
 
 
 
 
 
  

ごご入入学学おおめめででととううごござざいいまますす  
温かい日差しが降り注ぎ、春の花々が咲く季節となりました。 

希望に胸をふくらませ，元気いっぱい校門をくぐってきた６５名の１年生。今日から通町小学校

のピッカピカの 1 年生です。今日の出会いを大切にし，一人一人の子供を大切に育てていきたいと

思います。わくわく楽しく元気に学校生活を送ることができるように，担任一同力を合わせ，精一

杯努力して参ります。  

１年間，保護者の皆様のご支援，ご協力よろしくお願いいたします。 

 

1 組担任   ○○ ○○ 

 ６５名の１年生の入学を楽しみにしていまし

た。わくわくすることがいっぱい！楽しい学校生

活にしていきたいと思っています。 

皆さんと笑顔あふれる毎日を過ごしていける

ように精一杯努めていきます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

2 組担任  ○○ ○○○ 

 わくわくした気持ちで胸を膨らませたお子さ

んに会えることをとても楽しみにしていました。

一緒に学習して，遊んで，たくさん笑顔が見られ

る 1 年にできるよう努めていきたいと思ってい

ます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

たんぽぽ１組  担任 ○○ ○ 

 ドキドキ，ワクワクの小学校生活のスタートを

精一杯サポートしていきたいと思います。いっし

ょに笑ったり，驚いたりと全力で頑張ります。 

個人的には今年はボルダリングにチャレンジ！ 

１年間どうぞよろしくお願いします。 

 

たんぽぽ２組  担任 ○○ ○○ 

 ご入学おめでとうございます。夢いっぱいの１

年生の皆さんとお会いすることを心待ちにして

おりました。子どもたちが楽しく元気に学校生活

を送ることができるよう精一杯努力してまいり

ます。 

1 年間よろしくお願いいたします。 

低学年少人数担当  ○○ ○○ 

 通町小学校６年目になります。１年生の皆さ

んや保護者の皆様と同じくドキドキわくわくし

ています。子ども達が少しでも早く学校生活に慣

れるようサポートしていきたいと思います。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 
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 ☆お知らせとお願い☆ 
１ 登下校の時刻について  
 

 ◇登校時刻                

・８時から８時２０分頃までには，学校に着くように送り出してください。 

・８時３０分までに，宿題や提出物の回収や排泄・着替えなどを，一人で済ませる時間となり

ます。また，「おはよう。」「いってきます。」「ただいま。」のあいさつの習慣をつける大事な

時期でもあります。声がけをお願いします。 

 

 ◇ 下校時刻   
・学校に慣れるまで，日によって下校の時刻が違います。 

学年だよりの下校時刻の欄でご確認ください。 

① 神子町方面    ピンク 

② 旧４号線方面   白（シールは銀となります） 

③ 西友方面     青 

④ 児童館     ①～③のいずれかと赤（２色） 

 

 

２ 欠席について        

・欠席の連絡は，必ず朝のうちに担任に連絡がつくようにお願いします。 

・できるだけ連絡帳に記入し，ご兄弟や近所の上級生，お友達（連絡児童）を通して届けてく

ださい。また，帰りには，配付物等を入れて，近隣の児童が届けます。連絡がないと，途中

で何かあったのではないかと大変心配することになります。 

連絡帳での連絡が難しい場合は，お電話（７：４０以降）でご連絡ください。また、８時半

まで間に合わない場合も学校まで必ず連絡をください。 

・連絡帳の表紙には連絡児童を記入した紙を貼ります。お子様の名前はもちろん，連絡児童の

学年・組も忘れずにご記入ください。（連絡児童は近所の小学生の様子がわかってきてから

記入していただいても大丈夫です。） 

 
４ 健康への配慮 

・学校での毎日は，子どもたちにとって新しい経験の連続で，心も体もかなり疲れることと思い

ます。十分な睡眠をとるなど，健康管理をよろしくお願いします。 

・朝食を必ずとらせること，排便させることを忘れないようにしてください。午前中の腹痛のほ

とんどは，朝食ぬき，排便なしのために起きています。 

 

５ トイレの使い方について 

・戸を閉めて入る。紙をきれいに切り取る。使った後は水を流す。汚したら紙で拭くこと，次の

人のためにペーパーの交換など使い方を学校でも指導しますが，ご家庭でもトイレの使い方を

教えていただきたいと思います。和式も洋式も使えるようになっていると，学校はもちろん校

外学習のときなども安心です。 

 

 

８時３０分から学習が始まります！ 



【給食当番】 

はじめの 1 週間の給食当番は 

出席番号１～１０までとなります。 

マスクを持たせてください 

６ 学校と家庭の連絡 

・連絡帳は，毎日持たせてください。記入が始まったら毎日保護者印かサインをお願いします。 

・連絡事項があるときは「お手紙書いたから，先生に見せてね。」と声をかけてください。連絡

帳が提出されないために，連絡された内容に気付かないことも考えられますので，よろしくお

願いします。 

・学校からの印刷物も連絡袋に入れて持ち帰らせますので，毎日必ず目を通してください。 

 

７ 給食について 

・給食セットとして，はしとスプーン，机の上に敷くランチ用マットは袋に入れて毎日持たせ

てください。詳しくは別紙で，献立表を配付いたしました。 

・給食当番のときは、マスクを使用します。 

 準備をよろしくお願いします。 

 

 

８ 毎日持ってくるもの（「毎日セット」と呼びます） 

・筆入れ（２B か B 鉛筆５本，赤鉛筆１本，青鉛筆 1 本，消しゴム）  

・下じき ・連絡帳 ・連絡袋 ・自由帳・体温カード 

・給食セット（はしとスプーン，ランチ用マット） 

・予備の割り箸（ランドセルの小さいポケットに入れっぱなしにしておくと便利です。） 

◎ハンカチ，ティッシュ ◎予備のマスク 

※ 黄色い手帳は，ご記入後，ランドセルのポケットの中などに入れて置いてください。 

 

◎学校から帰ったら 

・おたよりを家の人に渡す（連絡袋に入れて持ち帰ります。） 

・連絡帳を家の人に見せて印を押してもらう。（担任から連絡がある場合は，お子さんに家の人

に見せるようにお話します。） 

・音読，宿題をする（宿題は子どもたちの様子を見ながら始めたいと思います。） 

・明日の用意をする 

・鉛筆をけずる 

  習慣がつくまで，個人差があります。１年生のうちはご支援をお願いします。 

  １ やってみせる。 

  ２ 一緒に用意する。 

３ 子どもがやるのを見守る。 

４ できるようになっても週１回は必ず確かめる。 

 

☆学校に提出していだたくものについて 

１．Web ページ・学校だより等への写真掲載  

２．保健関係調査票 

３．心とからだの健康調査票 

４．スポーツ振興センターの加入同意書 

日付と保護者名を記入し，押印して切り取り同意書だけを提出してください。 

校納金として後日集金します。 

青い個人情報保護ファイルに入

れて持たせて下さい。 

体温カード  
朝の体温を記入し 
持たせてください。 



【学習予定】 

 学 習 予 定 持ち物 予定下校時刻 

１５（水） 

  

・入学式 

・自分の靴箱，ロッカー，座席を覚える。 

・靴の入れ方，ロッカーの使い方を知る。 

・学校名，学年，校長名，担任名を知る。 

・帰りのあいさつ 

 

・ランドセル 

・学校と家庭の連絡カード 

・緊急連絡用引き渡しカード 

・通学路地図 

・雑巾２枚 

・上靴 ・道具袋 

・算数セット 

・防災頭巾 

・体育着・赤白帽子 

・粘土・粘土板 

１４時００分 

１６（木） ・避難の仕方 

・あいさつや返事の仕方 

・トイレや手洗い場の使い方 

・登下校の安全 ・帰りの用意の仕方 

・教科書（国語，生活） 

・毎日セット（給食セッ

トを除く） 

給食なし 

１２時１５分 

１７（金） ・自己紹介（自分の名前と好きな物を相手に伝える） 

・学校巡り（１・２階） 

・給食の準備の仕方，食べ方とマナー， 

後片付け（１年生特別献立） 

・教科書（国語，生活） 

・毎日セット 

・給食用品（はし，スプ

ーン，ランチ用マット） 

給食 

１２時４０分 

２０（月） ・なかまづくりと数 

・名前を書こう  

・いろいろな線 

 

 

・教科書 

（国語，算数） 

・毎日セット 

・上靴 

① 保健関係調査票 

② 心と体の健康調査 

③ スポーツ振興セン 

ター同意書 

④ Weｂページ・学校 

だより等への写真 

の掲載について 

給食 

１３時３０分 

 

① ～④ 

１３日（月） 

提出締め切り 

青いファイル

に入れてもた

せてください。 

２１（火） ・体育着の着替え ・体育館へ行こう 

・話の聞き方話し方 

・なかまづくりと数 

・教科書（国語，算数） 

・毎日セット 

給食 

１３時３０分 

２２（水） ・道路の歩き方 

・クレヨンを持って書いてみよう 

・なかまづくりと数 

・正しい鉛筆の持ち方（斜線，波線書き） 

・教科書 

（国語，算数） 

・毎日セット 

 

給食 

１３時３０分 

体温カード･･･毎日持たせてください 
朝の体温を記入し、忘れず持たせてくだ

さい。よろしくお願いします。 



２３（木） ・春探し 

・なかまづくりと数 

・名前を書こう  

・いろいろな線 

・発育測定 体育着 半袖・半ズボン 

・教科書 

（国語，算数） 

・毎日セット 

 

給食 

 

 

１３時３０分 

 

２４（金） ・学校探検（３，４階） 

・みてみて，いっぱいつくったよ（粘土） 

・なかまづくりとかず 

・学校めぐり 

・字を書く姿勢 

・教科書  

（国語，算数，図工） 

・毎日セット 

※上靴・体育着（赤白帽

子を除いたもの）と給

食着（当番の人だけ）

を持ち帰ります。洗濯

して月曜日に持たせ

てください。（給食着

はアイロンがけもお

願いします。） 

給食 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１３時３０分 

※学習の予定が変わることもあります。特に必要な物は，その都度おたよりでお知らせします。 

※文字や数字の学習が始まったら宿題を持ち帰ります。個人差が大きい時期ですので，学校で学習

したプリントを書きかけのまま持ち帰ることがあります。裏面の練習や色塗りはお子さんの実態

にあわせてお使いください。次の日には提出できるようにご協力をお願いします。 

 

※「緊急メール一斉配信用メールアドレスの登録方法等について」のお知らせを配付いたしました。 

登録方法を確認して，できるだけ早めに登録していただくようにご協力をお願いします。 

 

 

学用品などについて 

・教科書，文房具はもちろんのこと衣服や全ての持ち物に平仮名で名前を書いてください。 

・学習に使用するノート類は，学校で一括購入し，後日集金させていただきます。 

・体育着は体育のない日でも使う場合がありますので，毎週月曜日に持ってきて，金曜日に持ち帰

るようにします。梅雨時まで肌寒い日もありますので，長袖，長ズボンの運動着も持たせてくだ

さい。 

・鉛筆は毎日持たせてください。そして，慣れるまでは，お子さんと一緒に鉛筆を削ったり，次の

日の準備を手伝ったりしてください。筆入れの中身が足りない場合は，落とし物として届いてい

ないか，翌日に確かめるようにお声がけください。最初の習慣作りが肝心です。 

 


