
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ６時間授業の日（火～金曜日など）                                                                  ５時間授業の日（月曜日など） 
8:10       8:25        9:15       10:00       10:20       11:10       11:55        12:45      13:00       13:20        14:10       13:55         15:10       13:20      14:10               14:25 

豊岡小学校基本ガイド 
未来の夢に向かって 心豊かに 自ら考え行動できる児童の育成 

 

【2022豊岡小学校基本ガイド Ver1】 

〒303-0041 常総市豊岡町 3362 

℡0297-24-0554  FAX0297-24-0556 

http://www.joso.ed.jp/toyooka-e/1.html 
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・「けんおんくん」には出欠、遅刻、体温、

体調などを入力します。 

※入力すれば電話連絡の必要なし 

・連絡がない場合、家庭訪問や緊急連絡

先への電話連絡で確認します。 

・早退や体育などの見学の場合、連絡帳

等でごお知らせください。 

けんおんくんの入力 

6:00～7:40 
 

遅刻・早退の場合送迎をお願いします 

平日７：３０～１７：００ 

 

 

 

 

・決められた通学路で登下校します。 

・原則、通学班で登下校とします。 

・安全のため、早く登校しすぎないよう 

 ご協力ください。 

・８：１０から朝の会が始まります。 

・８：００までには登校しましょう。 

昇降口 7:45～8:00 

下校 
５校時→14:25 

６校時→15:10 

4～9月 17時まで 

10～3月 16時 30分まで 

 

・いじめ、意地悪，危険な行為 

・他人の家の敷地内に勝手に入ること 

・お金の貸し借りやおごること 

・子供だけでゲームセンター、川や沼、

用水路に行くこと、火遊びなど 

※「よいこの一日」をご覧ください 

 

・入院治療が必要になる場合もあります。 

・ゲームやネット、SNSのルールを家庭で

決めましょう。 

・寝不足から集中力をなくしたり、体調不

良を訴えたりする児童がいます。 

・スマホやゲームを控えて、家族で過ごす

時間をつくりましょう。 

ダメなことはダメ！ 

～ 

心配！【ゲーム・ネット依存】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎 日 
■服装は学習に適したもの 
※体育のある日は体操服 

■ランドセル 
※夏季はリュックも可 

■上履き（学校指定） 
■ハンカチ・ティッシュ 
■マスク（予備も） 

■雨具、傘 
■手袋、マフラーなど（寒い時期） 
■日傘、冷感タオル等（暑い時期） 

禁 止 
■携帯・スマホ・お金 
■学習に必要ないもの 

ヘルメットをかぶろう！ 

 

 

 

 

・万が一の事故に備え、自転車保険へ

の加入をおすすめします。 

・自転車は、事故でけがをするばかり

でなく、時には相手にけがをさせ

てしまいます。自転車に乗る際は

十分気を付けさせてください。 

・暗くなった場合は、早めにライトを

つけるように声をかけてくださ

い。 

低学年…自分の家周辺 

中学年…地区内 

高学年…学区内 

 

持ってくる学習用具 
 
 

鉛筆 ５本（２Ｂ、Ｂ、ＨＢ） 

※1年生は 2B 

赤青鉛筆 

ペン 

1 4年 赤青鉛筆 

5・6年 赤・青ボールペン

も可 

消しゴム 白のシンプルなもの１個 

（香り無しのもの） 

定規 15ｃｍ程度・透明なもの 

２つに折れないもの 

・全学年タブレットを持ってきます。 

・筆箱にはキーホルダーをつけず、机の

中に入る大きさにしてください。 

・鉛筆は必ずといできます。 

学習に集中できるよう、筆箱の中身はシン

プルなもので揃えます 

学校におく学習用具 

 

 

 

 

１年 クレヨン 

２年 クレヨン、三角定規 

３年 クレヨン、三角定規、分度器 

コンパス 

４～６年 三角定規、分度器、コンパス 

※三角定規・分度器は透明なもの 

※荷物の軽減のため、教科書等は教室

に置いておくものがあります。 

（必要に応じて国・算は持ち帰る） 

全

学

年

共

通 

〈お道具箱〉 
■はさみ ■のり 
■ネームペン 
■フェルトペン 
■クーピー（色鉛筆可） 
■書き方鉛筆 

ノートをそろえています 

【国語】      (２学期) 

１年生   10 マス→12 マス 

２年生  15 マスリーダー入り 

３・４年生  18マスリーダー入り 

５・６年生  5 ミリ方眼 

【算数】     （２学期） 

１年生  6マス→7マス（横開き） 

２年生  17 マス 

３～６年生  5ミリ方眼 

【社会】 

３～６年生  5ミリ方眼 

【理科】 

３～６年生  5ミリ方眼 

宿題と家庭学習 

 

【自主学習ノート】 

 ３～６年生    5 ミリ方眼 

 

 

 

 

 

・やり方は、担任が指導します。 

朝が大切！ 
・朝のスタートが一日を決めます。 

 

 

・朝ごはんをバランスよくとると、頭が

さえ、集中力もアップします。 

 

 

 

 

 

 

・朝の会までに荷物の整理をします。 

・立腰で朝の会をはじめます。 

朝ごはんでスイッチオン！ 

保健室から 
 

・「早寝・早起き、朝ごはん」 

・歯みがきをしましょう。 

・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

えをお願いしています。 

・緊急時には保護者への連絡なしに

受診、または 119 番することもあ

ります。 

・受診した際には、保険証を持参して

ください。 

 

生活リズムが大切！ 

 

病院での受診が必要な時には 

学校からのお願い 

・災害時及び緊急連絡，諸連絡はマチコミメ

ールでお知らせします。 

・下校時刻は一覧表で

ご確認ください。 

※マチコミメールで

もお知らせします。 

・期日に引き落としができるようにご協

力ください。

 

◆学校指定口座へ振り込むようにお願い

します。 

スポーツ振興センター 

 

◆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。そのような場合は，担任または学

校にご連絡ください。 

※３割負担の保険診療で、1,500円以上

の場合が対象となります。 

けがをして病院に行くときは… 

学校諸会計引き落としができない場合 

 

 

 

・お悩みは学校に相談ください！ 

・定期的に専門のスクールカウンセラ

ー（ＳＣ）が来校します。詳しくは

おたより等をご覧ください。 

・秘密は厳守されます。 

教育相談 

スクールカウンセラー（ＳＣ） 

 

 

【いじめなどお悩み相談】 

・いじめ・体罰解消サポートセンター 

0296-22-7830 

・子どもホットライン  029-221-8181 

・茨城県教育研修センター 

                      0296-71-3870 

頼りになるサポート（主なもの） 送迎の際は 

 

・指定された場所に駐車してください。 

・安全確保のため、学校敷地内まで送

り・迎えをお願いします。 

・給食センター職員の駐車場には停めな

いでください。（中央エリア） 

・事故のないようにご注意ください。 

給食センター駐車場を利用 

学年×１０分＋１０分 

 

学校諸会計 振替は 毎月 ５日 

再振替は毎月１５日 

 

■紅白帽子は週末持ち帰り 

※ゴムが緩い場合は付け替えてください。 

◆白衣 
・給食当番の週は、個人の給食当番
用白衣や帽子を持ってきます。 

◆給食セット袋 

・はしセット 
※わりばしは使用しない 

・テーブルクロス 
・曜日のタオル 

月・白，火・ピンク 
水・水色、木・黄緑，金・黄 

◆歯磨き袋 
歯ブラシ、コップ 

※ 学年や時期によって変更になる場合があります。 

漢字、計算 
理科、社会、外国語など 
〈タブレット学習〉 
・ｅライブラリ 
・タイピング 
・プログラミング 

〈読書〉 立 腰 でスイッチオン！ 

あいさつ で気持ちよい一日を！ 

主菜 卵、ハム、チーズ、魚 

 

主食           副菜 

ごはん、パン       スープ、みそ汁 

ゆうちょ銀行 記号：10660 番号：47864501 

口座名義：常総市立豊岡小学校総合 

 

天候によって 

そ の 他 

給食で使うもの 

自転車が乗れる範囲 

【電話対応時間】ご協力お願いします 

 
帰宅 

時刻 

家庭学習の内容 

朝の会 １校時 ２校時 業間休み ３校時 ４校時 給食 清掃 昼休み ５校時 ６校時 帰りの会 一斉下校 ５校時 帰りの会 一斉下校
日課表 


