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令和２年度 上末吉
かみすえよし

小
しょう

スタンダード 

 

 

 

☆上末吉
かみすえよし

小学校
しょうがっこう

のみなさんが、安心
あんしん

して気持ち
き も  

よく生活
せいかつ

していくためのきまりです。みなさんで守って
まも    

、安全
あんぜん

で

楽しい
たの    

学校
がっこう

生活
せいかつ

を送りましょう
おく         

。 
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 上末吉小学校では、子どもたちに６年間をかけて身につけてほしいことを、「スタンダード」

としてまとめ、子どもたちが安心して学ぶことのできる場となるよう、一貫した指導と支援を

していこうと考えています。毎年、学年が変わり、担任が替わり、そのたびに子どもたちが身

につけてきた「学び」が覆されることのないよう、教職員一同、一貫した指導と支援を心がけ、

子どもたちに「学びへの安心感」を伝えていきます。 

 この「上末吉小学校スタンダード」が、ご家庭の皆様、地域の皆様と私たち教職員とが手を

携え、ともに子どもたちを育てていく土台となることをご理解いただき、ご協力をよろしくお

願いいたします。 

 

○上末吉小学校では、あいさつができる子を目指しています。保護者の方からも積極的に子ど 

もたちにあいさつすることを心がけてください。 

○学校を欠席するときは、その日の朝のうちに「連絡帳」を連絡袋に入れて、届けてください。 

体育を見学するときも同様にお願いします。なお、連絡帳には届ける人の名前を明記してく 

ださい。どうしても連絡帳が間に合わなかった場合は、必ず電話で連絡を入れてください。 

（学校：045－571－１６１６） 

○早退するときは、教室や保健室に必ず迎えに来てください。その際に、担任または養護教諭 

から直接引き渡されるようにお願いします。 

○遅刻するときは、必ず教室まで付き添って来てください。 

○学校への自家用車の乗り入れはご遠慮ください。 

○不審者に遭遇したなど、危険なことがありましたらすぐ、鶴見警察署地域課に連絡してくだ 

さい。 

（鶴見警察署地域課：０４５－５０４－０１１０） 

○子どもたちだけで、学区外やカラオケ、ゲームセンター、映画館などには行かないよう、ご 

家庭で約束を確認してください。 

 

保存版 
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登校  ・登校時間８：００から８：１０までの間に校門を入りましょう。 

・決められた通学路を通り、集団登校をしましょう。 

・忘れ物をしても一人で家にもどりません。（無断で学校から出ません。） 

・門や昇降口付近で、友達を待たずに、教室へ行きましょう。 

・朝練習は７：３０集合 ７：４０開始、８：１０終了です。 

（着替える場所は、男子は教室、女子は家庭科室横の廊下を使いましょう。） 

・１年生は黄色い帽子をかぶりましょう。 

・遅刻して学校に来るときには、家の人と教室まで一緒に来ましょう。 

・早退するときには、家の人に教室（保健室）に迎えにきてもらいましょう。 

・地域の人や友だち、先生、技術員さんに元気よくあいさつしましょう。 

・外履きはそろえて下駄箱に入れましょう。 

・傘はまいて留めてクラスの傘立てに入れましょう。置きっぱなしにすることなく持

ち帰りましょう。置き傘は折りたたみ傘を教室のロッカーに入れましょう。 

・上履きを忘れた場合は、担任の先生に言って貸してもらいましょう。 

・すのこの上には、外履きでは上がらず、上履きで上がりましょう。 

朝 の 過

ごし方 

教室で ・登校したら、すぐにランドセルから必要なものを出し、机に入れましょう。 

・８：２０までに教室に入り、席に着きましょう。 

朝学習 

火・水・金 

・（木） 

・８：３０～８：４５は教室で静かに学習します。教室以外の場所や廊下には行きま

せん。 

・火曜日は読書の時間なので、本を用意しましょう。ブックファミリーさんの読み聞

かせの場合もあります。 

授業 時刻 ・日程表にしたがって、時計をよく見て生活しましょう。 

・授業開始時刻前に着席し、学習の準備をしておきましょう。 

持ち物 ・持ち物は、すべて名前を記入し、学習に必要のないものは持ってきません。 

・学習品は学習に集中できるシンプルなものにしましょう。 

・かばんは、ランドセルを６年間使用しましょう。 

・筆箱には、鉛筆４～６本、赤鉛筆１本、消しゴム１個、定規、ネームペンを入れま

す。鉛筆の濃さは２Bまたは Bにしましょう。 

・シャープペンシルや色ペンは使いません。 

・ノートは、下記を目安にして使いましょう。 

 １年生  国語 前期：８マスノート 

         後期：１０マスノート 

      算数 前期：１０マスノート 

         後期：１２マスノート 

 

 ２年生  国語   ：１２マス×８行 

      算数 前期：１４マス×１０行 

         後期：１７マス×１０行 

 

 ３年生  国語   ：１５マス×１０行 
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      算数   ：５ミリ方眼 

      理科・社会：５ミリ方眼 

      学習ノート：５ミリ方眼 

 

 ４年生  国語   ：１２行 

      算数   ：５ミリ方眼 

      理科・社会：５ミリ方眼 

      学習ノート：５ミリ方眼 

 

５年生  国語   ：１２行 

      算数   ：５ミリ方眼 

      理科・社会：５ミリ方眼 

      学習ノート：５ミリ方眼 

 

６年生  国語   ：１５行 

      算数   ：５ミリ方眼 

      理科・社会：５ミリ方眼 

      学習ノート：５ミリ方眼 

 

・教科書やノートは机の中に置いたまま帰りません。 

・お金は集金の時以外は持ってきません。（集金は、朝に直接担任の先生に渡しましょ

う。） 

・携帯電話を持ってくることは禁止です。 

・薬等を持参する場合は、家の人に連絡帳に書いてもらい、担任の先生に知らせまし

ょう。 

・習字の筆はペットボトルの水ですすぎ、使った半紙でふき取ります。流し場では洗

わず、自宅に持ち帰り、次の学習までに、家でしっかり手入れをしましょう。 

体育 ・爪を短く切りましょう。 

・体育着の上衣は、ハーフパンツの中に入れましょう。 

・赤白帽子は、あごにゴムをかけかぶりましょう。 

・長い髪は、ゴムなどで結び、ミサンガやゴムを手首や足首にはしません。 

・寒い時期には、体育着の上にトレーナーや長そでシャツなど着用してもよいですが、

ジッパーやひも、フードの付いているものは危ないので禁止します。 

・タイツ、レギンス、ネックウォーマー、手袋などは禁止します。 

・マット運動は、裸足で行います。 

・見学の場合は、理由を家の人に連絡帳に書いてもらいましょう。 

・体育着や赤白帽子を忘れると、原則、体育は見学になります。 

 

 教室移動 ・特別教室や体育館への行き帰りは、クラスで２列に並んで静かに移動しましょう。 

廊下 ・３年生教室の渡り廊下は、先生と一緒のときだけ通ることができます。児童だけで
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は通りません。 

特別教室 ・次に使うクラスが気持ちよく使えるように後片付けをしましょう。 

・鍵は先生の指示のもと使います。 

・少人数教室などの特別教室へは、児童だけでは入りません。 

・音楽室へは、上履きを脱いで下駄箱にそろえて入れてから入りましょう。 

委員会・ク

ラブ活動 

・委員会 １４：４５～１５：３０ 

・クラブ １４：４５～１５：４５ 

・クラブ活動、委員会終了後は、教室にもどり、みんながそろってから担任の先生と

あいさつをして帰りましょう。 

・着替えが必要な人は、着替えてから下校します。 

飲食 ・水分補給のための水筒は持参することができます。中身は水かお茶とし、必ず保温

性のある水筒に入れてください。 

・学校に必要のないときに食べ物や飲み物はもってきません。 

休 み 時

間 

校庭の使用 ・プールの前にある旗が「出ている」ときには外遊び、「出ていない」ときには内遊び

をします。 

・ボールをける遊びはできません。 

・遊具でのおにごっこはできません。 

・第２グラウンドには、子どもだけでは行きません。 

・第２グラウンドへ上がるスロープや階段のところ、プール近くのコンクリートでは

遊びません。 

・砂場、砂場おくの階段（観覧席）では、走ったりボール遊びをしたりはできません。 

・校舎の裏側（1号館裏、飼育小屋付近、駐車場）、放課後キッズの建物の周り、倉庫

の裏、プールのじゅんかんきの周りでは遊びません。 

・一輪車や竹馬は元の場所にきちんと片づけましょう。 

・授業が始まる５分前には遊びをやめて、手洗い・うがいすませて教室にもどりまし

ょう。 

・学校にある教具（黒板、オルガン、ピアノ、定規など）は、先生の許可なく使いま

せん。 

 雨の日の遊

び 

・教室や図書室で静かに過ごしましょう。 

・廊下や階段、昇降口、体育館では遊びません。 

・他のクラスの教室へは、先生の許可なく入りません。 

・教室や廊下、昇降口では走ったり、ボールをついたりしません。 

給食 

12：15 

食 事 準

備 

12：30 

食事 

12：55 

後 片 づ

身じたく ・マスク、ナフキン、口ふきタオル、帽子は、毎日の給食持ち物セットとして用意し

ましょう。 

・給食に関係のないものを片付け、トイレ、手洗いをすませて、帽子（髪の毛をすべ

て入れる）とマスク（鼻まで覆う）を着け、机の上にナフキンを敷き、椅子に座って

待ちます。 

・はいぜん台を用意し、ふきんできれいにふきます。 

・当番は手を清潔に洗い、教室または教室前廊下で白衣（フードなどは入れる）・帽子

（髪の毛をすべて入れる）・マスク（鼻まで覆う）を着用します。 
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け 

13：05 

・体育着のままで白衣は着ません。 

・白衣は週末に持ち帰り、洗濯・アイロンをして、次の週のはじめに持ってきます。 

運搬 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配膳 

・運搬の分担通り、２列に並んで、話をせず、手を汚すことのないよう気をつけて給

食室へ行きます。（１・２年生、５・６組はワゴンのところまで） 

・運搬の分担と順番 

① トレイ ② 食器 ③ パン・ご飯 ④ 小さいおかず ⑤ 牛乳 

⑥ 大きいおかず ⑦ ペーパー 

・給食時間中の廊下の歩行は、一方通行を守ります。 

・給食室前で感謝の気持ちをこめてあいさつしましょう。 

 「○年○組です。おいしい給食いただきます。」 

・サンプルを見て、配り方と１人分の量を確認します。 

・大きいおかず（汁物）は、先生といっしょに持って運びます。 

・ペーパー係は、こぼしたところをすぐにきれいにふき取ります。 

・食缶、ご飯缶、パン缶のふたは、食器かごの中に入れて、清潔な場所に置きましょ

う。（配膳台の下には置きません。） 

・サンプルの量をよく見ておき、配るときには残りが少なくなるよう気をつけて配り

ましょう。 

・自分の給食は自分で取りに行き、基準量をよそってもらいましょう。一度配食され

たものは食缶に戻さないようにしましょう。 

・牛乳とストローはナフキンの上に配りましょう。 

・よそっている人、帽子・マスクを忘れた人の分は給食当番が配ります。 

・ふきとったゴミは、返却時に給食室のゴミ箱に捨てます。 

 食事 ・25分間で食べ終わりましょう。 

・５分間はもぐもぐタイムで、おしゃべりしないで食べましょう。 

・おかわりをするときは、帽子とマスクをつけましょう。 

 後片付け ・ぱくぱく便りの通り、ごみを分別しましょう。 

・食器やトレイに汁やご飯つぶなどが残っていないか確認してから重ねましょう。 

・食器かごの下にトレイを一枚しいて、食器をそろえてのせましょう。 

・トングやおたま、しゃもじなどは食缶から出して、トレイにのせて返却しましょう。 

・食缶のふたは閉めたまま運びましょう。 

・食器かご、食缶などは床に置きません。 

・牛乳パックは、まっすぐ平らに開きます。水切りかごでまとめて洗って、水切りか

ごに立てて乾かしましょう。 

・ストローは、洗って水を切ってから給食室に持っていきましょう。 

・持ってきたときのように、２列に並んで給食室に行きます。 

・台ふきんは、きれいに洗って干し、清潔にして使いましょう。（２か月に１回交換） 
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清掃 

 

 ・掃除の始めと終わりは、グループなどで確認や振り返りをしましょう。 

・清掃の手順にしたがって、しっかり掃除をしましょう。 

・ほうきは、上向きに立てかけるか、フックにかけるようにしましょう。 

・ぞうきんは、床ぶきと机・棚ふきを分けて使いましょう。 

・机用のぞうきんを使って、机や棚をきれいにふきます。 

・黒板けしを使って、黒板をきれいにふきます。 

・くつ箱も分担してそうじし、きれいにしましょう。（木曜日） 

・ゴミは、燃やすゴミ、プラスチックゴミ、ミックスペーパーに分別しましょう。 

・清掃後は、必ず手洗い、うがいをしましょう。 

・13：25までは掃除の時間なので、早く終わっても遊びに行きません。 

下校 下校指導 ・授業終了後、20分以内に下校しましょう。 

・なるべく一人で帰らないよう、近くの友だちと下校しましょう。 

・一緒に帰る友だちを待つときは、門のところで待ちましょう。（廊下や教室の近くで

待ちません。） 

・寄り道をせず、まっすぐ家に帰りましょう。（習い事等に行く場合にも、一度家に帰

ってから行きましょう。） 

・通学路を守りましょう。通学路と違う道を通って帰る場合には、家の人に連絡帳等

で担任の先生まで知らせてもらいましょう。 

・歩道を広がらずに右側を歩きましょう。走ったり遊んだりしません。 

・他人の家や敷地内に入らないようにしましょう。 

・下校後は、忘れ物を取りに学校に来ません。緊急の場合は、家の人と一緒に来て、

職員室の先生に声をかけましょう。 

放課後 校庭開放 ・校庭開放の時間を守り、明るいうちに帰宅しましょう。 

 ４月～10月  午後４：３０まで 

 11月～３月  午後４：００まで  

（他学年が授業中、土日・祝日は校庭で遊べません。） 

・校庭でお菓子を食べたり、ジュースを飲んだりしません。 

・許可なく、硬いボールやバットを使った遊びはしません。 

・自転車は駐輪場に整列して置き、校庭内では乗りません。 

・ゲーム機、カードゲーム、スマートフォンなどは使いません。 

その他 ・マンションや駐車場など他の人の家の敷地には入りません。 

・子どもだけで学区外には行きません。（トレッサ、クロスガーデン、イオンなど。） 

・暗くなる前に家に帰りましょう。 

施 設 の

使用 

保健室 

職員室 

 

 

・何人も大勢で行くことはしません。 

・職員室への入退出時はあいさつをしましょう。コート類は脱ぎ、かばん等は廊下に

置いて入室しましょう。 

「失礼します。○年○組の○○です。○○先生に用事があって来ました。」 

 用事が済んだら、「失礼しました。」 
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印刷室 

事務室 

教具室 

・印刷室や事務室へは、児童だけで入りません。 

・各教科の教具室へは、児童だけで入りません。 

みんなで 

使う物 

・学校にあるものは、すべて大切に使います。（税金で購入したものです。） 

・学校にあるものや施設を故意に壊した場合は、ご家庭に連絡し、弁償費用を払って

いただきます。（横浜市立小中学校の規約） 

その他 服装 ・髪を染めたり、ワックスなどをつけたりしません。 

・ミサンガやピアスなどのアクセサリーを身につけません。 

・化粧やマニキュアなどはしません。 

・手袋やマフラー、ネックウォーマー、ジャンパーなどの防寒着は、室内では身につ

けません。ランドセル（ロッカー）の中に入れます。 

・カイロなどは原則禁止ですが、体調によっては、校内で服の外に出さないようにし

て使うことができます。 

・首に鍵やタオルをかけたり、腰に服を巻いたりしません。（ななめがけのポシェット

も、安全上やめましょう。） 

欠席などの

連絡 

・欠席するときには、兄弟姉妹や登校班等、近所の友だちを通して、連絡帳で連絡し

ましょう。電話での連絡は急な場合だけです。 

 

 

 

 

 


