
 

  

 
 

 

 

 

お子様のご入学おめでとうございます。今日から栄南小学校での新しい生活のスタートです。これから始まる

新しい世界への期待と喜びで満ち溢れていることと思います。生き生きと活動し、多くの友達と一緒にたくさん

の体験をしてほしいと願っています。職員一同、安心して、楽しく、充実した学校生活が送れるように努力して

いきます。そして、保護者の皆様にお子様の成長を感じ取っていただけるよう、力を合わせて頑張ります。本校

の教育活動へのご理解とご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６日（月）入学式 

７日（火）着任式・始業式 

11:15一斉下校 

通学路点検 

８日（水）１年生下校 11:00 

２～６年給食開始 

９日（木）給食開始 

通学班会議 

身体測定・聴力検査 

１年下校１４:0０ 

１０日（金）１年下校１４:0０ 

１年１組担任の 中山
なかやま

亜紀
あ き

 です。  

 ９名の１年生が明るく元気に成長していけるよう、子どもたち

一人一人に寄り添いながら、共に頑張りたいと思います。 

１年間よろしくお願いします。 

１３日（月）心電図検査 

１４日（火）避難訓練 

１５日（水）学年費等引き落とし日 

１６日（木）視力検査 

２２日（水）尿検査配付 

２３日（木）尿検査回収 

２９日（水）昭和の日 

 

５月の主な予定  １日（金）学年費引き落とし 

              尿検査予備日 

１３日（水）・１４日（木） 

地域訪問 15:05一斉下校 

２６日（火）体力テスト（低学年） 

１年 学年通信 

４月号 No.1 

20２０.4.６ 



 

１ 毎日の持ち物 筆記用具（筆箱・下じき）、連絡帳（連絡袋に入れる）、ハンカチ・ティッシュ 

 

２ 筆箱の中   鉛筆５本（Bか２B）、消しゴム（白い直方体のもの）、赤鉛筆１本 

※余分なものは入れないでください。 

※筆箱は、鉛筆が１本ずつ入るものを用意してください。 

※鉛筆には、必ず１本ずつ名前を書いてください。 

※鉛筆は、毎日自分で削り、数の確認をする習慣をつけさせてください。 

 

３ 提出物    提出期日に気を付けてください。出席番号など記入漏れのないようにお願いします。（出席

番号は、青ファイルの名前シールについています） 

※個人情報守秘のため、青ファイル、赤ファイル（保健関係）に書類を挟んで提出してくだ

さい。青ファイル・赤ファイルは、６年間使用します。（学校保管） 

 

４ 体操服袋   大きめでランドセルの上から背負えるナップサック式のものを用意してください。（毎週月

曜日持参、木曜日持ち帰り） 

 

５ 給食セット  コップ、マスク、歯ブラシを入れて、机の横にぶら下げます。 

         ひもは、床にすらないように短めにしてください。（３０ｃｍ以内） 

         なお、歯みがき粉は使用しません。（毎日持ち帰ります） 

 

６ お道具箱   はさみ、のり、セロハンテープ、クレパス、色鉛筆、自由帳、 

油性ペン、ティッシュ（長期休業のときに、持ち帰ります） 

※ すべてのものに名前を書いてください。 

 

７ 欠席の連絡   学校を休んだり、遅刻や早退したりする場合は、連絡帳を通学班の人に渡すか、班長さん

に電話で連絡してください。車で登校のとき（けがや病気のときのみ）もその旨を班長さん

に連絡してください。 

※通学班（班長）への連絡がないと、集合場所で同じ通学班の子が待っていることになりま

すので、必ず連絡してください。 

※児童クラブの予定を変更する場合も必ずお知らせください。 

 

８ 下校      通学班で下校します。基本的には下記の表のようになります。ランドセルにつける下校カ

ードを３枚配付しました。下校方法の確認をしますので、必ず朝つけて、お子さんにも声を

かけてください。水曜日の１・２年下校は、保護者や地域の方が付き添って下校してくださ

います。（火曜日は、下校時間が異なりますので、お便り・連絡帳等で確認をお願いします。） 

曜 日 形 態 時 間 

月曜日 一斉下校（１～６年） 15:05 

★火曜日 一斉下校（１～６年）★クラブや委員会がない場合 16:00 

★火曜日 １～３年下校★クラブや委員会がある場合 15:05 

水曜日 １・２年下校 見守り付き添い下校 15:05 

木曜日 一斉下校（１～６年） 16:00 

金曜日 １～３年下校  15:05 



 

●今週の予定 
日 行事・学習内容 持ち物 提出物 下校 

７日 

（火） 

①着任式・始業式 

②学級活動 

（自己紹介、靴箱、トイレ・

ロッカーの使い方） 

 

 
 

 

 

 

・しょうがくどうとく 

・ことばのひろば 

・書写（教科書）  

・書写練習帳 

・体育館シューズ 

 

 一斉下校

11:15 

８日 

（水） 

①学級活動 

（朝・帰りの準備の仕方） 

②生活（学校の一日） 

・お道具箱 

・教科書（生活） 

※毎日持ってくる物 

・スーパーの

袋（３枚） 
１年下校 

11:00 

９日 

（木） 

①生活（掃除について） 

②身体測定（髪は横結び） 

聴力検査 

③国語（名前を書こう） 

④生活（給食・清掃について） 

給食開始 

 

・青ファイル（提出物） 

・赤ファイル（保健関係書類） 

・給食セット 

（マスク・コップ・歯ブラシ） 

・体操服 

・教科書（国語・生活） 

・着替え（一式・記名） 

※毎日持ってくる物 

・雑巾２枚 

（記名しない） 

・青ファイル

（配付物一覧 

7～9） 

（14・15は希

望者） 

・赤ファイル 

（配付物一覧

10～13） 

１年下校 

1４:0０ 

１０日 

（金） 

①国語 

②生活（係を決めよう） 

③算数 

④生活 

 

・教科書（国語・生活・算数） 

・ブロックセット（次ページ） 

・粘土箱 ・粘土ベラ ・粘土板 

・給食セット 

※毎日持ってくる物 

 １年下校 

1４:0０ 

 

●置き傘について 
 急に雨が降ってきたときに使う傘で、常に学校に保管しておきます。使用した場合は、乾かして学校に持たせ

てください。１０日（金）までに持たせてください。よろしくお願いします。 

 

●８日（水）～１０日（金）の下校について 
 ８日（水）は、１年生だけの 11：00下校、９日（木）10日（金）は、給食後に 1年生だけの 14：00下

校になります。地区ごとに下記のところまで引率して下校しますので、お迎えをお願いします。お忙しいと思い

ますが、ご協力お願いします。 

 

門 地区名 引き渡し場所 児童名 

西 狐地 稲荷崎  狐地公民館 荒尾 優衣 畑中 美南海（９・10日は児童クラブ） 

東 東末広 西末広  尾張中央道の歩道橋

の西側 

荒川 果穂 竹内 一翔 友森 勇翔 増田 匠 

南 児童クラブ 児童クラブ 伊藤 琴葉 関 万優子 箱木 七奈実 

 

 

 

［※毎日持ってくる物］ 

筆記用具・連絡帳（連絡袋に入れる） 

ハンカチ・ティッシュ・マスク 

健康観察記録表（新型コロナウイルス感

染対応用） 



 

●配付物一覧 
１ 教科書 国語 算数 書写 書写練習帳 生活 音楽 図画工作  

しょうがくどうとく ことばのひろば 

※    教科書は、記名後学校保管 ７日（火）持参。 

連絡帳 連絡袋 自由帳 国語ノート 算数ノート 

２ お道具箱 

８日（水）までに持参 

はさみ のり セロハンテープ クレパス 色鉛筆 油性ペン 

※全てに記名をしてください。はさみ、のりは、ふたにも記名。 

色鉛筆、クレパスは、１本ずつ記名。 

３ 黄色いワッペン ・記名して、ランドセルのファスナーポケットの中に入れる。 

４ 下校カード ・毎日確認してランドセルの横につける。 

防犯ブザー 

 

・ランドセルにつける。 

（付属に電池はテスト用です。切れたら、各家庭で用意してください。） 

防犯ホイッスル ・登下校時にランドセルの横に下げる。 

記念品 ・ご家庭でお使いください。 

５ 粘土 

粘土箱・粘土ベラ 

・粘土箱・粘土ベラに記名。 

（袋は処分し、粘土板は、各自で用意する。） 

・10日（金）に持参。 

６ ヘルメット ・登下校や自転車に乗るときに必ず使用する。 

・シールに名前、血液型、住所を記入して、内側に貼る。 

７ 青ファイル ・青ファイルは、提出書類を入れて、９日（木）までに持参。 

８ 児童個票 ・必要事項を記入して、青ファイルにいれて提出。（記入例参照） 

・地図は、通学班の集合場所から自宅までを詳しく記入。 

・９日（木）までに提出。 

９ 健康手帳 ・P.2に必要事項を記入。 

・P.1～23は、裏表紙の名前が見えるよう、上部を切り取る。 

・裏表紙の表と裏に、組・名前・番号を記入。 

・９日（木）までに提出。 

10 赤ファイル ・赤ファイルは、保健関係の提出書類を入れて、９日（木）までに持参。 

11 健康カード 

・記入例を参考にして、必要事項を記入し、赤ファイルに入れて提出。 

・９日（木）までに提出。 

12 日本スポーツ振興 

センター加入同意書 

13 心臓検診調査票 

14 

 

『ゆう＆ゆう』注文票 

（代金袋） 

・大変参考になる本です。ご購読してくださるようお願いします。 

・申し込み締め切りは、９日（木）（代金を添えて。希望者のみ） 

15 総合保障制度封筒 ・希望がある方は、９日（木）までに提出。 

16 

 

名札 ・７日（火）は、左胸につけて登校してください。 

・（その後は、学校保管）※自分でつけられるように練習してください。 

17 健康観察記録表 

（新型コロナウイル

ス感染対応用） 

・毎朝、体温を測り、お子さんの健康状態を確認・記入し、押印をお願い

します。 

18 

 

その他 

 

 

 

   の配付物は、茶

封筒に入っています 

・学年通信             ・週の計画及び日課表 

・学校集金について         ・「個人情報」の取扱いについて 

・時間外の電話対応及び閉校日について・児童、生徒の登下校について 

・メール配信について        ・防犯ブザーの配付について   

・弥富市通級指導教室の入級について ・就学援助についてのお知らせ 

 

・学校交通安全ニュース       ・５つのおやくそく  

・よいこのこうつうあんぜん     ・たいせつないのちとあんぜん 

・交通安全身長計          ・ゆう＆ゆう内容紹介 

・新型コロナ相談ダイヤル 

※ 算数セットは、小さいもの一つ一つに記名をお願いします。ブロックセットのみ 10 日（金）に持参して、

残りは持参する日を後日お知らせします。 


