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春らしい心地よい日差しの中，無事に新年度を迎える
ことができました。
今年度も昨年度同様，新型コロナウイルス感染防止
のための生活が続きますが，「毎日笑顔で！」を合い言
葉に楽しく過ごそうと気持ちを新たにしました。
学級の垣根を越えて，たんぽぽ学級が１つのまとまりある集団を目指してしきたいと思います。自分
のできることを１つずつ増やしていけるようにスタッフ一同，精一杯努めていきます。
ご家庭の皆様にご理解とご協力を賜わることも多々あるかと思います。どうぞよろしくお願いしま
す。
たんぽぽ 1 組

たんぽぽ 2 組

たんぽぽ 3 組

（6 名）

（4 名）

（5 名）

新１年生のために
中学校へと巣立った３人のお
友達とお別れしました。毎日を笑
顔で過ごしてきた友達とのお別
れは寂しかったことでしょう。そ
んな気持ちを抱えながらも，４月
に入学予定の３名のお友達をお
迎えするため掲示を作ってくれ
ました。素敵なたんぽぽの掲示物に心が温まる思いです。春は，別れと出会いの季節です。１つ１つの出
会いを大切にしてほしいと願っています。

たんぽぽ学級スタッフ紹介

たんぽぽ３組 ○○○○
1 年生を迎えて新年度
たんぽぽ２組 ○○○○
新しい 1 年生を 3 人迎
えて 15 名の子供達と
“毎日を笑顔でパワフル
に”をモットーに会話を

が始まりました。まだま
だ制限のある生活が続き
ますが，今だからこそで
きる子供たちの成長をサ
ポートしていきます。

たんぽぽ１組 ○○○○
たんぽぽ学級１５名の
子供達が、笑顔で楽しく学
び大きく成長していける
ように努めていきます。

大切にしていきたいと思

どうぞよろしくお願いし

います。1 年間よろしく

ます。

お願いいたします。

ことばの教室 ○○○○
『失敗はない
すべて学びである』

指導支援員 ○○○
たんぽぽ学級の皆さんと
一緒に「明るく楽しく元気

という諺があります。できなか

よく」をモットーにひとり

ったり分からなかったりする

一人との触れ合いを大切に

と，少しがっかりするけど…で

サポートしていきたいと思

も，これも大切なステップです

います。どうぞよろしくお

ね。いつも応援しています！

願いします。

① 教科書・ノートについて
本日新しい教科書を配付しました。乱丁・落丁の有無をご確認の上，組・氏名を記入してくださ
い。たんぽぽでは国語と算数は毎日持ち帰ります。それ以外の教科書は学校にて保管します。
ノートはしばらく今までのものを持たせてください。
（児童の実態に合わせ追って購入のご連絡をさせて頂きます。代金は後日教材費で集金します。）

② 提出物について

４月１６日（金）までに提出

新学年開始の提出物を青いファイルに入れて提出してくださるようお願いします。
□

家庭との連絡カード

□

緊急連絡用引き渡しカード（学校保管用）
家庭保管用を別途用意しません。引受人の控えを取る等で対応をお願いします。

□

Webページ・学校だより等への写真や氏名の掲載について

□

保健関係調査票（該当する症状があれば，学年の欄に記入）

（記入して提出）

アレルギー調査票と結核の問診も含みます。
□

心とからだの健康調査票

（学年の欄に記入）

□

スポーツ振興センター同意書（押印もお願いします。）

掛金は後日集金となります

１年･･･1-1

先生（３名）

２年･･･2-1

先生（２名）

今年度の交流学級は以下の通りです。当面はた

３年･･･3-1

先生（３名）

んぽぽでの活動が中心になると思います。準備が

４年･･･4-1

先生（２名）

整い次第，ご家庭の意向に沿って，交流学級担任

4-2

先生（３名）

５年･･･5-2

先生（１名）

６年･･･6-1

先生（１名）

③ 交流学習・学級について

と進めて参ります。よろしくお願いいたします

④ その他
○

時間割を本日配布しました。今年度は，たんぽぽ学級（１～6年）合わせた時間割となって
います。よろしくお願いします。

毎日セット

①連絡帳セット

②筆箱・下敷き

③は・て・な（ハンカチ，ティッシュ，名札）※名札は、学校保管となります。
○

筆箱に（鉛筆5～6本，消しゴム，15㎝程度の定規，赤・青鉛筆）を持たせて下さい。
※分度器，コンパス，三角定規等は必要な時に声掛けします。
※絵の具，楽器類，習字道具，裁縫セット等は，必要な時期が来ましたら,担任から連絡をし
ます。（年度末に学校保管の場合はそのままで大丈夫です）。

○今年度も、連絡帳の中に体温を記入していただくようになります。また，休日の体温の欄が追
加となっております。土曜日・日曜日，祝日の体温も記入してください。ご協力よろしくお願
いします。（お便りの最後に記入例を載せております。参照ください。）

☆学習予定☆
○１年生（５／７まで４時間授業となります。）

日にち
４月

予定

持ち物

８日（木） 入学式
・ランドセル

・雑巾２枚

・上靴 ・道具袋

・通学路地図

・学校と家庭の連絡カード

・緊急連絡用引き渡しカード

・算数セット

・防災頭巾

・体育着・赤白帽子

・粘土・粘土板

４月

９日（金） ４時間授業 給食なし
※１２：１５ 下校予定

４月１２日（月） ４時間授業
給食開始（１年生特別献立）
※１２：４０ 下校予定

毎日セット
国語の教科書生活科の教科書
毎日セット
給食セット
（はし，スプーン，ランチ用マット）

国語の教科書・音楽の教科書

４月１３日（火） ４時間授業
給食あり
※１３：３０

毎日セット

給食セット

国語・算数の教科書とノート

下校予定

図工の教科書

４月１４日（水） ４時間授業
交通安全教室
（低学年２校時目）
※１３：３０ 下校予定

毎日セット

４月１５日（木） ４時間授業
※１３：３０

毎日セット

下校予定

４月１６日（金） ４時間授業
※１３：３０ 下校予定
☆授業参観
詳細は学校便りをご覧ください
青ファイルに入れて，
１６日（金）まで提出
してください。

給食セット

国語・算数の教科書とノート
３，１１の本（記名して持たせてくださ
い。学校保管となります。）
給食セット

国語・算数の教科書とノート
毎日セット

給食セット

国語・算数の教科書とノート

・保健関係調査票
・心と体の健康調査
・スポーツ振興センター同意書
（掛け金は後日集金します）

・Weｂページ等への掲載について

【下校予定時刻】
交流学年よりも若干遅くなることがあると思います。ご了承ください。

○２年生～６年生

日にち

予定

持ち物

４月

８日（木） 始業式

毎日セット
上靴・お道具袋・防災頭巾・雑巾１枚
ティッシュ

４月

９日（金） ４時間授業 給食なし
※１２：２５頃下校予定

毎日セット
２年

国語・算数・生活

３～６年 国語・算数・理科・社会
☆国語と算数は、前年度使用していた教
科書を持たせてください。
☆生活・理科・社会は新しい教科書を持
たせてください。学校に保管しておき
ます。

４月１２日（月） ２～４年
５時間授業
※１４：５０頃
下校予定

毎日セット
５～６年
給食セット
委員会あり
※１５：４０頃 ２～６年 国語・算数・運動着
下校予定

４月１３日（火） ２年
５時間授業
☆仙台市学力検査 ※１４：５０頃
下校予定

３～６年 ６時
間授業
※１５：４０頃
下校予定

４月１４日（水） ２～６年 ５時間授業
☆交通安全教室
※１４：５０頃下校予定
２年 ２校時目
３～６年３校時目
４月１５日（木） ２年

３～６年

毎日セット
給食セット
２～６年 国語・算数
粘土・粘土板（家で保管していた場合）
毎日セット
給食セット
２～６年 国語・算数
鍵盤ハーモニカ

６時 毎日セット

給食セット
５時間授業
間授業
※１４：５０頃 ※１５：４０頃 ２～６年 国語・算数
４～６年 リコーダー
下校予定
下校予定

４月１６日（金） ２～６年 ５時間授業
※１４：５０頃下校予定

毎日セット
給食セット
２～６年 国語・算数
・学校と家庭の連絡カード

青ファイルに入れて，

・緊急連絡用引き渡しカード

１６日（金）まで提出し
てください。

・Webページ等掲載について
・保健関係調査票
・心とからだの健康調査票
・スポーツ振興センター同意書（掛け金は後日集金します）

※持ち物などの変更があるときは、連絡帳でお知らせします。

