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※授業参観・懇談会・土曜参観は未定です。
※教材費は、口座引き落としです。期日をご確認ください。

　　　　

よくわかる！   浦賀小学校     「学びあう　心ゆたかな　じょうぶな子」

●登校、早すぎないようご協力を！
➡ ケガやトラブルに対応できません。

●通学路変更の日は、必ず連絡を！
※荒巻方面は、2020年度より体育館横門より出入り。

安全のため、駐輪場前道路・駐車場は通行しません。

「放課後遊び」３～６年生は

15:45 まで

校庭で遊ぶことができます。

連絡は 8:10 までに！
☆連絡は「まちこみ」のツールが使用できます。

●遅刻・早退は安全のため、保護者の

送迎をお願いします。
➡学校の校門付近は、警察の指導のもと注意あり、児

童の安全確保のため、駐停車はおやめください。

●連絡がない場合は、家庭訪問や勤務先等に

連絡をすることもあります。
➡ 学校には安否確認の義務があります。

＜電話対応時間＞

●土日祝日の対応はできません。

●上記以外は留守番電話となります。

●緊急時には、学校携帯電話から連絡する

場合があります。

「いじめ」「いじわる」「きけん」

ダメなことは、ダメ！！

小学生に多い"校外トラブル"
●他人の家、立ち入り禁止区域侵入。

●お金の貸し借り、おごり・たかり。

●店やゲームセンターでの迷惑行為。

●危険行為（海、川、山、火遊び）

●その他（自転車事故、友人トラブル）

ルールを決めよう（スマホ）

給食の準備
●ランチマット（毎日清潔なもの）

●ハンドタオル

➡ 給食前は消毒用せっけんで手洗い。

●給食当番 ※帽子の貸し借り禁止

➡ 「マスク」「給食当番用帽子」

＜いつも＞ ※毎週、爪切りを！
➡ ハンカチ・ティッシュ・マスク・（水筒）

＜校外学習＞ ※帽子の貸し借り禁止
➡ 集団の安全を視覚的に行うため、学年で決めた色帽

子、またはそれに準じたものを着用します。

持ち物の記名をお願いします。

ＮＯ！ 学習に必要のない物
例）マンガ、タブレット、ゲームなど

●学習に必要と認めた時は許可します。
➡ 不適切な使い方が見られた場合は、 許可を取

り消すことがあります。

●スマホ等の持ち込みは原則禁止です。止む

を得ず所持が必要な場合は担任を通じてご

相談ください。
➡ 必要と認め許可した場合のみ、保護者の責任下、

職員室で預かります。原則、児童の電話に職員は出

ません。

➡ 故障・紛失、トラブル等の責任は負いません。

●アレルギー対応等、特別な事情以外、食べ

物の持ち込みは禁止です。

●土産等、プレゼント授受は禁止です。

体育・運動について
●体操服・帽子を着用します。

➡ 忘れた場合、理由があっても集団指導の安全上、

見学活動です。予備を用意するとよいです。

●帽子は赤白・黄青を常に準備します。

➡ 体操服、帽子の貸し借りは、衛生面から兄弟姉妹

含め、一切禁止です。

●冬場はチャック・フードの無いトレーナー着用を市の規

定により指導します。タイツ・レギンスを着用したまま体

育は行いません。

●体操服は胸元に名前を入れます。●髪の長い児童は、安全上、装飾のないゴムで

結わけるよう準備してください。
➡ 汚れても構わない・燃えにくい服装等、安全に学習で

きる準備をお願いします。

★安全に関わる場合や学習に影響が出る場

合など、どのような活動であっても、担任の責

任において指導することがあります。

（服装・態度等）

理科・図工・家庭科・体育では

<筆箱> ※シャープペンは使用しません。
●鉛筆５～６本（推奨：Ｂ・２Ｂ）

●赤鉛筆・ネームペン・定規10～15cm

●消しゴム（香り付きは不可）

＜道具箱＞
●のり・はさみ ●クレパス、クーピーまたは色鉛筆 ●

算数教具（30cm竹尺2年､三角定規2年､コンパス3

年途中､分度器4年） ●まっすぐな定規（折り畳み式

は家庭でご使用ください。）

＜手提げ袋＞ ※机の脇にかけます。
●図書室の本（全学年） ●地図帳(３年～)

●国語辞典(３年５月～)

●「国語」「算数」は毎日持ち帰り！
➡ その他の教科は置いて帰ってＯＫ

➡テスト前などは教科書を持ち帰り、宿題にしたり、自

主学習をするよう勧めています。

●ノートは『年度当初に示した形式』で、引き

続きご家庭で購入していただきます。
➡ 変更がある場合は学級通信で連絡します。

教科書は法律に基づき、
税より無償配布されます。
ご家庭でも大切に使用し、

無くすことのないように、
お願いいたします。

●学習習慣を身に付けることが大切！

➡ 宿題は、学校の学習進度にあった内容を

出します。

●学校では提出による確認を行います。

●「めあて」と「振り返り」の習慣化と継続す

る力の育成がポイント！

➡ 家庭学習（自主学習）の提出を、求める

場合があります。

家庭学習を推奨します

早寝・早起き・朝ごはん 感染症予防

保護者の方へのお願い

●うがい・手洗いの励行を続けます。

●マスク着用と予備を忘れずに！

緊急時は「まちコミ」
学校から全校連絡と学年連絡を

メール・アプリにて配信いたします。
機種変更などを行った場合は、
再登録をする場合があります。
学校までお問い合わせください。

①地震の際
本校は耐震工事済ですが、

校庭の標高は約４ｍですので、

津波到達がすぐの場合

☞屋上へ避難
時間があり、高台へ避難する際

☞浦賀中学校へ避難
（コース複数）を想定して、

訓練しています。

※引き取りの際には

「津波てんでんこ」を守り、

迎えに行く方の安全を確認して

お迎えに来てください。

②風水害･浸水の恐れ

☞屋上へ避難

風雨が強く引き取りを待つ場合

☞体育館へ避難

を想定して、訓練しています。

災害時のメッセージダイヤルです。

１７１→「再生のみ使用」② →

０４６８４１００２８<学校の電話番号>

ガイダンスにしたがって、ご利用ください。

【火災時訓練】
火元を避けていちばん近い階段・昇降口を

使い校庭に出る。

【不審者対応訓練】
その場にとどまらず、不審者のいる反対側

から別教室へ逃げ、職員室にヘルプカード

を届けること。また合図の緊急放送を理解し

ておくこと。

①登下校・学校内での活動のけが
●「日本スポーツ振興センター」の対象です。

●医療費負担は、金額・状況などにより異なります。

➡ 詳細は保健室までお問い合わせください。

②教育相談・スクールカウンセラー
●学校まで、お気軽にお問い合わせください。

●内容により、療育相談センター等、他の機関に繋

ぐことができます。

③経済的なご相談
●就学援助制度があります。

➡ 学校の事務室にお問い合わせください。

虐待の疑いがある場合は、

児童相談所等に通報します。

学校には

「児童虐待の防止等に関する法律」

により、虐待は早期発見、通告を行う

義務があります。

浦賀小学校は、関係諸機関と連携を図り、

安全・安心な学校運営に努めます。

浦賀小学校は、

「いじめ防止基本方針」に則り

いじめ行為を許さず、解決を図ります。

不審者の侵入、暴力行為等は、

子どもたちの心理面でのケアのためにも、

即刻１１０番通報いたします。

学童保育「かえるくらぶ」

「行政センター」「青少年の家」等

児童を取り巻く施設と連携を図り、

児童の健全育成に努めます。
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学校HPは、浦賀小教職員及び

児童会活動の「情報委員会」が

発信しています。

＜上ばき＞ ※貸し出しはしていません。

●毎週持ち帰り、自分で洗いましょう。
➡ 忘れた場合、靴底を拭いて外靴で校舎に入ります。外

遊びおよび給食当番の活動はできません。

市のチャイムで帰りましょう！ 夜間（18時以降）は子どもだけで外出しま
せん。深夜の外出は「神奈川県青少年保護育成条例第24条」により保護が一緒
でも原則禁止です。保護者の皆さんも意識して守ってください。

装飾品着用不可（ピアス･ミサンガ等）

職員勤務時間 8:15～16:45
勤務における法定休憩時間 15:15～16:00

※休業日や授業時程によって変更あります。

下校時間 月曜日 火～金

5時間 14:15 14:25
6時間 15:00 15:15

●教室での学習が困難な場合は、お迎えを

お願いします。

➡ 保健室は病院ではありません。応急手当

を行い、経過観察をする場所です。

●緊急時、保護者の確認が取れなくても、救

急車を要請することがあります。

●家でのスマホルールを決めましょう。

➡ 使用時間、置く場所、保護者の権利

●ＳＮＳでのいじめは見えません。

➡ 保護者が把握する必要があります。

平日授業日7:45～17:15
長期休業中8:15～16:45

●水泳学習は以下の場合、できません。
➡ 水泳カード・確認印なし、記入漏れ、水泳帽子／タ

オル等なし(感染防止) 担任は安全指導や準備を優

先しています。確認のお電話はできません。

※津波てんでんこ…
岩手県釜石市で伝承されている、「家族のこと

は気にせず、てんでばらばらになって逃げて、

自分の命を守りなさい。高台で待てば、いつか

必ず迎えが来る」という地域の教え。

予定変更もありますので、

最新情報はこちらで

ご確認ください！

2021/4/5 月曜日 始業式・入学式

前期前半スタート(４時間12:00下校)

給食開始（８日,９日は給食後13:20下校）

個人面談のため午前５時間授業１３:１０下校

2021/7/20 火曜日 前期前半終了

2021/8/30 月曜日 前期後半スタート(４時間12:00下校)

2021/8/31 火曜日 給食開始（給食後13:20下校）

2021/9/17 金曜日 ５年キャンプ(秦野市)

成績処理期間のため５時間授業14:15下校

2021/10/8 金曜日 前期終業式・通信簿配布

2021/10/11 月曜日 後期始業式

６年修学旅行(日光市)

2021/10/30 土曜日 運動会（11/1代休）

個人面談のため午前５時間授業１３:１０下校

2021/12/24 金曜日 後期前半終了

2022/1/7 金曜日 後期後半スタート（４時間12:00下校）

2022/1/11 火曜日 給食再開

2022/3/16 水曜日 給食終了

2022/3/17 木曜日 卒業式準備(下校は学年により異なります。）

2022/3/18 金曜日 卒業式

４時間授業12:00下校(給食無し)

2022/3/25 金曜日 修了式
2022/3/22-3/25

2021/4/6-7
2021/4/8-9

2021/7/6,7,8,9

2021/9/27-10/1

2021/10/14-10/15

2021/12/2,6,7,8,9
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