
   
２０２２年度 

大曲東小学校 
（保存版） 

★大曲中学校区めざす子ども像★ 
 

かしこく（知）正しく（情）ねばり強く（意）たくましく（体） よくわかる大曲東小学校 
〒061-1277 北広島市大曲光２丁目８番地 

ＴＥＬ：011－377－7000 ＦＡＸ：011－377－7520 

お子様について心配なことがありましたら、お気軽にご相談ください。 

欠席・遅刻等の連絡 

欠席連絡はメールを基本とします 
oomas-3@hokkaido.school.ed.jp 
学校・担任と直接連絡をとる場合は 

・電話での連絡 377-7000 

・連絡帳や手紙での連絡 
大曲東小の教職員の勤務時間は、８時

００分～１６時３０分です。 

 なお、朝、電話での連絡は７時４０分

以降にお願いします。また、夜１８時３０

分以降の電話はご遠慮ください。 

 １８時３０分以降の緊急電話は、教育委員会に転送され、

教育委員会から管理職へ連絡がくることになっています。 

温かい大曲東小学校 
温かい大曲東小学校とは、一人一人が

力を付けていけるよう、いじめのない、安心
して学ぶ環境をつくるための取組です。 

★大切にしたいこと 
①あいさつ 
 心をこめて、えがおで、相手が気持ちよく
なるようなあいさつを心がける 
②思いやり 
 友達を拍手で応援する、よさを認め合う、
こまっている人を助ける 
③ありがとう 
 支えてくれた人、助けてくれた人に感謝の
気持ちをもち、「ありがとう」と伝える 
※人は誰にでもよさがあります。人を小バカにし

ない、人に冷たくしないことを大切に、全校
で、温かい学校づくりを目指します！ 

主な行事予定 

学校行事 月 日 

始業式・入学式 ４月 ６日（水） 

運動会 ５月２８日（土） 

５年宿泊学習 ６月３０日（木）～７月１日（金） 

２学期始業式 ８月１９日（金） 

６年修学旅行 ９月１５日（木）～１６日（金） 

学習発表会 １０月２２日（土） 

３学期始業式 １月１６日（月） 

卒業証書授与式 ３月１８日（土） 

修了式 ３月２４日（金） 

※体育館を除いた校舎の大規模改築工事
は、8月 20日でほぼ終了し、その後、点

検等を行い、10月 30日をもって、工事の
全日程を終える予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

登下校・帰宅時刻 

・決められた通学路を通ります。 
・交通ルールを守ります。 
・８：００～８：１０に学校に到着す 
るように家を出ます。 
・最終下校時刻は１５時３５分です。 
・帰宅時刻 

４月 １７：００まで 

５月～８月 １８：００まで 

９月 １７：３０まで 

10月 １７：００まで 

11月 １６：３０まで 

12月～１月 １６：００まで 

２月 １６：３０まで 

３月 １７：００まで 

 

登下校時・校外生活 

登下校時！ 
①車道は歩かず、歩道を歩きます。 
②交差点や横断歩道では、飛び出さず、右
左右を確認し、手をあげて渡ります。 

③信号が点滅したら渡りません。 
④横に並び、道をふさぐ歩き方はしません。 
※通学路は交通量が多いです。関係機関と定期的に 

点検し、できるだけ安全確保に努めますが、児童の 

登下校時の見守りもお願いします。 

校外生活！ 
①スケートボードは、道路では乗りません。 
②他の人に迷惑をかける遊びはしません。 
③自転車は安全に運転します。 
④お金の貸し借りや、おごる・おごられるな
どの行為はしません。 

感染症対策 

①マスクを着用します（鼻をおおう） 
②手洗い、換気、黙食を徹底します。 
③校内の消毒を職員が行います。 
④感染状況に応じ、密を避けます。 

ご家庭の協力のお願い 
①学級閉鎖や出席停止（校長が出席しな

くても良いと認めた日）などの扱いにつ

いては、道の通知に基づき対応をして

いきますが、感染状況により、対応が変

わることがありますので、学校からの 

文書やメールでご確認ください。 

②感染症関係で対応がわからない場合な

どは、学校にご相談ください。 

タブレット端末の貸出 
 タブレット端末は、昨年度、５・６年生に、今年
度から全学年に配備されました。 
主に学校の授業で活用しますが、次の場合、

貸出をします。 
①新型コロナウイルス感染拡大防止のための学
級閉鎖時（ただし、２年生は接続テスト等を終

えてから２学期以降を予定。１年生の貸出は
予定していません。） 
・学級閉鎖時は、教室と各家庭を結び、朝の会や国

語、算数等の授業を行います。 

②新型コロナウイルス感染症に係る出席停止
（校長が出席しなくてもよいと認めた日）などの

時、ご家庭から申し出があった場合 
・教室と家庭を結び、授業の様子を中継します。 

③その他、特別な事情で長期間、登校できない

時、ご家庭から申し出があった場合 
・教室と家庭を結び、授業の様子を中継します。 

家庭学習の習慣化 

 
 
 
  
 
 
・自分で丸付けをする 
・課題、まとめ、振り返りを書く 

 家庭学習強化週間（年４回）  
①６／１３～１７  ②８／２９～９／２ 

③１１／１４～１８ ④２／１３～１７ 

※詳しくは「家庭学習の手引き」にてご確認く

ださい。 

子どもの健康 

◎何より、「はやね・はやおき・朝ごはん」な
どの生活リズムが大切です。朝食をとる
と、頭がさえ、集中力もアップします。 

①ゲームやスマホの画面を夜遅くまで見な
いようにし、規則正しい生活をします。 

②保健室は、一時的に応急手当を行い、
経過をみる場所です。病院に行ったほ
うがよい場合などは、保護者に連絡し
ます。 

③校外で怪我をして学校で配慮が必要な
場合は、担任に連絡してください。 

 
 
 
 

通級指導・相談 

ほっこりルーム  放課後の時間帯に、主

にコミュニケーションに関する学習をしま

す。遊びや対話を通して、適切な行動を

身につけていきます。友達と仲よく関わる

方法など、一人ひとりに合わせて指導し

ています。 

心の教室相談員 週に２～３日勤務して

います。子どもの相談はもちろん、保護者

の相談にも対応しています。 

その他相談窓口 

チャイルドライン 0120–99-7777 

いのちの電話 0120–783–556 

「
あ
い
さ
つ
・
お
も
い
や
り
・
あ
り
が
と
う
」
を
大
切
に
し
た
温
か
い
大
曲
東
小
学
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学習用具 

筆入れの中身 
筆入れは用具を取り出しやすいシ

ンプルなものにします。キーホルダー
はつけません。 
 学用品（定規や分度器など）も、で
きるだけシンプルなもので、学習の妨
げにならないものをご用意ください。 

学校に置いていってよいもの 

・夢ノートファイル 
・保健、家庭科、外国語の教科書 
※その他、学年によって指定があり
ます。 

１． 基本は「生活習慣」 

２． 学習の時間（時刻）を決めて 

３． 集中できる環境で 

４． 必要な学習内容を見極めて 

５． 毎日の積み重ねを自信に 

テレビやゲーム等のルール 

 家庭でのテレビやゲーム、スマホを利用する
時間が長すぎると、心や体の成長に悪影響が

あると言われています。 
ご家庭でお子さんとよく話し合い、ルールを 
つくり、守ることが大切です。 

【大曲東小の家庭のルールの例】 
○ゲームは休日のみ。 

○ゲームは平日は３０分、休日は１時間。 
○ゲームと動画は、両方あわせて１時間。 
○ゲームは見守り設定、アラームが鳴るとやめ

る。親の携帯にも時間の記録が残る。 

 チョコッとメディア週間（年４回）  
小中一貫教育のノーメディアデーと連動し、そ
の機関、チェックシートに取り組みます。 
①６／１３～１７  ②８／２９～９／２ 

③１１／１４～１８ ④２／１３～１７ 

メールで連絡します 

 

 

 

メール配信への登録をお願いし 

ます。学校からの情報をいち早く

確認できます。 

※登録後にメールアドレスや機種を変更

した場合は、再登録をお願いします。 

※月に 1回テストメールを配信します。 

配信例 
臨時休校・学級閉鎖 

不審者情報・お迎え型下校等 

大曲プロジェクト 

 大曲プロジェクトでは、大曲地区の地域
の代表者が委員となり、学校、家庭、地
域が一体となって子どもを育てる取組を
行っています。具体的には、子どもたちの
次の心がけを応援します。 

【大曲地区の子どもたちの心がけ】 
□進んであいさつ、立腰ができる 
□公園や道路で、人に迷惑をかけない 
□テレビやスマホについて家庭のルールを守る 

□進んで家庭学習ができる 

 これらの取組について、必要に応じて、
大人が熟議をし、よりよい取組にしてい
き、子どもたちの豊かな成長を支えていき
ます。 

PTA活動 

☆本校の PTA 活動は、ご家庭の負担を考

慮して、一家庭一係としています。 
☆予定している主な活動は次のとおりです。 

○朝や帰りの交通安全の見守り 
○朝のあいさつ運動 
○大曲盆踊り巡視、大曲神社祭り巡視 

○図書の整理・清掃、本の読み聞かせ 
○サマースクール、地域交流会 
○市 P連研究大会参加 

この中で、できる活動について、年度当初に
希望をとります。 
☆ただし、「全員必ず行う」のではなく、「で
きる人ができる時に行う」活動です。 
（コロナ禍なので、「今年度は活動できま
せん」というご家庭も OKです！） 

学校ホームページ 
https://www.city.kitahiroshima. 

hokkaido.jp/oomagarihs/ 
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日 
課 
表 登校 

イースト 

タイム 
朝の会 １校時 ２校時 ３校時 ６校時 ５校時 清掃 昼休み 給食 ４校時 中休み 帰りの会 

（Ｂ日課）→ 清掃なし 

（Ａ日課） 

（60分授業）→ 15:20             15:35 

（60分授業）→ 15:00             15:15 

ご遠慮ください 

 
 
 
 

車での来校× 
 児童の登下校時、学校の駐車場には

乗り入れ禁止です。ご協力願います。 

（怪我や病気等の場合は例外です） 

※お子さんを車で送り迎えする際、学校

の前の道路や交差点は見通しが悪く、

狭くて危険ですので、少し離れたところ

で行うようお願いします。 

小中一貫教育 

大曲地区の３校で、小中一貫教育として、次の

取組を共通に大事にします。 
 大曲スタンダード（学習規律）  

①あいさつ 「進んで」「相手の目を見て」「礼をして」 
②へんじ 「名前を呼ばれた時」「話が分かった時」 
③りつよう 「式」「授業の始まりと終わりの礼」「先生
が大事な話をする時」 

④ことば 発言の最後に「です」「ます」をつける 

 授業スタンダード（授業展開）  
①単元全体のデザイン 

 単元の学習の見通しをもてるようにする 

②思考過程の可視化 
 子どもの考えを見えるようにする 

③考えを共有し、深める 
 考えたことを交流し、深める 

④伸びの実感 
 授業の最後に「振り返り」を行う 

服装・持ち物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎 日 

◆ランドセル、かばん、水筒、ハンカチ、

ティッシュ、健康観察シート、予備のマ

スク、連絡帳（必要に応じて）体育の

時などはジャージ 

天候や季節によって 

◆雨具（低学年はカッパ）、手袋、帽子 

（冬でも手袋をはかずにポケットに手を

入れて歩く子が多いです！手袋をは

くように指導願います。） 

禁 止 

◆学習に必要ない物は持ってこない。 

◆望ましくない服装等 

※食事をとっていない、暴力を受けてい
る、あざがあるなど、児童虐待の疑いが
ある場合は、関係機関に連絡します。 

（60分授業）→14:10                               14:25 

（60分授業）→14:30                                14:45 

https://www.city.kitahiroshima/

