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地震・津波発生時の対応 
■登・下校中の時 
【震度６弱以上・大津波警報】 
〔バス生徒〕乗車中⇨直接避難所へ 

      バス待ち中⇨家庭へ 

〔徒歩・自転車生徒〕 

      家か学校の近い方へ 

■学校にいる時 
【震度６弱以上】 
  安全確認後、下校繰り上げ 

〔バス生徒〕バスで下校 

〔徒歩・自転車生徒〕保護者の迎え 

【大津波警報】 

〔全校生徒〕バス・職員車両で避難 

  「MO-TTO かぜて」へ 

  安全確認後、保護者の迎え 

※４月配布「緊急事態マニュアル」を 

 ご確認ください。 

 欠席、遅刻・早退 
保護者からの連絡、保護者による

送迎をお願いします。 
■電話連絡は 7:30～8:00 までに。 

 ※職員打合せ：8:00～8:15 

■連絡がない場合、ご家庭やお勤め先 

 に確認のお電話をすることがありま 

 す。 

■早退についても担任までご連絡くだ 

 さい。 

■遅刻・早退は、生徒の安全確保のた 

 め、原則保護者送迎でお願いします。 

 

 

 

 ※送迎時、校地内での車の運転は、 

  事故のないよう十分ご注意くだ 

  さい。 

 

安心安全メール 
■安心安全メールによる連絡 
・集団下校、学年閉鎖 

・自然災害等による臨時休校 

・不審者情報 

・部活動（予定変更、帰着時刻等） 

・動画配信等のお知らせ 

・その他緊急を要する連絡 

※旅行的行事の途中経過 

■新規加入・更新について 
【１年生】 

入学時に新規加入の 

ご案内を配布します。 

【２、３年生】 

始業式の日に更新の 

ご案内を配布します。 

更新手続きをお願い 

します。 
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登・下校、帰宅時間 
登校  ８：１５ 
■決められた通学路で登下校させて 

 ください。 

■8:15 から朝の活動が始まります。 

■日中は基本的にノーチャイムです。 

下校 １４：４５（５時間） 

   １６：１５（６時間） 

帰宅 １８：３０ ５～10 月 

   １８：００ 11～４月 

   ２１：００ 祭典時 
※外泊は禁止です。 

朝・帰りの過ごし方 
■登校したらタブレットを保管庫から 

 持って教室に入る。（５月から） 

■授業道具の整理と朝読書の本を用意 

 し、自分の席に着く。 

■朝読書から１日が始まります。自分 

 の読みたい本を用意し 10 分間集中 

 して読書。その後、朝の会を行いま 

 す。 

■下校前に、タブレットを保管庫に戻 

 す。 

服装・持ち物 
■毎日 
・基本は制服 ６～９月 夏服 

      １０～５月 冬服 

 ※行事等でジャージ登校あり 

・持ちやすいカバン 

・ハンカチ、ティッシュ 

・筆記用具、学習用具 

・お便り入れ用ファイル 

・教科によって必要なもの 

 

■学校に置いてよいもの 
国 語：国語辞典、国語便覧 

社 会：地図帳、ワーク、ファイル 

英 語：辞書 

他：ワークやファイル 

  絵具セット・水入れ 

  体育実技教科書 

  道徳・総合のファイル 

学習の規律 
①休み時間のうちに授業の準備、教室 

 移動を済ませて席に着く。 

②決められた服装で授業に臨む。 

③始業・終業時は号令をかける。 

 

【学力テスト時の持ち物】 
 

 ・筆記用具 

 ・直線定規 

 ・コンパス 

休み時間の過ごし方 
■業間休みの時間 
・係の仕事、次の授業の準備、トイレ 

 などの用をたす時間です。チャイ 

 ムが鳴りません。時計を見て自分か 

 ら進んで行動します。 

■昼休みの時間 
・ルールやマナーを守り、怪我や周囲 

 の状況に注意して遊びましょう。 

・ボール遊びは決められたボールを使 

 い、使用後は元の場所に責任をもっ 

 て戻します。 

テ ス ト 
■定期テスト 
 １学期：６月 

 ２学期：９月、11 月 

 ３学期：１月(３年)２(1.2 年) 

・２週間前に範囲表を配布します。 

 計画的に取り組みましょう。 

■学力テスト 
 全学年：４月、８月、２月 

 ３年生：９月（総合Ａ） 

     10 月（総合Ｂ） 

     11 月（総合Ｃ） 

     12 月（模擬試験） 
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家庭学習のすすめ 
 

 
■継続・習慣化 
・１時間以上は机に向かい、宿題や自主的 

 な学習に取り組みましょう。 

・毎日決まった時間に復習、予習を中心に 

 行うようにしましょう。 

■各教科の宿題 
・学習内容の復習や練習を兼ねて、15 分 

 程度で取り組める宿題を出しています。 

放課後の活動 
■月曜日 拭き掃除デー（月１回） 

■火曜日 体力向上（E-プロ） 

■水曜日 学力向上（B-プロ） 

■木曜日 委員会活動 

■金曜日 （会議・研修日） 

 ※会議研修の場合は部活動中止 

 

■部活動 陸上部、バドミントン部 

     スピードスケート部 

《終了時刻》 

・夏季（５～10 月）１８：００ 

・冬季（11～４月） １７：３０ 

体力向上の取り組み 
■新体力テストの全学年実施 
・毎年５～６月 

・結果を分析して課題を把握し体育 

 の授業や体力向上（E-プロジェク 

 ト）につなげます。 

■体力向上（E-プロジェクト） 
・毎週火曜日「放課後活動」の時間、 

 「ラン＆ウォーク」「霧中サーキッ 

 ト」等に取り組みます。 

■家庭での運動習慣をつけると 
健康の保持増進につながります。 

令和３年度の主な行予定 
４月 17 日 参観日・ＰＴＡ総会 

６月３０日 第２回参観日 

７月 10 日 校内陸上大会 

116 日 進路説明会 

122 日 夏季休業～8/17 まで 

8 月 18 日 ２学期始業式 

131 日 修学旅行～９/３まで 

10 月 9 日 霧中祭 

12 月 11 日 第３回参観日 

   25 日 冬季休業～1/16 まで 

 １月 17 日 ３学期始業式 

 ２月 18 日 第４回参観日 

 ３月 15 日 第４７回卒業式 

   24 日 修了式・離任式 

主なＰＴＡ活動 
（例年行われる取り組み） 

・第１回参観日、ＰＴＡ総会（４月） 

・第１回委員総会（５月） 

・環境整備作業（５月） 

・第２回参観日（10 月文化祭後） 

・ＰＴＡミニバレー（秋） 

・釧Ｐ研究大会（11 月１週目日曜） 

       ※３年度弟子屈町 

・町Ｐ研究大会（11 月２週目日曜） 

・第３回参観日（12 月） 

・第４回参観日（２月） 

・ＰＴＡ送別会（３月末） 

～大人が子どもの見本に～ 
■子どもを見てください。 
・教育活動中の私語、校内での飲食 

 はご遠慮くださるようお願いしま 

 す。 

■大人は子どもの基準です。 
・良いことに対して褒める、だめな 

 ことに対しては注意する。毅然と 

 した態度が子どもの判断力・行動 

 力を育てます。 

■大人が協力して 
・家庭と学校が協力して子どもを育 

 てましょう。気になることがあれ 

 ば、いつでも遠慮なく学校にご連 

 絡・ご相談ください。 
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副教材費は振込です 
■教材費（７月１日まで） 
  １年生：13,372 円 

  アルトリコーダー購入は+2100 円 

  ２年生：12,558 円 

  ３年生： 7,430 円 

諸費納入は集金袋で 
■PTA 会費（７/12/2 月） 

6,000 円、1,000 円 

■生徒会費（７月上旬） 
2,500 円 

■学校行事写真（入・卒業式等） 
  業者による撮影、斡旋 

■部費・大会参加費・各種検定料 

早寝・早起き・朝ごはん 
■規則正しい睡眠リズム 
・睡眠不足や不規則な睡眠リズムは、 

 情緒面や行動面に 

 マイナスな影響を 

 与えます。 

・毎日８時間程度の 

 睡眠を心がけまし 

 ょう。 

■朝ごはんはエネルギー 
・体温が上がり、頭が冴えます。朝食 

 を必ずとりましょう。 

■メディアは２時間以内 
・電子端末機器の長時間使用は、睡眠 

 に影響し、依存症になる可能性も高 

 まります。 

生活リズムは全ての土台 
■学力・運動能力向上はリズムから 
・正しいリズムは学力アップ、運動 

 能力の向上のための基本です。 

■生活リズムチェックの実施 
・６～１２月の 

 間「生活リズ 

 ムチェック」 

 を実施して、 

 生活習慣改善 

 に活用します。 

■保護者へのお知らせ 
・ご家庭での声かけにいかしていた 

 だくため結果を保護者にもお知ら 

 せします。 

日課表 
   8:15      8:25  8:40   8:45  9:35     9:45    10:35   10:45  11:35   11:45  12:35         13:20  13:25  14:15   14:25  15:15             15:40  16:10  部 

活 

動 

夏季 ～１８：００ 

冬季 ～１７：３０ 
   登校   朝読書   朝の会      １時間目       ２時間目       ３時間目       ４時間目   給  食  昼休み       ５時間目       ６時間目    清 掃    帰りの会  放課後活動  

                                                                               ５時間下校バス１４：１５                     ６時間下校バス１６：１５  
 

家庭学習を通して、小さなことでも継続

して取り組む態度や姿勢を育みます。 


