令和４年４月６日(水) No.１
北区立小学校なでしこ小学校
校長 原田 英孝
担任 中島 由香子 福原 陽一
小川 真理子 田場川 陽子 堀野 みゆき

おひさま

ご入学おめでとうございます！
新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます。保護者の皆様方、子供たちのご入学を心よりお祝い申
し上げます。
いよいよ、今日から「なでしこ小学校の１年生」としての学校生活がスタートしました。ご家族の皆様も、
この日を楽しみにされていたことと思います。新しい生活が楽しく充実したものになるよう、担任一同力を
合わせ努力して参ります。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。
学年だよりの名前は、
「おひさま」です。太陽のように明るく元気に、そしてほがらかに成長していっても
らいたいという願いを込めて名付けました。
「おひさま」は学校と家庭を結ぶ大切な通信です。よくお読みに
なって、準備などをお願いいたします。

担任紹介
１組担任：中島 由香子
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■４月の行事予定■
月

３組担任：小川 真理子

（たばかわ

元気いっぱいのかわいい
子供たちに会えるのを楽し
みにしていました。子供た
ちが楽しく充実した学校生
活を送ることができるよう
に指導していきます。どう
ぞ、よろしくお願いいたし
ます。

水

（ほりの みゆき）

かわいい子どもたちと過

ご入学おめでとうござい
ます！かわいい１年生のみ

です。みんなが笑顔で安心

んなとわくわくする楽しい

し て学校 生活が 送れる よ

毎日を過ごしたいと思いま

う、力いっぱい頑張ります。 す。どうぞ、よろしくお願
１年間、どうぞよろしくお

いいたします。

願いいたします。

木

６
入学式

12

ようこ）

５組担任：堀野 みゆき

ごす日々が、とても楽しみ

７
【給食なし】

金
８
【給食なし】

④12：15
11
全校朝会
安全指導
身体測定
【給食開始】

陽子

☆④は４時間授業、⑤は５時間授業、時間は下校時刻を表しております。

火
５

４組担任：田場川

13

14
音楽朝会

【B 時程４時間】 心臓検診

地域班活動

土
９

④12：15
15

16
土曜授業
1 年生を迎える会

（集団下校）

13:45～
※地域班ごとに下校
するため、班によって
時刻が異なります。

④13：15
18
全校朝会
聴力検査

④13：00
19

20

④13：15
21

【5 時間授業始】 【B 時程４時間】 耳鼻科検診

避難訓練

④13：15
25
全校朝会
安全指導
視力検査
⑤14：20

⑤

⑤14：50
26

④13：00
27

⑤14：50

22
保護者会

⑤14：50
28

⑤14：20

④13：15
23

⑤14：30
29

⑤14：50

③11：40

昭和の日

30

[４月７日（水）～

８日（金）の予定]
７日（木）

学
習
予
定

８日（金）

・あいさつと へんじのしかた
・あさのよういのしかた
・ランドセルの しまいかた
・ロッカーのつかいかた
・あんぜんな あるきかた
・トイレや すいどうのつかいかた
・くつばこのつかいかた
・こうしゃめぐり
・つぎのひの よういのしかた
・げこうのしかた

がっかつ
・おどうぐばこの つかいかた
こくご
・ただしいしせい
・えんぴつのもちかた（きょうかしょはつかいません）
せいかつ
・おいしいきゅうしょく（きゅうしょくしつのせんせい）
たいいく
・きがえかたならびかた
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※全ての持ち物に、クラス・名前を記入して、持ってき
てください。

○月曜セット ○毎日セット
○防災頭巾
※入学式で提出されていない方は、提出してください。

○毎日セット
※クラス・名前を記入して、持ってきてください。クレパス・
クーピーは１本１本にも記名をお願いします。

○お道具箱、クーピー、クレパス、アラビックのり

（○児童指導資料）
（〇保健調査票・傷病連絡カード ）
●月曜セット
（○就学通知書）
名札は登校したら付けます。下校するときに取って、置いて帰ります。

毎日セット

毎日身に付けてくる物

１.健康観察票（体温・体調記入）

１.校帽(左側に交通安全ワッペン、方面別リボン付)

２.連絡帳・連絡袋

２.マスク

３.筆箱【鉛筆（２Ｂ）×５、よく消える白い消
しゴム、赤青鉛筆】
４.下敷き(無地の物)
５.自由帳
６.予備のマスク（２～３枚）
※マスクを落として汚れたときなどに取り替えます。
記
名して、ランドセルの分かるところに入れておいてく
ださい。使用した場合は、補充をお願いします。

月曜セット

３.ハンカチ
４.ティッシュ
５.防犯ブザー（ランドセルにつけてください。）
※ハンカチとティッシュは、手を洗ったり鼻をかんだりしたときにさっ
と使えるように、ポケットに入れておいてください。授業の後は、必
ず手を洗いますので、ハンカチの厚さ等もご配慮ください。
※全て、ひらがなで記名をお願いします。

☆忘れ物がないように、保護者の方が
一緒に見ながら子供たちに用意させ

１.上履き、上履き袋

てください。提出物は、子供と一緒

２.体育着、体育着袋

に確認の上、ランドセルに入れさせ

※手提げに入れて持たせてください。
（幼稚園や保育園で使っていたもの
でかまいません。
）

てください。鉛筆は家で毎日削って

☆月曜セットは、週初めに持ってき

うにお願いいたします。

て、週末に持ち帰ります。

きてください。前日に準備をするよ

《お知らせ・お願い》

本日の配布物
・お道具箱 ・クーピー ・クレパス ・アラビックのり
・ノート４冊（国語・算数・自由帳・連絡帳） ・防災頭巾 ・防犯ブザー ・防犯笛
・教科書ぶくろ（国語・書写・算数・生活・音楽・図画工作・道徳）計８冊
・ご入学おめでとうぶくろ（中に入っている資料は、表紙をよくご覧ください。
）
・PTA ふくろ（PTA 関連書類・連絡袋）

持ち物にはすべて記名を！
学校に持ってくる物は、すべてひらがなで記名してください。鉛筆、クーピー、クレパス一本一本
にも記名してください。名前を書くことによって、物を大切にする心が育ちます。よろしくお願いい
たします。

登下校について
明日からは地域班で登校します。集合場所、時刻、班長さんの名前など、
もう一度ご確認の上、ゆとりをもって送り出してください。学校へは、８時
１０分～８時１５分の間に到着することになっています。
下校も通学路（登校と同じ道）を使用します。しばらくは３つのコースに
分かれ、担任と他の先生が途中まで送ります。自分の通学路をしっかり覚え、
先生と別れた後は自分で帰れるようにご指導ください。お家の近くまでお迎
えが可能であれば、立っていただけると安心です。コース別の色リボン（赤、
緑、黄）は校帽の横についているでしょうか。ご確認お願いいたします。
（学
童クラブに通っている場合は、家のコースと学童クラブの青リボンの２色を
つけます。
）

連絡帳・各種連絡について
☆欠席・遅刻の連絡は、緊急時を除き、下記メールアドレスまで事由を付けて電子メールでお知らせくだ
さい。
（連絡帳をお友達に頼んで届けて頂く必要はありません。）

Mail:nadeshiko-syo@city.kita.lg.jp
件名は【○月○日 ○年○組 欠席／遅刻連絡】
※５月からは、
「まなびポケット」を使った連絡となります。詳細は、後日お知らせいたします。
☆毎朝、記名したマスクを付けて登校してください。また、毎朝の検温と健康観察をして頂き、内容を健
康観察表に記入して学校へ持たせてください。
☆早退、体育の見学の場合など、学校や担任への連絡がある場合は、連絡帳でお知らせください。
（理由も
お書きください。
）また、提出物がある時も連絡袋に入れてください。その場合には、朝、忘れずに担任
に出すようにと声を掛けてください。電話は緊急の場合以外、なるべく使わないようにお願いいたしま
す。

☆連絡帳・連絡袋は毎日ご確認ください。大切なお知らせが入っていることがあります。自分からお家
の方に出せる習慣がつくよう、声掛けをお願いいたします。担任からの連絡も、連絡帳に記入します。
お読みいただきましたら、お家の方の押印又はサインをお願いいたします。なお、入学してからしばら
くの間は下校時刻が早いため、お家からのご連絡に返事を書く時間がないことが予想されます。急を要
する場合は後ほどお電話を差し上げますので、ご了承ください。
☆学童クラブを利用していて学童クラブをお休みする場合、担任にも連絡帳でお知らせください。
☆その他、連絡したいこと、尋ねたいことなどにご使用ください。担任が見た場合は必ず押印又はサイン
をいたしますので、連絡が届いたかどうかは担任印又はサインを確認してください。

生活リズムについて
◇新しい生活が始まり、疲れることも多いと思います。
◇「早寝、早起き、朝ごはん」を意識し、生活のリズムを整えて
ください。

《提出物のお願い》
☆年度当初のため、多数の書類がありお手数をおかけいたしますが、提出物の期日は、お守りい
ただきますようお願いいたします。
提出日：４月８日（金）のもの
① 常任委員及び係員アンケート（ＰＴＡ）
② ＰＴＡ会員証申込書
③ ＰＴＡ会費申込みと納入について
④ 心臓検診調査票（白）（番号は学校で書きますので、書かずにご提出ください。）
⑤ 定期健康診断問診調査票〈結核検診・運動器検診〉（うすピンク）
（番号は学校で書きますので、書かずにご提出ください。）

提出日：４月１１日（月）のもの
⑥ なでしこ小学校ホームページ画像掲載にかかわるお願い
⑦ 緊急時引き渡しカード（学校保管用）

提出日：４月１５日（金）のもの
⑨

就学援助費希望調書（封筒に入れて）
※希望の有無に関わらず封筒に入れて全員提出をお願いします。封筒は再利用しますので、名前等は封筒に書か
ないでください。

保護者会について

※保護者会についての詳しいお知らせは、後日、配布予定です。

○日 時
４月２２日（金）保護者会 １５：００～
※アサガオセット等を保護者会で配布します。記名をお願いします。

早退・遅刻について
☆通院してからなど、遅れて登校する時は、必ず保護者の方と一緒に教室まで登校してください。
☆早退する時も、必ず教室前または保健室までお迎えに来てください。

