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春の暖かい日差しの中、かわいい１年生 8６人が入学しました。期待や喜びを、胸にたくさん詰め込んだ子ども

たちの学校生活のスタートを、心よりお祝い申し上げます。 

子どもたちにとって「はじめて」がたくさんの小学校生活。子どもたちの、小さいけれど確実な「一歩」の積み

重ねを学校全体で見守りたいと思います。８６人の子どもたちが心身ともに健康で、楽しく、元気に学校生活を送

ることができるように努めてまいります。保護者の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。ご質問や

ご心配なことがありましたら、いつでも担任までご連絡ください。 

 

担任からのあいさつ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学年経営方針等につきましては、１２日（月）の保護者会でお伝えします。 

ご入学おめでとうございます！！ 

スマイル 
学年便り 

第１学年 

はじめまして。 

１年１組担任になりました 

白石裕子（しらいしゆうこ）です。 

１年生のみんなのパワーに負けない 

ように元気に頑張ります。 

よろしくお願いします。 

はじめまして。 

１年３組担任になりました 

高橋沙映（たかはしさえ）です。 

１年生のみなさんとお勉強したり 

遊んだりするのがとても楽しみです。 

よろしくお願いします。 

はじめまして。 

１年２組担任になりました 

町田元子（まちだもとこ）です。 

１年生のみんなに会えるのが、 

とても楽しみです。 

よろしくお願いします。 

はじめまして。 

学年担任になりました 

高橋理香（たかはしりか）です。 

１年間笑顔いっぱいで 

過ごしましょう。 

よろしくお願いします。 



４月の行事予定  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇12 日（月）視力検査…お子様が眼鏡を使用している場合は、眼鏡をかけてくるか、持たせてください。 

〇19 日（月）1年生を迎える会…今年度も保護者参観は実施しないことになりました。ご了承ください。 

★社会的情勢により、予定を変更する場合がありますので、ご了承ください。なお、変更する場合は、手紙やフェ

アキャストにてお知らせします。 

お願いとお知らせ 

【生活】 

・毎朝、検温をして、健康観察表に体温や体調を保護者の方が記入し、持たせてください。ご家庭で検温時に発熱

が見られる場合は、保護者のご判断で出欠席を決めてください。学校に判断を委ねることはご遠慮ください。 

・登下校中はもちろん、放課後公園等で遊ぶ際にもマスクを着けて行動させてください。 

・ハンカチ、ティッシュの携帯や手洗いを習慣付け、物の貸し借りは控えてください。 

・早寝早起きの生活リズムをつくり、朝食をとり、できるだけ排便をすませて登校させてください。 

・お子さんは、学校生活に慣れるまで、疲れやすくなっています。帰宅後はゆっくり過ごせるように、ご配慮をお

願いいたします。夜は早めに休ませ、十分に休養をとるようにしてください。 

【本日配布したもの】 

・道具箱  ・自由帳 

・連絡帳  ・連絡袋 

・色鉛筆  ・クレヨン 

・防犯ブザー ・ワッペン 

・ランドセルカバー（文京区の茶封筒） 

・保健関係書類（保健室の茶封筒） 

・教科書セット（白「入学おめでとう」の封筒） 

・書類セット（黄色の封筒） 

 

教科書セットの中身 

 

こくご ①上 

あたらしいさんすう１① 

あたらしいさんすう１② 

どうとく① 

しょしゃ 一ねん 

小学生のおんがく① 

ずがこうさく１・２上 

あたらしいせいかつ上 



【毎日持ってくるもの】 

・健康観察表（毎朝、体温や体調を保護者が記入） 

・マスク（記名したものを身に着けてくる） 

・紐付きの水筒（水かお茶） 

・国語、算数の教科書とノート（記名したもの） 

・ランドセル、校帽 

・連絡帳（連絡袋に入れる） 

・ハンカチ（記名したものを身に着けてくる） 

・ティッシュ（記名したものを身に着けてくる） 

・筆箱（2Ｂの鉛筆 5 本、赤鉛筆 1 本、消しゴム 1 つ、

名前ペン） 

・下敷き 

・給食セット（袋、ランチョンマット、ティッシュ） 

※清潔なものをご用意ください。 

※予定表を見て、お子さんと一緒にそろえてください。 

【週の始めに持ってくるもの】 

・体育着袋（体育着上下、紅白帽） 

・上履き（週末に洗った清潔なもの） 

・色鉛筆（必要に応じて週末に家で削る） 

※手提げ袋（紙袋やビニール袋は不可）に入れます。 

引っかかると危ないのでランドセルにつるしません。 

【ランドセルに常に入れておくもの】 

・記名してある予備のマスク 

（ジップ付きのビニール袋等に入れて５枚程度） 

・予備のハンカチ 

・予備のティッシュ 

※帰宅後点検し、不足していたら補充してください。 

【記名について】 

・すべての持ち物に、必ず、平仮名で記名をしてください。 

・クレヨンと色鉛筆と鉛筆は一本ずつ（シールは取れやすいので不可）記名してください。 

・消しゴムはケースと中身の両方に記名をしてください。 

・上着をかけるためのハンガーには、油性マジックで書くか名前シールを貼ってください。 

※学習に集中できるよう、全てキャラクターものではなく、シンプルなものをご用意ください。 

 

【下校】 

・点呼確認を行った後に、しばらくは担任・専科・用務主事等が途中まで付き添います。 

 ※人数の確認が取れた時点で下校を開始します。見守りサービス（安心でんしょばと）を利用される方は 

メールが届いてから、しばらく時間が経ってからの下校となります。 

・交通誘導員も横断歩道に立ちます。 

・下校時は必ず通学路を通るように指導します。(ご家庭でもご指導をお願います。) 

・リボンは、校帽の校章の横に付けて下さい。 

・下校が曜日によって変わる場合はお子様と十分に確認してください。 

・下校が普段と異なる場合は必ず連絡帳でお知らせください。 

・下校のコースがはっきりしない場合は連絡させていただくことがあります。 

 

 

リボンの色 

コース 

緑 ピンク 白 赤 黄 水色 オレンジ 紫 

方面 ハイタウン 

方面 

麟祥院 

方面 

中坂 

方面 

三組坂 

方面 

セブンイレブン 

方面 

湯島育成室

 方面 

民間学童 

（学校迎え） 

湯島小 

育成室 



【個人面談】 

４月１３日（火）から、１年生の個人面談（希望者のみ）が始まります。希望の有無も含め、全ての方が希望調

査をご記の上、８日（木）までに担任へご提出ください。期日切迫で申し訳ありませんが、ご協力よろしくお願い

します。 

 

【給食】 

４月７日（水）から給食が始まります。１年生は１２日（月）まで簡易給食となっております。しばらくの間、

教職員が配膳を行いますので、給食当番はありません。当番活動を始める際には、改めてお知らせいたします。 

簡易給食献立表 

日 曜日 主食 副食・デザート 飲み物 

４／７ 水 ピザドッグ  牛乳 

  ８ 木 チャーハン  牛乳 

  ９ 金 ごはん じゃが芋のそぼろ煮 牛乳 

１２ 月 ソース焼きそば フルーツヨーグルト 牛乳 

  ※使用食材等は、給食だより裏の献立表をご参照ください。 

 

【保護者会】 

４月１２日（月）に保護者会を行います。下学年（１～３年生）は、Web会議システム（ZOOM）にて、１３時

４５分から開始し、１４時３０分終了予定です。また、１６時１５分から、１年生を対象とした「放課後全児童向

け事業（アクティ）の説明会」と、PTAの役員決めがあります。詳細につきましては、別紙お知らせをご覧くださ

い。 

 

４月の学習予定 

 

教科 単元名 

国語 ○いいてんき ○おはなしたのしいな ○あつまってはなそう ○えんぴつとなかよし ○どうぞよろしく 

○なんていおうかな ○こんなものみつけたよ ○うたにあわせてあいうえお 

書写 ○じぶんのなまえをかこう ○しょしゃたいそう ○じをかくしせい ○えんぴつのもちかた ○てのうごかしかた 

算数 ○なかまづくりとかず ○なんばんめ 

生活 ○どきどきわくわく１ねんせい ○がっこうだいすき 

音楽 ○こうか ○うたでなかよしになろう 

図画工作 ○はさみのつかいかた ○じぶんのかおのえ ○チョッキンパッでかざろう 

体育 ○しゅうだんこうどう ○こていゆうぐのつかいかた 

道徳 ○がっこうだいすき ○きもちのよいせいかつ 



今週の予定 

 ７日（水）④ ８日（木）③ ９日（金）③ 

あ

さ 

 どくしょ がっきゅうのじかん 

が

く

し

ゅ

う 

ロッカーのつかいかた 

トイレやすいどうのつかいかた 

くつばこのつかいかた 

どうぐばこのつかいかた 

がくしゅうようぐのきめいしらべ 

しんたいけいそくのきまり 

ほけんけいそくじのならびかた 

きゅうしょくじかんのすごしかた 

あんぜんしどう 

かえりのじゅんびのしかた 

げこうコースのならびかた 

 

すわりかた、たちかた 

あいさつ、へんじのしかた 

つくえのうえのおきかた 

かさのしまつのしかた 

きょうかしょのきめいしらべ 

えんぴつのもちかた 

せんをかくれんしゅう 

きゅうしょくじかんのすごしかた 

あんぜんしどう 

かえりのじゅんびのしかた 

げこうコースのならびかた 

 

プリントのおりかた 

せんをかくれんしゅう 

すうじのれんしゅう 

こうかのれんしゅう 

はさみのつかいかた 

きゅうしょくじかんのすごしかた 

あんぜんしどう 

かえりのじゅんびのしかた 

げこうコースのならびかた 

 

も

ち

も

の 

↓したにかかれているものぜんぶ きょうかしょぜんぶ  

【まいにちもってくるもの】 

けんこうかんさつひょう、マスク、すいとう、こくご・さんすうのきょうかしょとノート、ふでばこ、 

れんらくちょう、れんらくぶくろ、したじき、ハンカチ、ティッシュ、きゅうしょくセット 

【がっこうにおいておくもの】 

どうぐばこ、どうぐぶくろ（セロテープ、のり、はさみ）、じゆうちょう、いろえんぴつ、クレヨン、 

ヘルメットカバー、ハンガー 

し

ゅ

く

だ

い 

えんぴつをけずる。 

おうちのひとと、もちものをじゅんび

する。 

えんぴつをけずる。 

おうちのひとと、もちものをじゅん

びする。 

えんぴつといろえんぴつをけずる。 

おうちのひとと、もちものをじゅん

びする。 

おうちのひとと、うわばきをあら

う。 

書

類

等 

配布：鍵盤ハーモニカ申し込み用封筒 回収：個人面談希望調査 

※書類は配布されましたら、締切日

に関わらず、早めのご提出をお願い

します。 

回収：保険調査票 

   心臓検診調査票 

   運動器検診問診票 

配布：保護者会資料 

   個人面談予定表 

行

事

等 

給食始（１２日まで簡易給食） 

安全指導 

身体計測（頭頂部や後頭部に髪の結び

目がこないよう、ご協力ください。） 

  

 


