
                                             

                           令和５年４月６日 

杉並区立三谷小学校 

         1学年だより 

NO．１ 

 

ご入学 おめでとうございます 
   ９９名のかわいい 1年生が入学してきました。心より、歓迎いたします。 

   ピカピカのランドセルを背負い、小学生となる期待と喜びで、目を輝かせている１年生。その

輝きがさらに増し、集団の中で生き生きと活動ができるように、教職員一同精一杯努力してまい

ります。 

   保護者の皆様のご支援とご協力をよろしくお願いいたします。 

 

1 組担任 長屋
な が や

 真由
ま ゆ

    2 組担任 田中
た な か

 有梨沙
あ り さ

  3 組担任 石田
い し だ

 翼
つばさ

 

学校からの連絡として、学校だより「そてつ」と、学年だより「たんぽぽ」を発行します。 

また、登録メールで送られてきた内容や学校のホームページ等もご確認ください。 

 

１ 登校・下校について 

＜登校＞ 

・毎日、洗顔、食事、排便などをすませて、登校させてください。 

・通学路を守り、安全に気を付けて登校させてください。 

・学校までの距離を考えて、８時１０分には昇降口に着くように家を出るようご配慮ください。 

・黄色い帽子をかぶらせてください。 

・ランドセルで登校させてください。 

※欠席する場合は、必ず担任までご連絡ください。ホームページの「欠席・遅刻等連絡フォーム」 

 をご利用ください。 

 

＜下校＞ 

・４月１２日（水）まで集団下校をします。担任を含め数人の教職員が、方面ごとに分かれて途中ま

で送っていきます。下校時の見守りにご協力をお願いいたします。（下校時刻は、「10.４月の予定」

をご覧ください。） 

・学童へ行くお子さんは、学童へ送ります。毎朝、必ず、学童の出欠をお子さんと確認してください。

学童を欠席して自宅に帰る場合は、連絡帳でお知らせください。 

 

２ 持ち物について  （すべての持ち物に、ひらがなで記名してください。） 

・鉛筆、クレパス、色鉛筆の１本１本にも、記名をお願いします。 

・教科書は、乱丁・落丁を調べてから記名してください。 

・道具箱は、本体とふたの両方に記名してください。 

ゴムバンドにも記名してください。 

・計算カードは、学習の中でカードリングから外して使用することがあります。 

お手数ですが一枚ずつ記名してください。 

 

 

３ 連絡帳・連絡袋について 

＊学校と家庭との連絡に連絡帳を使います。 

・事前に予定された欠席と遅刻、早退、体育の見学は必ず連絡帳で連絡をしてください。 

・遅刻、早退の場合は、教室まで保護者が付き添って来てください。（保護者証をお忘れなく） 

・分からないこと、伝えたいことなどがありましたら、連絡帳にお書きください。記入された際に

は、登校後すぐに担任に提出するように、お子さんに一声かけておいてください。付箋を貼って

いただくと、お子さんも担任もチェックがしやすいです。 

・連絡帳と連絡袋の中の便りなどは、毎日必ず目を通してください。 

・担任からの連絡があった場合は、確認後、サインをお願いします。 

＊家庭からの提出物は、期限を守るようにお願いします。 

 

 

 

＜お願いとお知らせ＞ 

新しい環境で、子供たちは、心も身体も疲れやすくなります。毎日の健康管理には、十分に注意

してください。また、心配なことがありましたら、連絡帳でお知らせください。 

   

 

 

 

たんぽぽ 

   
 



４ 本日配布したもの・・・ご確認ください。 

 

 

   １．教科書 

①こくご上(かざぐるま)   

②しょうがくさんすう１   

③たのしいせいかつ 上   

④小学生のおんがく 

⑤ずがこうさく 上 

⑥しょしゃ 

⑦あたらしいどうとく 

 

 

 

 

５ 封筒 「ご入学おめでとうございます」 に入っているもの 

  

□学校だより「そてつ」 

□学年だより「たんぽぽ」 

□１ねんせい がくしゅうよてい 

□年間行事予定 

●引き渡しカード＜学校用＞ 〆切 10日(月)  

●写真・作品等の登載にかかわるお願い 〆切 10日(月) 

□令和５年度就学援助のご案内 

★就学援助の希望調査票（希望しない人も全員提出） 〆切１４日(金) 

□「区独自の保護者の経済的負担軽減について」 

□令和５年度学校給食についてのお知らせ 

□給食だより 

□「下校時の見守りにご協力ください」 

□防犯ブザー（記名してランドセルにつける。使い方を練習しておく） 

□ランドセルカバー（記名してランドセルにつける） 

□小学生の万引きについて 

 

 

 

 

６ 「杉並区立三谷小学校 保健室」の封筒に入っているもの 

□各種書類記入のお願い 

□四肢の状態（運動器）検診について 

□災害共済給付制度のお知らせ 

□保健調査票記入例 

●○秘保健調査票 〆切 10日(月) 

●四肢の状態及び脊柱側わん症検診問診票 〆切 10日(月) 

●心臓検診調査票 〆切 10日(月) 

 

 

 

７ 「祝」の封筒に入っているもの （PTA） 

（※連絡帳と連絡袋は、中のものを使用していきます。） 

□ ご入学おめでとうございます 

●令和５年度 新委員選出のお知らせ 

出欠票および委任状、委員選出立候補用紙 〆切 10日(月) 

●地区班使用の名簿への情報提供のお願い 〆切 10日(月) 

★ＰＴＡ会費の口座振替手続きについて 〆切１４日(金) 

□さんやだより □ＰＴＡ規約 □ＰＴＡ名札 2つ 

 □れんらくちょう □連絡袋  

 

 

 

８ その他 

□黄色い帽子（記名し、毎日かぶって登校する） 

□交通ワッペン（記名して黄色い帽子につける） 

□防災頭巾（記名してカバーに入れる） 

□防災頭巾カバー（記名して椅子につける） 

 

 

 

 

２．道具箱（ゴムバンド付き） 

①こくごノート 

②さんすうノート 

③自由帳 

④のり 

⑤はさみ 

⑥計算カード 



９ 学習予定                                                                                   

※初めのうちは、学校に慣れるための学習が中心です。               

           

 

 

月 火 水 

（短縮時程） 

木 金 

（短縮時程） 

土 

（短縮時程） 

   ６ ７ ８ 

   入学式 集団下校始 

③11：10 下校 

 

１０ １１ １２ １３ １４ １５ 

書類提出〆切 

 

 

③11：35 下校  

 

 

 

④12：25 下校 

身体測定 

集団下校終 

 

④12：00 下校 

給食始 

１年生を迎える会 

（8：35～） 

④13：15 下校 

１年生を迎える会

予備日 

 

④13：00 下校 

 

１７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ 

避難訓練 

短縮時程 

 

 

④13：00 下校 

保護者会 

14：１0～ 

絵の具セット販売

15：20～ 

④13：15 下校 

 

 

 

 

④13：00 下校 

 

 

 

 

④13：15 下校 

 

 

 

 

④13：00 下校 

土曜授業 

引き取り訓練 

 

 

④1２：05 下校 

２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ 

 

④13：15 下校 

 

④13：15 下校 

視力検査 

④13：00 下校 

内科検診 

④13：15 下校 

 

④13：00 下校 

 

 学習予定 上記「★毎日持ってくるもの」以外の持ち物 

７日（金） 

３時間授業 

あいさつ・返事の練習 

手紙の渡し方・しまい方 

手洗い場所と使い方 

机・ロッカー・フック・くつ箱・

傘立て・トイレの使い方など 

・書写の教科書  回収し、教室で 

・道徳の教科書  保管します。 

・音楽の教科書 

・生活の教科書  

ご準備ができた方は、10 日（月）締め切りの書

類を提出していただいてもかまいません。 

１０日（月） 

３時間授業 

 

自己紹介 

整列のしかた、廊下の歩き方 

１年生を迎える会の練習 

・体育着 

●引き渡しカード 

●写真・作品等の登載にかかわる 

お願い 

●保健関係の書類 

（○秘保健調査票、四肢の状態及び脊柱側わん症検診問診票、

心臓検診調査票） 

●PTA の書類 

（出欠票および委任状、委員選出立候補用紙 

地区班使用の名簿への情報提供の願い 

★毎日持ってくる物 

＜ ランドセルに入れてくるもの ＞※防犯ブザーを付けてきてください。 

連絡帳、連絡袋、自由帳、下敷き（無地の物）、 

国語・算数の教科書とノート、予備のマスク、水筒 

筆箱（鉛筆Ｂか２Ｂを５本、赤鉛筆１本、白の消しゴム、名前ペン） 

＜ 身に付けてくるもの ＞ ハンカチ、ティッシュ、黄色い帽子 

 

※詳細は、別紙「がくしゅうよてい」(子ども向け)をご覧ください。 

１１ .学校説明会・保護者会について 
 
４月の学校説明会・保護者会については、下記の日程で行います。 

 
記 
 

日時： 低学年 ４月１８日（火）１４：１０－ 
 ※学校説明会後、保護者会を行います。保護者会は、１時間程度を予定しています。 

 
場所：本校体育館 

なお、４月の保護者会については、区の年度更新作業により、オンラインでの実
施ができません。ご理解とご協力をお願いいたします。 

10 ４月の予定 


