学校の規則

登下校について
・

登下校は Ralston Avenue / Cotentin Road に面する校門ゲートを利用してください。

・

授業開始までは、生徒の安全は保護者の責任です。校庭や、教員のいない教室に生徒だけを残し
ていかないよう、教員もしくはアシスタントが教室にいるのを確認してからドロップオフして下さい。

・

生徒は必ず９時２５分までに登校して下さい。授業は９時３０分開始です。遅刻は授業進行の妨げに
なりますので、遅刻しないように登校して下さい。

・

学校を欠席する場合は、担任に連絡をして下さい。（学校名簿参照）

・

学校の駐車場は、フォレスト日本語学校は利用できないことになっています。近隣の迷惑にならない
ように路上に駐車して下さい。

・

授業は１２時１５分に終了しますのでお迎えが遅れないようにご注意ください。

・

現地校との契約上、授業の終了後はすぐに施錠しますので、授業後は速やかに下校してください。

校舎使用について
・

机、椅子以外の現地校のものには絶対に触らないように注意して下さい。

・

生徒には教室や廊下では走らないよう注意して下さい。

・

学校ではボールで遊ばないで下さい。 （ハンドボールは除く）

・

校庭や教室内のゴミ箱は現地校用のゴミ箱です。ゴミを捨てる場合はフォレスト日本語学校専用ゴミ
箱をご利用下さい。

・

教室、廊下での飲食は禁止です。学校をきれいに使わせてもらうため、教室、廊下、また校庭でゴミ
を見つけたらゴミ箱へ入れるよう心がけましょう。壁も汚さないよう気をつけて下さい。

・

トイレはきれいに使いましょう。

・

校舎、校庭では立入り禁止の場所に入らないように気をつけて下さい。

・

小さなお子様をお連れの保護者の方は、お子様が校内の物品や生徒の展示品に触らないように気
をつけて下さい。

・

非常口は、非常の時、避難訓練のみ使用して下さい。

その他
・

アレルギーを持つ生徒が在学していますので、おやつにナッツ類の持参は禁止です。

・

学校内では出来るだけ日本語を使うように心がけましょう。

・

教員または保護者が校内で忘れ物（落し物）を見つけた場合、学校ロッカーもしくは役員が保管しま
す。貴重品を忘れた等、緊急を要する場合は役員までご連絡下さい。

・

生徒の学校内での電子音楽機器類、電子ゲーム、携帯電話の使用は禁止です。

・

校庭の遊具では、保護者が一緒でない限り、遊ばせないで下さい。
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School Regulations

During School Hours
・All parents and students are to use the gate on Ralston Avenue or Cotentin Road.
・Please do not take your child(ren) into the classroom before 9:20am. Ensure the teacher or the
teaching assistant is present in the classroom before you leave your child(ren).
・All students must arrive in their classroom between 9:20am and 9:25am. Class activity will commence at
9:30am sharp. Do not be late for the start as the latecomer will disturb the teacher and the classmates.
・If your child will be absent from school, please contact the class teacher.
・The school car park is not available to the Forest Japanese School. All parents and teachers are asked to
park on nearby street. Please be considerate to the neighboring resident.
・Classes finish at 12:15pm. Please pick up your child(ren) on time.
・The gate must be closed soon after school, due to the school contract, so please exit the premises
promptly.
Use of School
・Do not touch school property in classrooms apart from desks, chairs and whiteboard.
・Do not run in hallways or classrooms. No ball play is permitted within the school, except for hand ball.
・Use allocated Forest Japanese School rubbish bins. Bins inside classrooms are not to be used by students.
・Do not eat in classrooms or hallways. When you see rubbish in the school or in the courtyard, please pick it
up and put in the allocated rubbish bins.
・All students and parents are to use outdoor toilets. Please keep it clean.
・Do not enter any prohibited areas.
・If you have smaller children who do not attend Forest Japanese School, please watch over them and
ensure they do not touch school property or student art work.
・Emergency exits are only to be used in case of emergency.
.
Other
・Please do not bring nuts or products containing nuts to school.
・We strongly encourage parents and students to speak Japanese in the school if possible.
・Lost and found properties are located in the storage in the school office, or kept by committee
members. If you lost something valuable, contact one of the committee members.
・Students are not allowed to use music devices, electronic games, mobile phones in the school.
・Students are not allowed to play with the equipment without their parent’s supervision.
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