ずお知らせください。

・自宅での休養が必要な場合はお迎
えをお願いしています。
※保健室での休養は、原則１時間です。３７．５
度以上の発熱やおう吐など、学習を続けるの
が難しい場合には、お迎えをお願いします。

・保健室には内服薬は置いていませ
ん。

欠席連絡システム・連絡帳・電話

8：１５までにお願いします
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開館：月・火・水・木・金

利用方法

【平日 長休み・昼休み】
貸出：1冊／1週間

【夏休み前・冬休み前】
貸出：2 冊

あかんことは、あかん！

・ 長時間スマホなどを触っていませんか？

・いじめの要因 になることもあります。

・入院治療が必要になる場合もあります。

・ネチケットを守り、家庭のルールを決めましょう。

欠席連絡
システム
QRコード

学年×10分を推奨しています。

心配！危険！【ネット依存症】

☆緊急時には、メールで連絡をします。
登録をお願いします。
・登録されていない方へは電話で連絡
しますが、遅くなることがあります。個人
情報は保護されます。利用は無料です。

・非常変災における非常措置対応も
メールで連絡します。詳しくは4月配布
文書か、草津小HPをご確認ください。

■ スマートフォン・お金など

学習に必要ないもの
禁
止

・通学服（標準服）
・名札（学校にいる時だけ）
・通学帽子
（黄色の安全帽子）
・通学用かばん（両肩にかける鞄
ランドセルまたはリュック式）
・上ぐつ（体育館シューズ兼用）
※白色ベースでつま先の色は自由

・体操服
（半袖シャツ・ショートパンツ

・長袖・長ズボン

・体育用帽子※白色で内側に赤線入り）

ネット上では、勝手に他人の名前を出
したり、写真をのせたりしません！

日々の継続、ご家庭での点検をお願いします

＜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、通告します。

草津小は、関係機関と連携し、安全・安心

な学校運営を進めます。

毎日、家庭学習の課題がでます。

・決められた通学路で登下校します。
・安全のため、登校時間が早くなりすぎないようご
協力ください。(けが等に対応できません)
・課業時間中、門は施錠しています。
ご用の方は正門のインターホンで、お名前、
ご用件をお伝えください。

西門 ７：５０～８：１５

確かな学力を身につけた
心豊かでたくましい

子どもの育成

友だちの日

長なわの日

参観日などは
徒歩か自転車でお越しください

６００名以上の子どもたちが学ぶ学校です。
安全と安心の確保のため、ご協力ください。

保健の日

人にやさしく
学び・かかわり
きたえる子

日課 内容

児童登校 8:15までに
登校

朝の会 8:20-8:30 健康観察

はげみ

タイム

8:30-8:45 国語・算数

読書

1時間目 8:45-9:30

2時間目 9:35-10:20

長休み 10:20-10:30

3時間目 10:35-11:20

4時間目 11:25-12:10

給食 12:10-12:50 12:55まで

歯みがきタイム

昼休み 12:55-13:20

掃除 13:25-13:40

5時間目 13:45-14:30

6時間目 14:35-15:20

クラブ

委員会

14:45-15:30

(6校時)

クラブ4,5,6年

委員会5,6年

下校

４時間 13:20 給食後下校

５時間 14:45

６時間 15:35

・８:１5のチャイムで教室に入ります。
・８:20には、席について活動できるよう
にします。
・日課や下校時刻については、学年通信
や週予定でご確認ください。

GIGAスクール「草津小」の取組

【学校で】

・ネットでの情報取集 ・友だちとの意見交流

・デジタル教科書、教材の活用

・個別の進度に合わせたドリル学習 等

【家庭で】

・オンライン授業 ・家庭学習での活用 等

【社会との交流】

・遠隔地との交流や、企業等とのやりとり 等

・５・６年の算数科、英語科では、専科教員を
活用したティームティーチングを行っていま
す。英語科では、市教委と連携し、海外との
オンライン授業も実施します。

専科教員配置（算数・英語）

個人情報の取扱いについて

・児童の顔写真や動画を撮影し、個人が特
定されるようなSNSなどへの掲載は固く
禁じます。

・児童保護のため、学校が撮影した行事等
の画像や動画については、お渡しできませ
ん。

スクールソーシャルワーカー
との保護者相談

・お子さんの成長に関わる相談につい
ては、お気軽にスクールソーシャルワー
カーとご相談ください。申しこみのご案
内を文書にて適宜行っています。

なかまの日

読書の日(はげみタイム)

毎月第2週 人権教育の取組

毎月第3週 健康安全教育の取組

毎月第1,3週 学級単位の取組

学級の日

毎月第4週 異学年交流の取組

毎月第2週 学級単位の取組

豊かな心と読解力の育成のた
めに、全校で読書に取り組んで
います。図書室から借りた本、
自宅から持ってきた本を静かに
読む習慣を育んでいます。

学校管理下でのけが相談したい、話を聞いてほしい、スト
レスを発散したい、誰かと楽しく遊び
たい、そんな時に、子どもたちが利用
できるところです。楽しいおもちゃや
ぬいぐるみもたくさんあります。

○月・水 … 相談の日
○火・木・金… リフレッシュの日

※開いているのは全て昼休みです。

【電話対応時間】
平日 7:30～18:30

※上記時間以外、及び休日・閉校日は自動応答

☆「Web日記」で、子どもたちの学習の
様子を、毎日更新してお知らせしてい
ます。
☆緊急の連絡や、学校だより、保護者向
けの案内なども随時掲載しています。
☆学校の取り組みや紹介なども掲載し
ています。

草津小
ホームページ
QRコード

HP等には
掲載しません
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