
令和４年度
保存版

〒335-0011 埼玉県戸田市下戸田1丁目11番15号
TEL：048-442-3911 FAX：048-443-9819

生 活 学 習 その他

◇欠席・遅刻の連絡は８：００までに欠席・遅刻連
絡フォームでの連絡が原則です。体育見学も入力
可です。

（やむを得ず電話連絡の方は８：２５までに）

◇通学班への連絡を必ずしてください。
◇連絡がない場合は、家庭訪問や勤務先への電話
確認をする場合があります。

◇早退については連絡帳でご連絡ください。
◇遅刻・早退の時は安全確保のため、保護者の送迎
をお願いします。

欠席・遅刻／早退・見学
◇筆箱は箱型
◇シャープペンシ
ル、ボールペン
の使用不可

◇道具箱の中のカ
ラーペンは使用可

◇その他に学年か
ら指示がある場
合もあります。

筆箱の中
鉛筆５本 ４Ｂ、２Ｂ、Ｂ

（学年から指定されます）

赤 鉛 筆 赤青鉛筆も可

消しゴム 白(香りなし)

定 規 ２年生以上

ネームペン 油性・黒

※Ｌモジュール：国算等 Ｅモジュール：英語

朝の学習
月 Ｌモジュール(１～２年) 学級の時間(３～６年)

火 各種朝会等

水 Ｌモジュール(１～２年)   Ｅモジュール(３～６年)

木 Ｅモジュール

金 Ｅモジュール(３～６年)    読書(１・２年)

◇原則AIドリルによる宿題をベースとします。
（Qubena・ドリルパーク・ジャストスマイルドリル）
◇AIドリルによる宿題の開始時期は、発達段階に
合わせて進めていきます。

◇Google classroomを活用することもあるので毎
日確認をお願いします。

宿題と家庭学習

※年度途中でノートが変わる場合はお知らせいたします。

各学年カラーとノート
国語 漢字 算数 理科 社会

1年(黄) 8マス 50字 7マス

2年(水色) 12マス 84字 17マス

3年(赤) 5mm方
眼

84字

5㎜方眼
（中心リーダー罫入り）

4年
(オレンジ)

12行 104字

5年(紺) 15行 104字

6年(緑) 15行 150字

◇学校に置いておくもの
・音楽バック ・探検バック ・道具袋
・その他学年で指示があったもの

◇習字の筆や硯、絵の具のパレットや筆は学校では
洗いません、家に持ち帰って洗います。

その他の持ち物

道具袋の中

・はさみ ・色鉛筆 ・のり
・セロハンテープ
・その他学年から指示があっ
たもの（三角定規・コンパス等）

◇緊急連絡はHome＆Schoolでお知らせします。利
用するには登録が必要です。

◇アドレス変更等があった場合はお知らせください。
◇ホームページやFacebookでも情報を公開します。

ホームページ Facebook

緊急連絡

◇給食費、学年・教材費等は引き落としになります。

未納対応事務の軽減にご協力ください。

※初回は５月中旬に４、５月分の引き落としになります。
※２月が最終で２、３月分の引き落としになります。

学校経費の納入

給食費の引き落とし日は です。

◇授業中の災害時の対応は可能な限り、Home＆
Schoolで一斉メールを送信します。

◇学校への個人的な連絡は対応できません。
◇震度５弱以上の地震の際は、学校から連絡がなく
ても保護者の方への引き渡しとなります。

災害時の対応

◇お子さんの成長についてのお悩みは学校にご相談
ください。

◇相談を希望される方は、学校までご連絡ください。
◇水SDDDDDDDA曜日・金曜日がスクールカウン
セラーの相談日
になります。

◇管理職への相談は随時受け付けております。

教育相談・スクールカウンセラー

・登校から下校までのけがは「日本スポーツ振興
センター」から医療費の給付を受けられます。
けがをして受診する場合は、担任または養護教
諭にご連絡ください。

その他のお知らせ
けがをして病院に行ったら・・・

＜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。

◇規則正しい生活習慣を心がけましょう。
◇毎朝の検温、チェックシートへの記入、マスク着用、
手洗い、うがいを欠かさず行いましょう。
※保健室は病院ではありません。保健室は一時的に応
急手当を行い、経過をみる場所です。
※発熱が確認された場合、風邪気味の場合はお迎えを
お願いします。
※緊急時には保護者への連絡なしに119番することが
あります。

保健室から
元気に学習するために

◇学校から電話をする場合、発信専用スマートフォ
ンを使用します。下記番号を登録しておいてくだ
さい。折り返していただく場合は学校の電話番号

（048-442-3911）へお願いします。

◇電話対応時間 ７：３０~１８：００

学校からの連絡について

戸田東小学校発信専用スマートフォン
① ０８０-５８９０-００２６
② ０７０-２４９２-４２８５
③ ０７０-２４９２-４２８６

◇決められた登校班で登校します。
◇通学帽子か運動帽子(6年)をかぶって登校します。
◇安全のために早く登校しないようにしてください。
（けが等に対応できません。）
◇家に忘れ物をしても取りに帰りません。

◇帰りの会が終わったらすぐに下校します。
◇決められた通学路で下校します。
◇原則学校に忘れ物をしても、下校後は取りに来る
ことができません。但し、保護者の連絡後、保護
者同伴で原則17:00までなら可能となります。

登下校
登校 ７：５０～８：１０

下校 ５校時 １４：４５
６校時 １５：３５

◇ランドセル（キーホルダーはつけない）
◇上履き（色は白で生ゴム）
◇防犯ブザー
◇給食袋（ランチョンマット・マスク・歯ブラシ・
プラスチック製のコップ）

◇ハンカチ・ティッシュ・連絡帳・筆記用具
◇マスク・水筒・マスクを入れるビニール袋・体温
チェックシート
※禁止➝携帯電話（防犯用含む）、学習に必要のない物

服装・持ち物

◇体育の服装➝決められた体操着、運動帽子
髪飾りはシンプルなもの
タイツ・ニーハイソックスは不可
冬期は体育用に用意したフードなしの
トレーナーの着用可

※脱いだ上着は腰にまきません。パーカー等のフー
ドはかぶりません。手にシュシュ等はつけません。

体育の服装

◇友達と遊ぶ時には、お金を持っていきません。
◇子供だけで学区外に遊びに行きません。
◇一人で自転車に乗れるのは３年生の交通安全教室
終了後からです。

◇１、２年生は保護者の方と一緒の場合、自転車に
乗ることができます。

◇駐車場やマンションのロビーで遊びません。
◇道路や歩道でキックボード、ジェイボード、ロー
ラーブレイド等の使用はしません。

◇放課後、校庭で遊ぶ場合は、自転車で来ません。
◇校庭での飲食は禁止です。（水筒の持参は可）
◇校庭や公園等では、周囲に配慮し安全に遊びます。

校外での約束

帰りの会
クラブ 委員会

東小広場

15:20

帰りの会

15:30

14:45 15:30

6校時

給食 歯みがき 清掃 昼休み 5校時 学習準備学習準備 2校時 15分休み 3校時 学習準備 4校時水曜日
(クラブ・委員会・東小広場)

登校 学習準備 朝の学習 朝の会 1校時

13:05 13:10 13:25 13:45 14:30 14:359:45 10:30 10:45 11:30 11:35 12:208:00 8:20 8:30 8:45 8:55 9:40

清掃 昼休み 5校時 学習準備

5時間授業

6時間授業 15分休み 3校時 学習準備 4校時 給食 歯みがき

13:45 14:30 14:35

登校 学習準備 朝の学習 朝の会 1校時 学習準備 2校時

11:30 11:35 12:20 13:05 13:10 13:25

14:40

8:00 8:20 8:30 8:45 8:55 9:40 9:45 10:30 10:45

12:20 13:05 13:10 13:25 13:45 14:309:40 9:45 10:30 10:45 11:30 11:35

給食 歯みがき 清掃 昼休み 5校時 帰りの会学習準備 2校時 15分休み 3校時 学習準備 4校時

8:00

登校 学習準備 朝の学習 朝の会 1校時

8:20 8:30 8:45 8:55

帰宅 春 3/15～4/30   17:30
夏 5/  1～8/31 18:00
秋 9/  1～9/30   17:30    
冬 10/  1～3/14 16:30


