
                             桐ケ丘郷小 1 年学年便り 

                  校長：久慈 良智  
担任：田中麻美 生井正芳 吉澤七海 

                                   ４月６日  NO. １           

 

  
ご入学 おめでとうございます!! 

 うららかな春風のもと、希望に胸を膨らませた１年生。ランドセルを背にしたお子様の姿に、保護者の皆様の

喜びもひとしおのことと思います。今日から小学校生活の始まりです。楽しく充実した学校生活を送ることがで

きますよう、担任３人で力を合わせて取り組んでいきます。どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

本日お渡しするもの(お確かめください)…茶色の書類袋の表に全ての配布物が書いてあります。 

  １．茶封筒  ２.茶封筒（名前あり）  ３.白い封筒  ４．桜柄封筒  ５．道具箱   

２と３と名札は、７日（水）に持たせてください。提出するものは、１の茶封筒のチェック表に

網掛けで表示してあります。学校での書類提出は期間厳守でお願いします。５の道具箱は４月８日

（木）に持たせてください。 
 

いつも忘れないでもってくるもの 

身に着けてくるもの＝校帽、名札(７日から学校で預かります)、ハンカチ・ティッシュ、 

(ポケットに入れます) 、ランドセル、マスク、水筒（中身は水かお茶。 

衛生面を考慮してペットボトルではなく、水筒を持たせて下さい。） 

ランドセルに入れるもの＝連絡袋・連絡帳、健康観察表、下敷き（学校で購入し、後程配布します。）、

自由帳、筆箱、給食袋(ランチョンマット)･･･ランドセルのポケットに入

れる。 

※筆箱の中に入れるもの･･･鉛筆２Ｂ ５本(毎日家でけずってくる。 

鉛筆キャップは付けないで下さい)・赤鉛筆１本・ 

よく消える白い消しゴム 1 個 

１組担任 たなか あさみ 

 ご入学おめでとうございま

す。元気でかわいい子どもたち

に会えるのを楽しみにしてい

ました。「学校って楽しい。」「学

ぶことって楽しい。」と思える

ような学年、クラスを目指しま

す。 

１年間、どうぞよろしくお願

いいたします。  

３組担任 よしざわ ななみ 

 ご入学おめでとうございま

す。元気で明るい子どもたちと

勉強をしたり、遊んだりするこ

とを楽しみにしています。 

 １人１人が、楽しく学校に来

て様々な活動ができるように、

一生懸命頑張ります。 

 １年間どうぞよろしくお願い

いたします。 

２組担任 なまい まさよし 

 ご入学おめでとうございま

す。数年ぶりの１年生担任とな

りました。 

 何よりも“安心”して“楽し

く”学校に来られる学校・学年・

クラスづくりを目指していきま

す。お互い精いっぱい、元気いっ

ぱいがんばっていきます。どう

ぞよろしくお願いいたします。 



 

お知らせとお願い 

登校について 

  ８時５分から８時１５分までに登校します。今年度はしばらく集団登校はありません。集団登校の時期は決

まり次第ご連絡します。 

記名について 

  持ち物にはすべてひらがなで記名してください。ただし、算数ブロックは、直接油性マジックで出席番号だ

けの記入で結構です。出席番号は、受付で渡した名簿に記載してあります。 

道具箱の中身について 

  本日配布したもの(ブロック、ネームペン、のり)は、全て記名して入れてきてください。 

そのほかに、 

  ①はさみ  ②色鉛筆(12 色程度のもの)  ③クレパス(12～16 色程度のもの)   

④セロハンテープ(カッターつきのもの、100 均のものは避けてください)   

 は、購入して記名の上、お道具箱に入れて４月８日（木）に学校に持ってきてください。 

 

欠席届について 

 病気その他で欠席する場合は、連絡帳に記入して兄弟姉妹や近所の子に頼んで持たせ、担任まで提出するよ

うにしてください。連絡帳を預け合う間柄の方を近隣でつくりましょう。 

下校について 

登校が始まり２週間程度は、地域ごとに集まって（下校班）に担任が引率して下校します。毎日の下校時刻

はお知らせしますので、ご家庭に保護者がいる場合は、自宅の近くまで出てお迎えに来てくださると助かりま

す。それ以降、学級ごとに校門まで行き、下校班で帰る予定です。詳しくはその都度、学年または学級だより

でお知らせします。 

メール配信について 

 コロナ禍のため、緊急の内容をメールで連絡することが多くなります。ホームページに「北区学校連絡メール

配信システム登録用マニュアル」が載っていますので、まだの方は今日中に必ず登録してください。学年での

配信もありますので、上級生に兄弟がいる場合にも 1 年生でも登録をお願いします。 

入学を機に、これだけは!! 

☆あいさつできますか？・・・「おはようございます」「いってきます」「ただいま」「おやすみなさい」 

             そして名前を呼ばれたら｢はい！｣ 

☆規則正しい生活をお願いします・・・９時には就寝、登校１時間半前には起床(６時半～７時前) 

                 朝晩の歯磨き、洗顔、朝食をきちんととる 

                 できるだけ排便を済ませて登校 

☆帰宅後すること・・・①ランドセルは決まった場所におく  ②学校からの手紙類を連絡袋から出して保護者

に見せる  ③翌日の用意、鉛筆けずりをする  ④宿題をしてランドセルに入れる 

   ☆洋服は自分で着られますか？・・・衣服の着脱は確実に自分でできる服装で、ポケットつきのものを 

お願いします。後ろボタンやひもで結ぶ服は避けてください。 

☆名札は自分で着けられますか？…名札は、裏面を記入し、自分でつけられるように練習をしておいてください。 

☆“自分のものだ！”と分かるように……ちょっとでも自分の手元を離れると誰のものかわからなくなります。

小物や衣服(靴下なども)自分の持ち物だという認識を常に持たせた上で、

できる限り記名をお願いします。 



                             桐ケ丘郷小 1 年学年便り 

                  校長：久慈 良智 
担任：田中麻美 生井正芳 吉澤七海 

                                   ４月６日  NO. ２           

 

  
４月の行事予定 (４月中は４時間授業、下校は１：３０です。ただし B 時程の日除く) 

 月 火 水 木 金 土 

５ 

 

 

６ 

入学式 

 

７ 

３時間授業 

安全指導 

８ 

４時間授業 

給食始 

９ 

 

１０ 

 

１２ 

全校朝会 

 

１３ 

計測検査 

１４ 

 

１５  

心臓検診 

１６ 

 

１７ 

土曜公開 

保護者会 

１９ 

全校朝会 

交通安全教室 

２０ 

 

２１ 

Ｂ時程４時間 

（1時頃下校） 

２２ 

Ｂ時程４時間 

（1 時頃下校） 

２３ 

1 年生を迎える会 

地域訪問① 

２４ 

 

２６ 

全校朝会 

 

２７ 

 

２８ 

 

２９ 

昭和の日 

３０ 

Ｂ時程４時間 

（1 時頃下校） 

消防写生会 

 
 

 

４月の学習予定 

国語 ・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 

算数 ・なかまづくりとかず 

 

生活 ・わくわくどきどきしょうがっこう 

・ともだちいっぱいだいさくせん 

・がっこうたんけん 

・通学路を知ろう 

体育 ・固定施設あそび 鉄棒あそび 

・鬼ごっこ 

・かけっこ リレーあそび 

音楽 ・校歌 

・うたでさんぽ 

図工 ・おひさまにこにこ 

・すきなものなあに 

道徳 ・ようこそ１ねんせい 

・べんきょうがはじまりますよ 他 

学活 ・給食のルールを知ろう 

・お誕生日を知ろう 

・背の順と番号順で正しくならぼう 

 ☆毎日、筆記用具(筆箱、下敷き･･･後程配布、連絡袋・連絡帳)と健康観察表と水筒は持たせて下さい。給食の

ある日は給食袋（ランチョンマットとマスク）が必要です。給食袋の中身は毎日取り替えてください。 

☆上履きと体育着は金曜日に持ち帰り、月曜日に持ってきます。 

☆給食の白衣は当番が持ち帰ります。洗濯をお願いします。 

☆個別懇談を希望される方は、、＜地域訪問の日＞４／２３（金）５／１３（木）、１８（火）から、希望の日

時を書いて、連絡帳にてお知らせください。（１２日までに） 

 

 



４月６日（火）～９日（金）の予定 

 

日(曜日)    お も な 学 習 予 定      持ち物とお願い 

６（火） 入学式 

 先生方、上級生の話を聞く。 

 学校名、学級名、担任名を覚える。 

 教室、靴箱、トイレの場所を知る。 

帰宅後、名札の中身を出し、本人血液型、誕生

日、保護者住所氏名・TEL を書いてください。

名札をお子さんが一人でつけられるように練

習させてください。 

７（水） 

３時間授業  

 

 

 

 

下校１１：４５ 

下校班ごとで 

１時 朝の支度の仕方、話の聞き方・返事の 

仕方、トイレ・水飲み場の使い方、 

ロッカー・フック・靴箱・傘立ての使い

方、   方、連絡帳の出し方・手紙のしまいかた、 

防災頭巾の使い方 

２時 国語「いいてんき」 

３時 並び方、帰りの支度の仕方、下校の方面

別の並び方 

（持ち物）名札、筆記用具(筆箱・連絡帳を連

絡袋に入れたもの)、健康観察表、水筒、自由

帳、防災頭巾、国語の教科書、茶封筒（名前

あり）の中の提出物 

※連絡袋の手紙類は毎日必ず点検し、翌日は

連絡帳だけが入っている状態にしてくださ

い。連絡帳に児童が書き始めるのは 6 月頃

の予定です。 

※名札と自由帳はこの日から学校に保管しま

す。 

８（木） 

４時間授業 

 

 

下校１：３０ 

下校班ごとで 

１時 道具箱の使い方、持ち物の名前調べ 

２時 国語「えんぴつとなかよし」 

   鉛筆の持ち方、運筆練習   

３時 図工「すきなもの なあに」 

４時 給食指導 

（配膳の仕方・ルールやマナー） 

（持ち物）筆記用具、健康観察表、水筒、国語

の教科書、給食袋、お道具箱一式 

※鉛筆は家で毎日削ります。筆箱の点検を毎

日してください。 

 

９（金） 

 

下校１：３０ 

下校班ごとで 

１時 廊下や階段の歩き方 

２時 校庭の使いかた、個人写真 

３時 国語「みんなのせかい」 

   自分の名前を書く  

４時 給食指導 

（配膳の仕方・ルールやマナー） 

（持ち物）筆記用具、健康観察表、水筒、給食

袋、国語の教科書、教科書５冊（道徳２冊、

音楽、図工、書写） 

※記名済みの道徳、音楽、図工、書写の教科書

は学校で保管します。 

※上履き・体育着は、毎週金曜日に持ち帰

ります。月曜日に忘れずに持たせてくだ

さい。 

 

☆給食は慣れるまでは時間内で食べることをめあてにします。苦手なものも一口はチャレンジします。 

 残したり食べきれなかったりすることがあると思いますが、しばらくは時間で打ち切ります。 

 

☆登校を渋ったり、気が重くなったりするお子さんがいるかもしれませんが、慣れるまでが勝負です。まずは明 

るい笑顔と｢大丈夫、大丈夫!｣の励ましの言葉をかけて、抱きしめて頭をなでて背中を押してあげてください。 

 

☆連絡帳は、欠席する場合や体調のことで伝えたいことがある場合、担任に連絡することがある場合にのみ、記

入して提出して下さい。毎日提出する必要はありません。また、保護者からの連絡がある場合は、学校に行っ

たらすぐに担任に見せるように声をかけて下さい。 

 


