
登校・下校・帰宅時刻 
〇登校７：５０～８：１０を目安に。 

・決められた通学路を通って登校しま 

す。早く登校しすぎないようご協力く 

ださい。（けが等に対応できないた 

め） 

〇下校時刻 ５校時 １５時００分頃 

        ６校時 １６時００分頃  

最終下校      １６時２０分 

帰宅時刻の目安 

   ３月～１０月：午後６時 

  １１月～ ２月：午後５時 

 

欠席・遅刻・早退 
〇集合時刻に遅れる（欠席する）場合は，

できるだけ班長にも連絡してください。 

〇欠席・遅刻の連絡は８：２０までにお願

いします。 

〇連絡がない場合は，家庭訪問や勤務

先等へ電話で確認することがあります。 

〇遅刻・早退は安全確保のため，原則，

保護者の送迎をお願いします。 

〇お迎えの時は，校内までお願いしま

す。事故防止のため，駐車は芝生広場

にお願いします。6:00～6:30，17:00～

17:30の時間帯は，芝生広場に自動散

水されます。気を付けてください。 

警報等発令時の対応（詳細はHP） 
○A臨時休業とする場合  

〇午前６時の時点で， 

・倉敷市に「暴風警報」または，「特別警報」が発令さ

れているとき。 

・学校所在地（倉敷市児島塩生1750）に土砂災害に

係る「避難指示」が発令されているとき。 

○B給食無しの 11:30下校とする場合 

〇午前６時に上記以外の「避難指示」が発令されてお

り，その後解除されたとき。 

※あゆみクラブについて 

○A－あゆみクラブ無し 

○B－あゆみクラブ有り（要弁当） 
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急な下校・保護者引渡 
〇急な下校とする場合 

・インフルエンザ等感染症の児童が急

増してきたとき 等 

〇保護者引渡とする場合 

・震度５弱以上 

・各種特別警報 

・弾道ミサイル飛来 

・「避難指示」 等 

〇連絡は，eこねっとにて行います。 

学校より連絡がある場合に備えて，確

認をお願いします。 

授業参観等 
〇来校時には，不審者対策として名札を着用

してください。 

〇写真・動画撮影について 

・参観授業中の写真及び動画撮影は禁止

します。 

・発表会形式の参観授業・各種行事では，

ご自分のお子様に限り撮影を許可しま

す。 

・保護者の方が学校で撮影された写真や 

動画は，家族のみで鑑賞していただき，

ブログ・Facebook等の SNSやYouTube

等の動画サイトにアップすることのないよ

うにしてください。 

備品等の破損 
〇児童の故意又は過失による学校施設・

備品（例：窓ガラス，タブレット）の破損

等により修理・購入が必要な場合は，代

金を保護者の方に負担していただくよ

うになります。 

保健 
〇保健室は，一時的に応急手当を行い，経過を見る

場所です。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。コロナ禍であることを考慮

し，保健室以外でお迎えを待つ場合もあります。 

〇首から上のけが（頭，顔，目，耳，歯）については，

原則として病院を受診します。 

〇緊急時には，保護者への連絡無しに 119 番するこ

とがあります。 

〇相手のあるけがをした場合，事実確認を行い必要

な指導をします。病院受診をした場合には，本件

に関係ある児童の保護者には，連絡をとることを基

本とします。（故意ではない場合も） 

生徒指導 
〇児童の豊かな成長のために，本校で

は，児童への指導はチームによる指

導を基本とします。 

  場合によっては， 

 ・児童との面談を担任以外の教員が

行う。 

 ・保護者の方への連絡を担任以外の 

教員が行う。 

等ということもあります。 

〇いじめ事案等生徒指導上必要な場

合には，加害者・被害者双方の保護

者の方に学校から事情を説明しま

す。 

家庭学習支援コンテンツ 

①「プリントひろば」 

・「きほんプリント」「たしかめプリント」「チャレンジプリント」と3段階のプリントがあります。 

・ユーザーＩＤ「３３２０２０－０４２ｓ」 パスワード「１２３４」 

②「タブレットドリル」 

・タブレットＰＣで解くドリル教材です。解答は自動採点されます。 

 ・団体コード 「３３２０２０－０４２ｔ」 ユーザーＩＤ・パスワードはお子様に連絡しています。 

※①②の利用者は本校児童生徒・保護者・教職員に限ります。 

※ID及びパスワードは厳重に管理してください。 

③岡山県総合教育センター「臨時休業中の家庭学習支援」リンク集 

④「NHK for school」 

⑤「子供の学び応援サイト」（文部科学省） 

学用品の補充 
〇本校には，購買はありません。 

〇連絡帳だけは，職員室で購入することが

できます。仕入れのタイミングによって値

段が変わりますので，担任に確認後，お

金を持たせてください。 

〇ノートが残り少なくなってきたら担任の方

でも声をかけるようにします（特に低学

年）が，お家の方も，次のノートを買う準

備をお願いします。 

〇ノートは，できるだけ教室で使用してい

るものと同じ形式のものをお店で購入し

てください。 

制服等の注文 
〇時期になったら学校から注文書を配

布するもの 

・ヘルメット 

・水着 

〇学校から注文書は配布しない（お近

くのお店で買っていただく）もの 

・制服（矢部被服） 

・体操服（キナヤ） 

・赤白帽（キナヤ） 

・名札（キナヤ） 

※参考までに1年生入学時の販売業者

等を（   ）に載せておきます。 

 

けが 
〇登校から下校までのけがは，「日本ス
ポーツ振興センター」の補償の対象
となる場合があります。 

〇登校から下校までのけがで病院にか
かったら，担任にご連絡ください。 

〇学校以外のけがでも，PTAの管理下
（放課後子ども教室等）における事故
の場合，倉敷市PTA連合会の「団体
保険」の補償の対象となる場合があり
ます。教頭までご連絡ください。 

児童虐待 
〇虐待を受けたと思われる児童に
ついては，市町村（虐待対応担
当課）や児童相談所等へ通告し
ます。 

（児童虐待の防止等に関する法律 
第6条により，義務とされている 
ため） 
・身体的虐待  
・性的虐待 
・ネグレクト（育児放棄） 
・心理的虐待 

相談窓口 
校内 

〇特別支援教育についてのご相談 

 ・特別支援教育ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ  ー 新納，宮原 

 

※その他気になることは，お気軽にご相談ください。 

関係機関 

〇経済的な相談 

  ・生活保護：児島支所児島保健福祉センター福祉課保護係086-473-1119 

  ・就学援助：倉敷市教育委員会学事課086-426-3825 

〇子育て相談 

 ・すくすく児島086-472-0606 ・子ども相談センター086-426-3366 

〇いじめ等お悩み相談 

 ・倉敷市青少年育成センター「ヤングテレフォン」086-426-3741 

 ・24時間子供SOSダイヤル 0120-0-78310 

 ・ヤングテレホン・いじめ 110番086-231-3741 

緊急連絡「ｅこねっと」 
〇発信例 

・不審者情報 

   ・警報発令時の対応情報 

・行事の延期情報 

   ・インフルエンザ流行による閉鎖や下 

校情報 等 

〇兄弟姉妹のそれぞれの学年で登録をお 
願いします。 

〇アドレスを変更した場合は，e こねっとに

登録し直さなくてはなりません。登録の

仕方を載せたプリントをお渡ししますの

で，担任までご一報ください。 

主な行事予定 

4 月 16 参観日，28 春の遠足，5 月 17

海の学習，29運動会，31振替休業日，

6月１運動会予備日，12参観日・教育講

演会，14振替休業日，7月12・13・14個

別懇談，8 月 22PTC 奉仕作業，10 月

14 参観日・人権教育研修会，25・26 修

学旅行，28秋の遠足，11月 27学習発

表会，29 振替休業日，12 月 15・16・17

個別懇談，1 月 14 参観日，2 月 24 参

観日，学級懇談 

3月 18卒業式 

※諸事情により，変更する可能性もあり

ます。 

 

保存版      本 荘 小 学 校 ガ イ ド  教育目標 しなやかな知恵と心とからだをもち，個性豊かな実践力のある子どもを育てる 〒711-0934 倉敷市児島塩生1750 

          8:20～8:30   8:40～9:25 9:35～10:20   10:45～11:30 11:40～12:25   13:10  13:35 14:00～14:45 14:55～15:40  15:50 
朝学習 １校時 ２校時 

 

３校時 

 

４校時 給食 業間休み 昼休み 朝の会 
日課表 

清掃 ５校時 ６校時 帰りの会 

Tel：475-0821（電話最大対応時間 平日7:30～18:00） 

080-9689-5772（学校よりの緊急時発信専用） 
本荘小の勤務時間は8:20～16:50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。 

〇心情面等についてのご相談 

 ・スクールカウンセラー 

  希望される方は，配布文書をご覧ください。 

 


