小平市立小平第四小学校
第１学年

学年便り

平成２９年４月６日
ＮＯ．１

ご入学おめでとうございます

７３名のぴっかぴかの仲間たち

今日から、ぴかぴかの１年生。いよいよ学校生活の「はじめの一歩」
を踏み出しました。これからの日々をたくさんの友達と一緒に仲良く、
そして心豊かにたくましく成長してほしいと願っています。私たち担任
も力を合わせて一生懸命がんばりたいと思います。保護者の皆様には、
どうぞ温かい御支援と御協力をお願いします。
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お願い

毎日楽しく過ごせるようにサポートしていきます。

☆提出物の締め切りについて
□児童指導資料

新入学児童説明会でお渡

□経歴カード
□緊急時引き渡しカード
□給食自動振込利用申込書
□保健資料

□地区カード

しした白色封筒に入れて、

4 月 7 日（金）に、
必ず提出してください。

□心臓検診調査票 □運動器検査保健調査票
□尿検査…前日に容器等配布しますので、４月２１日（金）に必ず提出してください。

☆毎日持ってくるもの
□連絡帳…連絡袋に入れる。
□筆箱…鉛筆４～５本（２Ｂ）
、赤鉛筆１本、消しゴム１こ（飾りやにおいのない、よく
消えるもの）
、名前ペン
□下敷き…同じものを持っているので、必ず記名してください。
□自由帳
□ハンカチ・ティッシュ…毎日必ず持たせてください。ハンカチは手を洗った後使えるよ
うにポケットに入れるよう、お願いします。
※鉛筆は毎日削る習慣をつけてください。（基本的には学校では削りません。）
※消しゴムの名前が消えていないか、気をつけて見てあげてください。

☆連絡帳について
１．欠席・早退・遅刻・体育の見学その他連絡がある際に、連絡帳に記入して担任まで届
けてください。保護者の方から連絡がある場合には、お子さんに「朝、連絡帳を先生
に出すように。
」と声をかけてください。
２．担任からの連絡や記入があった場合、御覧になりましたら、サインをしてください。
３．連絡帳の裏表紙に貼ってあるシールに、欠席の時に届けてくれる兄弟や友達のクラス
と名前を 2 人書いてください。
※学校からの配布物やお知らせ等は、連絡袋に入れて持ち帰らせます。毎日確かめてください。
※４月当初は下校が早いので連絡帳のお返事を書く時間が取れません。「見ました」というサイン
だけになってしまうこともありますが、御了承ください。

☆早退・遅刻・欠席について

緊急以外は、電話での連絡はご遠慮
ください。

１．遅刻・早退する際は、児童の安全のため、御面倒でも教室まで送迎をお願いします。
２．欠席や遅刻をする際は、連絡帳に理由を書いて、連絡袋に入れ、兄弟や友達に頼んで、
８時２５分までに担任に届くようにしてください。返信やその日の配布物などを連絡
袋に入れ、お返しします。

☆記名について
学用品や持ち物、衣服など、書くことができる物全てに、必ず名前を書いておいてくだ
さい。自分の持ち物を理解し、大切にする習慣をつけるために、ぜひよろしくお願いしま
す。本日お配りした学用品は以下の点に気をつけて、はっきりと見やすく書いてください。

□鉛筆、色鉛筆、クレパスなどは、箱だけではなく、一本一本に消えないように記名してください。
□教科書、ノート類には油性ペンで書いてください。教科書には内側の氏名欄のほか、裏表紙の外
側にも記名をお願いします。4 月 10 日（月）に持たせてください。
□書写の教科書は、教室で保管します。

☆上履き・体育着・白衣
上履き、体育着、白衣（給食当番になった子）は、毎週金曜日に持ち帰ります。必ず洗
って月曜日に持たせてください。

☆ぞうきん・粘土・粘土板
□ぞうきんは、２枚を持たせてください。1 枚だけに大きく名前を書いてください。もう１
枚は学級で使います。ぞうきんをかけるため、ひも（３０～４０㎝ぐらい）付きの洗濯
ばさみ２個を御用意ください。（ひもをいすの足に通して使います。）
４月１１日（火）に持たせてください。
□粘土・粘土板を御用意ください。幼稚園・保育園等で使っていたものでもかまいません。
4 月１２日（火）にお願いします。（新しい物は袋から出して持たせてください。
）

☆給食について
4 月１３日（木）から給食が始まります。ナプキンとマスクを巾着袋に入
れてランドセルのフックにかけて持たせてください。ナプキンは毎日洗
濯をしたきれいなものを持たせてください。

☆算数ブロックについて
算数の学習で使用するブロックを購入します。すでに御兄弟の使っていた物がある場
合はそれを使っていただいてかまいません。申込用紙に○をして、４月１０日（月）までに
提出してください。（申し込みされない方も提出をお願いします。）算数ブロックは１つ１つ
記名して、１２日（水）までに持たせてください。（算数ブロックは６５０円になります。後
日集金させていただきます。）

☆その他
□本日配布した黄色いワッペンは、損害保険ジャパンによる『交通事故損害保険』の適応
の証となるものです。ランドセルにつけて登下校させてください。

登下校について
１．登校時刻は、８時１０分～８時２０分です。朝の支度になれるまでは時間がかかります。
余裕をもって登校させてください。ただし、８時１０分にならないと、校舎には入れません。
（雨の日は、早めに入ることができます。
）
２．朝の時間は、朝会、集会、朝読書、朝学習などがあります。８時２５分から始まります
ので、遅れないよう、気をつけてください。
３．下校時刻は、当分の間、学習予定の欄に書かれた時刻を目安にしてください。
４．通学路については、危険な場所を含め、しっかりと覚えること、寄り道しないことなど
御家庭でも指導してください。
５．４月７日（金）
、１０日（月）は、担任を含め、複数の教員が３方向に分かれて、途中ま
で送ります。コースを御確認の上、ランドセルの横のコース別リボンを付けてください。
１１日（火）～１４日（金）は、校庭でコース別に並んで解散し、コースごとの下校と
なります。学童に通っているお子さんについては、４月中は学童に行かない場合には必
ず連絡帳で学級担任にも御連絡ください。また、行くか行かないかを必ずお子さんと確
かめてから登校させてください。
学園西町方面・・・みどり色（一橋大学角）
津田町方面・・・・むらさき色（公民館前）

下校コース図

上水方面・・・・・ピンク色（久右衛門橋）
学童・・・・・・・白色

※下校時刻は、多少ずれることもありますが、お子さんが帰宅する頃にお家の近くまで出
て頂けると助かります。御協力お願いします。

１３日以降は給食ありの４時間授業

４月の行事予定
月

火

です。１３：２０分頃下校予定です。
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学年集会

保護者会・学校説

給食開始

明会
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２１

生活リズム週間

避難訓練

耳鼻科検診

尿検査

終了

ＰＴＡ総会

尿検査配布

１年生を迎える会

下校指導
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地域巡り始

視力検査
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２８

心臓検診

全校朝会

交通安全教室

委員長紹介集会

歯科検診

内科検診

地域巡り終

眼科検診

☆発育測定について
４月１１日（火）に発育測定を行います。当日は体育着に着替えて、身長・体重を測り
ます。その結果は後日「けんこうカード」でお知らせします。
・脱ぎ着しやすい服装で来てください。下着や靴下にも記名をお願いします。（着替えの時、
友達のものとまざってしまうことがあります。）
・身長を測るので、頭の上で髪の毛を結ばないなど測りやすい髪型で来てください。

☆保護者会・学校説明会について
４月１４日（金）１４：３０～１４：４５
１４：５０～ 学年全体会

にじのホールにて、学校説明会
終了後、各教室で、学級懇談会

☆内科検診日の下校について
４月２４日（月）に内科検診を行います。１３：００～検診が始まりますので、各クラ
ス、終わり次第下校となります。下校時刻は、１３：３０～１４：００頃となりますので、
御承知おき下さい。

学習予定（７～１１日）
７日（金）

時
１

10 日（月）

11 日（火）

学級活動

体育

生活

・あいさつと返事の仕方

・着替え・片づけの仕方

・校内めぐり

・正しい座り方・立ち方

・並び方

・職員室、保健室、図書室

・道具箱の使い方・手紙の

・廊下の歩き方

の場所を知ろう

しまい方

２

道徳

国語

発育測定（身長と体重）

・学校のきまり

・話し方・聞き方

・着替え

・ロッカーや靴箱、トイレ、 ・鉛筆の持ち方
水飲み場の使い方

３

・保健室の使い方、約束

・運筆練習

学級活動

学級活動

国語

・下校コースの確認

・記名調べ

・自分の名前を書こう

・下校の仕方

・どんな学習をするのかな

４

音楽
・みんなで歌おう…春の歌
・校歌を歌おう

下校
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持
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ち
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クレパス 色えんぴつ

・

はさみ でんぷんのり

国語、生活、音楽の教科書

忘れずに）
全部の教科書
ノート

絡

算数ブロック申し込み用紙

宿

夜９時までに寝て朝７時までに起きる

題

明日の用意を忘れずに行う

ぞうきん 2 枚
ひも付き洗濯ばさみ２こ

連

連絡帳・連絡袋☆ 筆箱・下敷き☆

１２：１５

自由帳☆ ハンカチ☆ ティッシュ☆
朝ご飯をしっかり食べる

筆箱の中を確認し、鉛筆を削ってくる

※持ち物の☆は、毎日持ってくるものです。

※毎日の持ち物も忘れないように、一緒に確認をしてあげてください

