
NO.１ ～かがやけ１年生☆小日向スマイル～ 

😊え・が・お 
ご入学おめでとうございます 

 希望に胸をふくらませて登校した１年生、保護者の皆様におかれましては、お子さまのランドセル姿を見た感動

もひとしおのことと思います。晴れやかな入学式を迎えられたことを心よりお祝い申し上げます。 

 今日から小日向台町小学校１年生としての生活が始まります。新しい友達や上級生との出会い、新しい先生や教

室との出会い、新しい教科書との出会い。今日から始まるたくさんの「初めて」の積み重ねが子供たちのより良い

成長になるよう、担任一同、協力してお子さまの指導にあたっていきます。 

今年の１年生は担任５名がお子さまをお預かりいたします。子供たちが楽しい小学校生活を送れるよう、ご支援

とご協力をよろしくお願いいたします。子供たちにとって学校が大切な居場所になり、「笑顔」で過ごせる楽しい

場所になっていくことを願い、学年だよりのタイトルを～かがやけ１年生☆小日向スマイル～『え・が・お』とし

ました。１年間どうぞよろしくお願いします。 

☆担任 専科紹介☆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

音楽        養護  

☆お知らせとお願い☆ 

◎ 連絡袋は毎日必ず確認してください。連絡帳に担任から連絡事項が書かれていた場合、読まれた印としてサイ

ンまたは押印をお願いします。 

◎ 毎朝、検温をして健康チェックカードに記入をお願いします。登校時に必ず持たせてください。 

◎ 学校全体に関わる連絡や、緊急の連絡はフェアキャスト（学校一斉メール）にてお知らせしますので、速やか

にご登録をお願いします。 

◎ 年度初めの保健書類や提出物、持参するものがたくさんあります。プリントをよくお読みいただき、提出日を

守っていただきますようお願いします。また、記入もれや印もれがないようにお確かめください。 

・生活科・道徳・音楽・書写の教科書は学校で保管します。記名して８日（金）に持たせてください。 

・保健関係書類は、１１日（月）締め切りです。 

（指導補助カード、心臓検診調査票、児童保健調査票、運動器検診調査票の４つです。茶封筒に入れて持たせ

てください） 

◎ 教材費や PTA 会費など学校徴収金の詳細は、保護者会でお知らせします。 
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「明るく 楽しく 元気

よく！」を合言葉に、子供

たちと学校生活を楽しん

でいきます。どうぞよろし

くお願いいたします。 
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毎日楽しく過ごしなが

ら、子供たちが自ら学ん

でいけるようにしていき

ます。どうぞよろしくお

願いいたします。 
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 笑顔いっぱい、優しさ

いっぱいの明るく楽しい

学級を子供たちと一緒に

つくっていきます。よろ

しくお願いいたします。 
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学習・生活・行事の中で
の熱中する姿、挑戦する
姿、協力する姿を大切に
し、楽しく過ごせるクラス
にしたいと思っています。
どうぞよろしくお願いい
たします。 

 

しいの木学級  

子供たちが毎日楽しく安心して登校できるように支援していきます。よろしくお願いいたします。                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



☆学習予定☆ 

 ４月７日（木） ４月８日（金） ４月１１日（月） 

持ち物  ・教科書 

（生活 道徳 音楽 書写） 

・体育着 

・道具箱 

・国語（教科書 ノート） 

・算数（教科書 ノート） 

朝 ・健康観察 

（あいさつ 返事） 

・健康観察 

（あいさつ 返事） 

・健康観察 

（あいさつ 返事） 

１ 生活・学活 生活・学活 体育 

・先生の名前  

・教室と座席 

・朝の支度の仕方 

・朝の支度の仕方  

・教科書の使い方  

 

・着替えの仕方 

・身体測定 

・廊下の歩き方 

・保健室の利用 

２ 生活・学活 道徳 生活・学活 

・みんなでつかう場所 

（靴箱 トイレ 手洗い）

の使い方） 

・「学校だいすき」 

・小日向の子どもの１日 

栄養士さんから 

・白衣の着方 準備など 

３ 学活 学活 国語 

・帰りの支度の仕方 

・下校の仕方 

・帰りの支度の仕方 

・下校の仕方 

・「いいてんき」 

・おはなしたのしいな 

 

４  

 

 算数 

なかまづくりとかず 

下校 １１：３０ごろ １１：３０ごろ １２：３０ごろ 

  

・７日（木）８日（金）は国語と算数の教科書、ノートは使いません。 

 ・上履きと体育着は毎週末持ち帰りますが、今週は学校に置いておきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

入学したばかりの１年生は、心も体も大変疲れています。今日からしばらくの間、ご家庭

でゆったりと過ごさせ早寝を心がけてください。そして、朝から気持ちよく登校できるよ

うに、送り出していただきたいと思います。 



☆学校で必要な準備 校内生活について☆（お願いも含む） 

毎日ランドセルに入れてくるもの 学校に置いておくもの 身に付けるもの 

①教科書（国語・算数） 

②ノート（国語・算数） 

③下敷き 

④連絡帳（連絡袋に入れます） 

⑤筆箱 

 えんぴつ ２B を５本 

赤えんぴつ １本 

マイネームペン 

 消しゴム  １こ 

⑥自由帳 

⑦水筒（水かお茶） 

⑧健康ﾁｪｯｸｶｰﾄﾞ（毎日検温をして持って

来ます） 

①防災ヘルメット、防災ヘルメットカ

バー 

②道具箱と中身 すべて記名 

 ・はさみ（左ききの子は左きき用） 

 ・クレヨン 液体のり 色鉛筆    

・計算カード ブロック 時計 

③図工袋 

④粘土、粘土板（後日配布します） 

⑤たんけんバッグ（後日配布します） 

⑥ぞうきん１枚 

※③～⑥の詳細と持って来る日につ

いてはその都度お知らせします。 

①校帽（下校班のリボンと交通安全ワ

ッペンをつける） 

②ランドセル（ランドセルカバーをつ

ける） 

③ハンカチ・ティッシュ 

④名札（教室でつけて、学校に置いて

帰ります。家には持ち帰りま

せん） 

⑤上履き（校内や体育館では上履きを

使います。足の甲とかかとに記名を

お願いします。校庭では登校時の運

動靴を使います） 

⑥マスク（ランドセルに予備を数枚入

れておきます） 

登 校 欠席するとき 遅刻・早退のとき 

・８：１０～８：１５の間に登校し

ます。安全上、早すぎたり遅れた

りしないようにしてください。最

初のうちは、朝の支度に時間がか

かるので８：１０に玄関に着くよ

うに登校させてください。 

◎登校途中には、交通量の多い道路

もあります。お子さんと一緒に歩

いてご確認ください。 

・８：１０までに学校に連絡をしてく

ださい。（Forms か電話） 

 

・遅刻するときも、８：１０までに学

校に連絡をしてください。（Forms

か電話）遅刻して登校するときは、

必ず保護者が付き添い、担任に引き

渡してください。 

・けがや病気で早退する場合には、保

護者の方にお迎えに来ていただき

ます。 

・指導補助カード（黄色）・児童保健

調査票（ピンク）には、緊急連絡先

の記入をお願いします。 

下 校 給 食 体育着 

・新型コロナウイルス感染症の対応

により、集団での下校は行いませ

ん。 

・可能な保護者の方は、慣れるまで

はご自宅の近くまでお迎えに来て

いただけるとありがたいです。 

・学校までお迎えに来る場合には、

正門を入って体育館前でお待ちく

ださい。（できる限り自転車での来

校は控えてください。自転車での

来校の際は、ヤマザキショップ前

の給食門内にとめてください） 

・配膳の仕方や食べ方・マナーなど学

級で指導していきます。ご家庭でも

話題にし、マナー等の指導もお願い

します。 

・アレルギー等ある方は、至急お知ら

せください。 

・給食袋にランチョンマットと口や手

を拭くミニタオル、コップ袋にうが

い用コップ（割れないもの）を入れ

てご用意をお願いします。 

・給食当番のときも、マスクを使用し

ます。ランドセルに予備を数枚入れ

て、常時持たせてください。 

・体育の授業や、身体計測などのとき

に身に付けます。 

・体育着袋は、脱いだ洋服をたたんで

まとめられるように、少し大きめの

袋で、自分で始末できる物を持たせ

てください。 

 

 

 

 



NO.２ ～かがやけ１年生☆小日向スマイル～ 

😊え・が・お 
元気にスタート！ 
入学式を終え、３日が経ちました。朝の支度や学校のきまり、トイレや手洗い場の使い方、靴の入れ方・・・ 

覚えることがたくさんある毎日ですが、笑顔いっぱい、元気いっぱいに過ごしています。 

 校内では、校長や副校長、スクールカウンセラーの方が子供たちの様子を温かく見守り、講師、専科の教員が朝

の準備、校内生活を手伝ってくださっています。交通誘導員さん、育成室、学童の方、そして保護者の皆様のご協

力もあり、安全に登下校を行うことができています。 

しばらくは初めてのことや覚えることがたくさんありますが、学校生活に慣れていけるよう、丁寧に繰り返し指

導を続けていきます。今週は給食が始まり、身体計測、避難訓練などの学校行事もあります。いよいよ本格的な学

校生活のスタートです。今週もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

＜給食＞ 
 〇火曜日から給食指導を始めます。火曜日には、①給食袋（ランチョンマットと口や手を拭くミニタオル）②コ

ップ袋（プラスチックやシリコン製の割れないコップ）を持たせてください。金曜日に持ち帰りますので、洗

濯、洗浄をお願いします。 

 〇給食の配膳は、児童が１週間交代で給食当番を行います。給食当番表（後日配布）に沿って当番を行います。

給食当番の児童は、当番を行った週の金曜日に白衣を持ち帰ります。白衣は洗って、アイロンをかけ、週明け

の月曜日に持たせてください。 

 

＜髪の毛、服装、靴＞ 
 〇体育の学習や給食当番を安全に行えるように、長い髪の毛のお子さんは結んだり留めたりしてまとめてくださ

い。 

 〇体育の学習や計測等で着替えることがあります。自分で着脱、始末のできる服装にしてください。 

 〇体育の学習や休み時間に外で活動をすることがあります。着脱しやすい運動靴で登校させてください。 

  （雨の日は、長靴やレインシューズで登校しても構いません。） 

 

＜学習用具＞ 
〇探検バッグ、粘土、粘土板、生活科ファイルを購入します。購入した物は、学校で記名、保管して学習で使用

します。 

 

＜算数ブロック 計算カード＞ 
 〇算数の学習で、ブロック（白と黄色の四角いブロックの入った物）、計算カードを使用します。１つずつ記名し

て１４日（木）までに持たせてください。 

 

＜おもな行事＞  
 〇１２日（火）給食開始  下校１３時１５分                      

 〇１３日（水）心臓検診  下校１３時１５分 

〇１４日（木）避難訓練 保護者会  下校１３時１５分 
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 ＜その他＞ 
〇１１日（月）本日、「算数の力」を配布しました。ご家庭で記名をお願いします。算数の授業で使用することがあ

りますので持たせてください。 

〇１４日（木）にひらがなファイル配布します。学校からひらがなプリントを返却されたら、ファイルに綴りご家

庭で保管をお願いします。 

〇１４日（木）の保護者会に向けて、タブレットを配布します。IDとパスワードの確認をお願いします。 

 

 


