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【学校基本情報】 【学校経営の重点】 【学校職員】 

苫小牧市立若草小学校 

〒053-0021 

苫小牧市若草町 1丁目 4番 5号 

TEL 0144-32-6584 

FAX 0144-32-6585 

学校課題  

児童の居場所となる学級・学校の創造 

～一体感ある指導の充実を通して～ 

解決に向けた指導の重点 

仲のよい学級づくり 分かる・できる授業づくり 

～自己肯定感・自己有用感・自己効力感を育む～ 

 

【1学期の行事予定】 【2学期の行事予定】 【3学期の行事予定】 

4 月 ７ 日 始 業 式  

4 月 ８ 日 入 学 式  

5 月 2 日開校記念日 

６月１８日運 動 会 

７月 6・７日 5年宿泊学習  

7月 20・21日修学旅行 

７ 月 2 8 日 終 業 式 

８月 25 日始業式 

１０月１5日学習発表会  

１２月２3 日終業式 

１月１ 6 日始業式 

３月１ 7 日卒業式 

３月２４日修了式 

【登下校に関するお願い】 

 基本的に徒歩での登下校をお願いしています。やむを得ず自家用車等で登下校

される場合、駐車場内での他の車や児童との接触事故等には十分ご留意ください。 

 

【登校・下校時刻】 【欠席等の連絡】 【記名章】 【持ち物】 【帰宅時刻】 

○登校 

７：５０～８：０５の間に登校しましょう。 

○下校（学年通信でお確かめください） 

・（月水木）5時間授業 １４：０５ 

      6時間授業 １４：５５ 

・（火・金）5時間授業 １３：４０ 

      6時間授業 １４：３０ 

 遅刻・欠席する場合は、８：０５まで

に学校に連絡してください。連絡帳か電

話でお願いいたします。 

 連絡なしで登校が確認できない場合

は、こちらから電話や家庭訪問等をいた

します。早退については、お迎えをお願

いしております。（お子さんだけでの早

退はお断りしております。） 

記名章は学校で保管

します。次の店舗で販売

しています。 

◎ フードセンターふか川

新中野町3-12-18 

◎セブンイレブン白鳥アリーナ前店 

若草町 5丁目 5-6 

１ 学習に必要のないも

のは持ってきてはいけ

ません。 

２ シャープペンシルは

使いません。 

３ 携帯電話・スマートフ

ォンの持ち込みは禁止

しています。 

 次の時刻までに家に帰りま

しょう。 

４・９月 １７：３０ 

 ５～８月 １８：００ 

１０月 １６：３０ 

１１～1月 １６：００ 

   2月 １６：３０ 

      ３月 １７：００ 

市内全体のきまりです。 



【日本スポーツ振興センター】 【プール学習】 【スケート学習】 【外国語活動・外国語科】 【宿題・家庭学習】 

学校の活動で起きたケガ等 

で病院にかかったときに、医 

療費が給付されます。 

加入金として、毎年５月頃

に１人あたり３９０円を集め

ます。 

今年度は、実施しません。 

 

白鳥アリーナで実施予定です。実

施時期は 12 月～2 月末です。スケ

ート靴（ホッケーまたはフィギュア）

の準備をお願いします。レンタルも

ありますが、当日の手続きに時間が

かかりますので、できるだけ個人持

ちの靴を用意してください。 

 3年生以上で外国語の学習 

を行っています。外国語専科の

畠山先生が指導に当たります。 

３・４年生３５時間 

５・６年生７０時間 

宿題は基本的にどの学年も 

毎日出しています。家庭学習

は、学年×１０＋１０分を目

安に、中学校区エリア作成「家

庭学習の手引き」などを参考

に取り組ませてください。 

【教材費】 【給食費】 【就学援助】 【元気に生活するために】 【学習用ノート】 

学期ごとに、授業の中で使

うドリル・ワーク、工作キット

やテスト等の代金を集金して

います。金額は学年ごとに異

なります。今年度から、ゆう

ちょ口座からの引落しになり

ます。お手数ですが、口座の

開設等のお手続きをよろしく

お願いします。 

 給食費は月額４、５００円 

です。 

（１年生４月分は３，３８０円） 

納入は口座振替、納付書に 

よる金融機関での窓口支払

いとなります。 

 詳しくは第１給食センター

（５７－５８８１）にお問い

合わせください。 

苫小牧市では、小中学校に 

就学する児童生徒が楽しく学

習できるよう、経済的にお困

りの方に費用の援助を行って

います。 

 援助を希望される方は、申 

請書を学校に提出してくださ 

い。 

※申請は毎年必要です。  

○起床時刻の目安 

午前６：３０ 

○就寝時刻の目安 

1，2年生→午後 8：３０まで 

3，4年生→午後 9：００まで 

5，6年生→午後 9：３０まで 

○メディア（テレビ・PC・スマホ・ゲーム）に

ふれる時間を 1 日 2 時間まで

にしましょう。  

毎月第 1 日曜日「ノーゲームデー」 

月に１度の「チャレンジデー」 

毎週水曜日「アクティブデー」 

 ノート指導の観点から、1

冊目のノートは学校で一括購

入したものをお配りします。

（代金は後日教材費として集

金します。） 

 2年生以上の 2冊目以降は

1 冊目のノートを参考に、購

入してください。規格が同じ

ならばメーカーが違っても構

いません。 

【PTA一家庭一活動】 【PTA会費】 【ネームホルダー】 【一斉メールシステム】 【緊急時の対応】 

 本校では、すべてのご家庭

に一つ以上のＰＴＡ活動をお

願いしています。今年度は、学

年ごとに可能な活動を募集を

する形でお手伝いねがいま

す。参加が難しい家庭にも、何

らかの形でお手伝いいただき

ます。 

PTA 会費は一家庭につ

き、年額１，２００円です。 

 

 

 

来校されるときは、各家庭に

お配りしているネームホルダ

ーを首から下げていただきま

すようお願いいたします。（ホ

ルダーは入学時及び転入時に

お渡ししています。） 

 臨時休校等の連絡は、一斉

メールで行っております。学

年毎に連絡する場合もありま

すので、お子さんそれぞれの

名前と学年で登録をお願いい

たします。（詳しくは教頭まで

お問い合わせください。） 

 登校後に緊急事態が発生し

た場合は、子供の安全を守る

ため、保護者の方に学校まで

迎えに来ていただき、引き渡

すこととなります。 

 緊急時の詳細は、一斉メー

ルでお知らせします。 

 


