
 

  

 

 

 

 

 

 

待ちに待ったご入学、心からお祝い申し上げます。 

「学校ってどんなところだろう」「友達がたくさんできるかな」と、希望に胸をふくらま

せている子どもたちの姿を見ると、私たち担任もわくわくした気持ちになります。これから

の学校生活で、多くの友達と豊かに関わり、たくましく賢く成長していってほしいと願って

います。子どもたちが早く学校に慣れ、楽しい学校生活を送れるよう、担任一同、力を合わ

せて努力してまいります。 

保護者の皆様のご理解とご協力をどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ 学年だよりは、新しい友達と楽しい小学校生活を、元気いっぱいの笑顔でスタートさせてほ

しいという気持ちを込めて、「はじめのいっぽ」というタイトルにしました。４クラス、子ども

たち一人一人がきらきらと輝き、大きく成長するのが楽しみです。子どもたちが成長していく

姿を、保護者の皆様も温かい目で見守っていただければと思います。  

 

 

★学校生活のはじめに★ 

   学校生活に慣れ、集団生活ができるようになるため、入学後しばらくは、  

次の３つのことに力を入れていきます。 

◎ 学校生活に必要なきまりや約束を守る。 

◎ 時間に従って行動する。 

◎ 友達となかよく生活する。 

＊学校生活についてご質問等がありましたらご連絡ください。 
 

４月号 №１ 

 令和５年度 １年学年だより 

 

 名古屋市立戸笠小学校  

１組 （赤） 小柳 智子  （こやなぎ ともこ） 

２組 （白） 中浴 野乃花 （なかさこ ののか） 

３組 （青） 佐古 茉里乃 （さこ まりの） 

４組 （緑） 松下 彩奈  （まつした あやな） 

 

担任紹介 



★持ち物について★ 
 すべてのものにひらがなで記名してください。 

 毎日持ってくる持ち物は、しばらくの間は親子でいっしょに 

準備してください。忘れ物のないようにお願いします。 

１．連絡帳〔連絡袋に入れる。毎日見る。見せる。〕 

 ☆ 毎日必ず目を通し、記入があれば、サインまたは押印をお願いします。 

 ☆ 欠席する場合 

 ※ 連絡帳での欠席連絡は基本行っておりませんので、「きずなネット」で連絡できなか

った場合は、電話でお知らせください。（７：４５～８：１５まで） 

また、可能ならば同じ分団の人にも欠席のお知らせをお願いします。出発時刻にみえ

ない場合、分団は出発します。 

２．筆記用具 

 ☆ 筆箱・・・大きすぎず、出し入れのしやすい物 

 ☆ 鉛筆・・・Ｂまたは２Ｂを５本と赤鉛筆１本。ひらがなで１本１本に名前を記名。  

 ☆ 消しゴム・・・割れにくく消しやすい物を１つ 

 ☆ 下じき・・・１枚 

３．教科書・ノート  

 ☆ 時間割を配布するまでは、学年だよりの予定に合わせて持たせてください。 

  ☆ 国語ノート・算数ノートを一括購入しました。配布しましたノートは記名し、その 

  教科の授業があるときに持たせてください。 

  ☆ 生活科ファイル(わたしのあゆみ）は、学校で保管します。 

４．体育館シューズ・上ぐつ入れ［１０日から］  

     学校で保管します。上ぐつは週末に持ち帰ります。洗って月曜日に持たせてください。

  体育館シューズは、学期末に持ち帰ります。 

５．道具箱セット〔１２日から〕 

 
入れるもの 

→ パス・クーピーペンシル・工作用はさみ・自由帳 

のり・名前ペン(油性)・図工用下じき 

 

 

 〔 図工用下じきの作り方 〕                      

     新聞紙・包装紙などを２枚重ねにして、周囲をガム

テープで、はり合わせて作ります。油性ペンで名前を

書き、道具箱に入れてください。       

６．ケース入り粘土〔１３日から〕        

   ケースの上下に記名してください。学校で保管します。（粘土は、内袋から出して持

たせてください。）粘土板は、学校のものを使用します。粘土べらがある場合は、粘土

べらにも記名をお願いします。 

７．ぞうきん２枚〔１１日〕    無記名で持たせてください。 

４０㎝ 

くらい 

５５㎝くらい 

↑ 

ガムテープ 



８．体操服〔１１日から〕 

    週の初めに持ってきて、週末に持ち帰ります。洗って月曜日に持たせてください。 

★提出物について★ 

提出物 提出日 注意事項 

ＰＴＡ入会申込書 

１０日まで 

すべて茶色

の連絡袋に

入れて提出 

 

児童個票 

 記入例に従って、楷書で正確に記入。 

留守中の緊急連絡先や自宅付近の地図も 

詳しく記入。家族備考欄には、本校在学 

中の兄、姉の学年・組を「６－１」のよう 

に記入。 

緊急連絡カード  

緊急時 児童引き渡しカード 「学校提出用」のみ提出。 

スポーツ振興センター加入同意書  

保健調査  

保健調査（アレルギー用）  

牛乳アレルギーの児童生徒の 

給食費減額についての希望票 

 対象者のみ。 

各種たより・ホームページ等への 

写真などの掲載についてのお願い 

 「承諾します」・「承諾しません」のい

ずれかを○で囲み、氏名の記入と押印。 

「教育会」入会申込書 
 申込書と代金（おつりがないように）を

封筒に入れる。封筒には記名とのり付け。 

「ゆうゆう」の申込書 

（入学説明会にて配布済み） 

 希望者のみ。申込書と代金（おつりがな

いように）を封筒に入れる。封筒には記名

とのり付け。 

 

★感染症対策について★ 

  マスクの着用は求めません。着脱については、子どもたちの意思を尊重していきます。着

用されるお子様は、汚れたり破損したりする恐れもありますので、予備のマスクをランドセ

ルのポケットに入れておいてください。記名もお願いします。 

 配布された「健康観察カード」は、ご自宅でご利用ください。 

★給食について★ 

  ① 用意するもの 

○ ナフキン ○ 給食用ハンカチ（口ふき、手ふきに使用）○ マスク 

○ コップ（牛乳を瓶から分けて飲む場合のみ） ○ これらのものを入れる袋 

   ② 給食を食べる時間は、２０分ぐらいです。 

   ③ 当番は、金曜日にエプロンを持ち帰ります。洗濯してアイロンをかけ、月曜日に  

持たせてください。 



★登校・下校について★ 

 分団登校です。分団の集合時刻に遅れないように、送り出してください。 

※ 登校時のお迎え当番によるお迎えは、１０（月）～１２（水）の３日間です。 

  下校時に並ぶ場所は、運動場なかよし広場前です。北（校舎側）から南へ赤１から順に 

２列で並びます。 

入学式で配布された黄色いワッペンは、黄色い帽子の右側につけてください。 

コース別色リボン →  黄色い帽子の左側に縫いつけます。学童保育の方は、ピンク

色の                          のリボンの下に自宅からのコースリボンをつけてください。 

 

  リボン                      両端がほつれないように、折り曲げて縫いつけます。 

               ５㎝         

下校コース別に色分けをします。下記のようにしてください。 

引き渡し場所と予定時刻の確認をお願いします。予定時刻から遅れることもありますの

で、ご了承ください。今年度、人数の多い赤２と緑２は、安全面を考え、分けました。下校

のコースや引き渡し場所などの変更はありませんので、よろしくお願い致します。 

※ 引き渡しの場所に保護者の方がみえなかった場合、お子様は学校へ連れて帰ります。 

コース リボンの色 引き渡し場所 
引き渡し予定時刻

（１０～１２日） 

引き渡し予定時刻

（１３～１８日） 

赤１ 

赤 

 

学校 １１：３５ １２：２０ 

赤２－①② 近代企画 １１：４０ １２：２５ 

赤３ 
ほら貝公園南 

（バスケットゴール前） 
１１：４０ １２：２５ 

オレンジ１ オレンジ 
ほら貝一丁目交差点 

（メルヘン前） 
１１：４５ １２：３０ 

紫１ 
紫 

 
中根産婦人科 １１：４０ １２：２５ 

紫２ 

青１ 

青 

 

篠の風交差点 １１：４５ １２：３０ 

青２ 

青３ 篠の風東交差点 １１：４５ １２：３０ 

緑１ 
緑 

 
黒沢歯科 １１：４５ １２：３０ 

緑２―①②③ 

学童 ピンク 学校 ※指導員お迎え １１：３５ １２：２０ 

 



学習予定           ４／６（木）～４／１４（金） 

 

※ それぞれの教科に合わせて、教科書を持たせてください。国語・算数は、ノートも持たせ

てください。 

 

日 曜 行事 学習の用意 ○持ち物 ◎提出物 下校時刻 

６ 木 入学式 

上ぐつは、くつ箱に置いてお

く。 

体育館シューズ・上ぐつ袋は

教室に置いておく。 

１１：１０ 

７ 金 始業式 （１年生はお休み） 

１０ 月 

 
 

 

１限 学級活動 

・用具の片付け方 

・ロッカーやくつ箱の使い方 

・トイレや手洗い場の使い方 

 

２限 国語 

・あいさつ 

・返事 

・自己紹介 

 
 

３限 学級活動 

・下校コースの分かれ方 

・下校の仕方 

 
○ 名札 

◎ ＰＴＡ加入申込書 

◎ 児童個票 

◎ 緊急連絡カード 

◎ 緊急時児童引き渡しカード 

◎ スポーツ振興センター加入

同意書 

◎ 保健調査 

◎ 保健調査（アレルギー用） 

◎ 「教育会」入会申込書 

◎ 各種たより・ホームページ

等への写真などの掲載につい

てのお願い 

◎ 牛乳アレルギーの児童の生

徒の給食費減額についての希

望票（対象者のみ） 

◎ 「ゆう＆ゆう」の申込書 

  （希望者） 

※ ◎は茶色の連絡袋に入れて

持ってくる。 

１１：３５ 

毎日持ってくるもの 

○ ランドセル 

○ 連絡帳と連絡袋 

○ 筆箱と下敷き 

毎週初めに持ってくるもの 

○ 上ぐつ 

○ 体操服 

 （今週は明日） 

○ 手提げ袋 



日 曜 行事 学習の用意 ○持ち物 ◎提出物 下校時刻 

１１ 火 

 １限 学級活動 
・用具の片付け方 

・並び方 

 

2 限 生活 
ともだちと 

なかよし 

 

3 限 算数 
どきどき 

がっこう 

 

 

 

 

○ 体操服 

○ ぞうきん２枚（無記名） 
１１：３５ 

１２ 水 

 1 限 学級活動 
・道具の片付け方 

 

２限 書写 
・初めてかいた名前 

 

３限 国語 
・なかよしの き  

 

 

 

 

○ 道具箱セット １１：３５ 

１３ 木 
１年生を迎える会 時間割通り 

（１～４時間目のみ） 

○ ケース入り粘土 

  （粘土べら） 
１２：２０ 

１４ 金 
避難訓練（２限） 時間割通り 

（１～４時間目のみ） 

○ 探検ボード 
１２：２０ 

 

★お知らせとお願い★ 

☆ １３日（木）より、各クラスの時間割による授業が始まります。時間割と一緒に毎日持

ってくるものなどのリストを渡します。時間割に合わせてお子様と一緒に持ち物を確認

しながら用意してください。行事等が入る時は、時限の入れ替えをすることがありますの

で、その日の時間割通りに用具を持ってきてください。持ち物を用意する時に、筆箱の鉛

筆を毎日削るようにしてください。 

☆ 置き傘用の折りたたみ傘のご準備をお願いします。ひらがなで記名してください。自分

で使えるように、さす練習をしてください。 

☆ 次回の学年だよりは、４月１４日（金）に発行予定です。 

☆ 学校にいる時間は短いですが、お茶が必要な場合は、水筒を持たせてください。 

 

 

 


