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・連絡がない場合、家庭訪問や勤務先へ
電話する場合があります。 

・早退や体育などの見学の場合も、城下
の子等でお知らせください。 

・遅刻・早退の場合は、保護者の方の送
迎をお願いします。 

 
 
 
 
 
 
・配付物やプリント類はすべて連
絡袋に入れて持ち帰ります。 

・家庭では毎日確認ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・毎朝、検温をお願いします。また、
マスクは毎日ご準備ください。 

・いじめ・意地悪・危険な行為をし
ない。 

・他人の家の敷地内へ勝手に入っ
たり通ったりしない。 

・お金の貸し借りやおごったりお
ごられたりしない。 

・用事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
ンターなどに入ったりしない。 

・子どもだけで川に近づかない。 
・保護者不在の家へ遊びに行かな
い。 

 

 
 
 
 
・上記の時間までには家に入るよ
うにしましょう。 

 
 
 
 
・自転車に乗るときは、ヘルメット
を着用します。 

 
 
 
 
・安全のため、早く登校しすぎない
ようご協力ください。 

・教室には 7:50 までに入ります。 
 
 
 

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(2B～HB) 
ペン 赤、青ボールペンか 

赤、青色鉛筆 
ネームペン 

消しゴム よく消える白い物 
定規 15 ㎝程度(折りたた

み式でないもの) 
下敷き シンプルなもの 

・その他については、学年ごとにおたよ
りでお知らせします。 

 
 
・お悩みはお気軽に学校にご相
談ください！ 

・専門のスクールカウンセラー
と相談できます。 

・スクールソーシャルワーカー
との相談も可能です。 

※スクールソーシャルワーカー
は、児童が生活の中で抱えてい
る諸問題の解決を図る専門職。 

＊いずれも学校までお知らせく
ださい。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・安全確保のためにも忘れ物をしな
い習慣を身に付けさせましょう。 

  
 
・規則正しい生活習慣が大切です。
就寝は下学年 9時、上学年 10時
を推奨します。 

・早寝早起き朝ごはんを心がけま
しょう。 

・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、保護者への連絡無し
に 119 番することがあります。 

・具合の悪い時は無理させず、休ま
せましょう。 

 
 
・基礎・基本と学習習慣を身に付け
られるように取り組みます。 

 
 
・「望ましい家庭学習・生活習慣」
を参考にしてください 

・見直しをしてから、提出します。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 １・２年 ３年 4～6 年 

クレヨン 〇   
算数セット 〇 〇  
三角定規  〇 〇 
コンパス  〇 〇 
分度器   〇 

・その他については、学年ごとにおたよ
りでお知らせします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・変更になる場合があります。 

 
 
・校庭に面した道路は、朝・夕の車
での通行はできません。 

・校地内に駐車の必要がある場合
は、校庭側の駐車場をご利用く
ださい。 

 
 
・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。 

・学校以外のけがは「PTA 互助会」
の対象となることがあります。 

・けがをして病院にかかったら、担
任にご連絡ください。必要な書
類をお渡しします。 

 
 
・振替・納金日に間に合うようにご
準備ください。 

  
 
・ネットやゲームのやり過ぎは依
存症につながります。入院治療
が必要になる場合もあります。 

・ゲームやネットのルールは、家庭
で決めましょう。 

 
 
 
・本や新聞を読んで脳を活性化し
ましょう。 

・本校二階以上は津波避難ビルに
なっています。 

・授業中の大災害時は、児童を校舎
内で守り、保護者に引き取りに
来ていただきます。 

・連絡は、安全情報配信メール等で
行います。 

・詳しくは「非常災害時における対
応」（４月配付または HP掲載）を
ご確認ください。 

・災害が起こった時、家族で避難す
る場所を決めておきましょう。 

・災害時の連絡や重要なお知らせ
も配信しますので、【安全情報配
信メール】への全員加入をお願
いします。 

・アドレス変更等は担任へご相談
ください。 

・電話網は、個人情報のため作成し
ません。 

 

日
課
表 

登校 朝学習 １・２校時 パワーアップ
タイム ３・４校時 給食 昼休み 清掃 ５・６校時 帰りの会 朝の会 

欠席・遅刻・早退の連絡 
7：５０まで 

【電話対応時間】 
平日７:20～１８:３０ 

玄関開錠 
7：15～８：００ 

下校時刻 
5 校時→15 時 05 分頃 

6 校時→15 時 55 分頃 
 

４月～９月 １８:００ 
１０月～３月 １７:００ 

自転車乗り 
４月の交通安全教室から、 
初雪が降るまでとしています。 

毎
日 

■ランドセル・学習用具 
■宿題・連絡袋・防犯笛 
■ハンカチ・ティッシュ 
■城下の子 
■体育の時は体操着 
 

原
則
禁
止 

■携帯・スマホ・お金 
■学習に必要ないもの 
※特別な事情がある場合は、ご
相談ください。 

 

水泳学習 
１ 以下の場合、水泳学習はできません 

①水泳カードがない ②確認印がな
い ③記入漏れ ④水泳帽子／タオ
ル等の忘れ物（感染防止） 

２ 担任は安全指導や準備のため、確認
の電話はできません。 

手紙の配付の仕方 

はさみ・糊・色鉛筆・紅白帽・ 
とび縄・探検バック・お道具袋・
工作マット・鍵盤ハーモニカ・リ
コーダー・習字道具・絵具セット 
■国社算理以外の教科書など 
 

毎日「宿題」が出ます 

自主学習を推奨しています 

習慣化して大きな花を咲かせましょう 

生活リズムが大切です 

「ほっとスルメール」（八戸市の
緊急・気象・火災・防犯などの情
報）もアプリをダウンロードし
てご利用ください。 

心配！危険！【ネット依存症】 

ネットやゲームは１日１時間
未満にしましょう。 

けがをして病院に行ったら 

学校納入金についてのお願い 

教育相談・スクールカウンセラー 

スクールゾーン 

不審者・事故・暴力はすぐ 110 番 
八戸警察署：43-4141 

学
校 

家
庭 

連絡袋 

「城下の子」も毎日確認印を！ 

忘れ物を学校に取りに来ること
は原則禁止させていただきます

「夏・冬・春休みのくらし」は城下の子に掲載しています。 

学校ブログは、上記の
アドレスを打ち込む
か、右の QR コードを
読み込むことで閲覧
することができます。 
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登校 朝学習 １・２校時 ３・４校時 給食 昼休み ５・６校時 帰りの会 朝の会 1・2 年生は 
14:20 下校 

※城下小の勤務時間は 8:00～16:30
です。本校は、働き方改革を進め、
ご家庭・地域のみなさまとともによ
り質の高い教育の推進に努めます。 

1学期始業式・入学式 4月7日（水）
自由参観日 4月23日（金）
大運動会 5月22日（土）
参観日 7月14日（水）

1学期終業式 7月21日（水）
2学期始業式 8月24日（火）

日曜参観日・ＰＴＡバザー 10月3日（日）
学習発表会 10月16日（土）
参観日 12月10日（金）

2学期終業式 12月23日（木）
3学期始業式 1月13日（木）
参観日 2月22日（火）

卒業証書授与式 3月18日（金）
修了式 3月25日（金）


