
 ◆あらためまして、入学おめでとうございます◆ 

 

さわやかな初夏の日差しがまぶしい季節になりました。6 月より段階的にではありますが、学校再開

となります。休校期間中、家庭学習のご協力ありがとうございました。お子さんにとっては、待ちに待

った学校生活のスタートかと思います。スムーズに学校生活がスタートできるよう、担任一同指導して

まいります。体調を崩しやすい季節でもありますので、毎日の検温等、お子さんの体調管理を引き続き

よろしくお願いいたします。 

 

✿６月の予定✿  

月 火 水 木 金 土 

1日 2 日 3日 4日 ５日 ６日 

入学式 
10：30 下校 

分散登校 分散登校 分散登校 分散登校  

８日 ９日 １０日 １１日 １２日 １３日 

4時間授業 
コース別下校 
12：30 下校 

4時間授業 
コース別下校 
12：30 下校 

給食始 

下校④ 
下校④ 下校④ 

土曜授業 

３時間授業 
1１：４５下校 

1５日 1６日 1７日 １８日 １９日 ２０日 

下校⑤ 下校⑤ 下校⑤ 下校⑤ 下校⑤  

２２日 ２３日 2４日 2５日 2６日 2７日 

下校⑤ 下校⑤ 下校⑤ 下校⑤ 下校⑤ 

土曜授業 

3時間授業 
1１：４５下校 

２９日 ３０日 7月 1日 7月２日 7 月 3日 7月４日 

下校⑤ 下校⑤ 下校④ 下校⑤ 下校⑤  

★授業時数、下校時刻について 

  下校④…給食あり、4 時間授業（13：20頃下校） 

  下校⑤…給食あり、5 時間授業（月・火・木・金曜日は１４：４５頃、水曜日は 14：30頃の下校） 

下校時刻については、およその時刻です。授業内容等によって多少前後する場合があります。 

下校④、下校⑤と異なる下校時刻の日は、上の表に下校時刻が書いてあります。 

★8 日、9日は給食なしの 4時間授業です。授業後、コース別下校として下校します。  

★土曜授業は給食がありません。 

★分散登校については、別途、学園だよりにてお知らせしていますので、そちらもお読みください。 

 

 

 

ともだち 
令和２年５月２８日(木) 

高円寺学園高円寺小学校 

第１学年 学年便り No.３ 

担任 川村 千鶴 

   佐久間 咲代 

   萩澤 レミ 



◇６月１日～13 日の予定◇ ※15 日以降の学習予定、持ち物については、別途おたよりでおしらせします。 

日 学習予定 持ち物 

１日 

(月) 

★入学式 

 ※お子さんも、ご参加の保護者の方も、マスク

の着用をお願いします。 

 ※朝、お子さんの検温を行って 6 月の健康観

察表（検温表）に記入の上お持ちください。 

通学帽子（黄色）、ランドセル、上ばき、 

道具箱（中身を入れて）、5 月分の課題、 

健康観察表（検温表）５・６月分、ハンカチ 

マスク 

 

 5 月分の課題、健康観察表（検温表）は受

付にてお渡しください。（お子さんのランド

セルには入れないでください。） 

 

☆登校後、手洗いを行いますので、ハンカチ

は必ず身に付けるようにしてください。 

2 日

（火）

～5 日

（金） 

★分散登校 

・がっこうでの せいかつのながれ 

・ただしい しせいと えんぴつの もちかた 

 もじの れんしゅう 

・なんばんめ、いま なんじ、いくつといくつ 

・はなや やさいと なかよし 

・げこうの しかた 

 

 

●2 日の持ち物 

 教科書（国語、算数、生活、図工、道徳、

書写）、音楽バッグ、まいにちせっと 

 ★音楽バッグには、音楽の教科書を入れて

持たせてください。 

★生活、図工、道徳、書写の教科書、音楽

バッグは学校においておきます。 

 

●３日の持ち物 

 教科書（国語、算数）、ペットボトル、 

まいにちせっと、宿題 

 ★ペットボトルは記名してください。 

 

●4 日・5日の持ち物 

 教科書（国語、算数）、まいにちせっと 

 宿題 

 

※「まいにちせっと」については、後述して

おりますので、そちらをお読みください。 

8 日

（月）

・9 日

（火） 

★給食なし、4 時間授業 

 

 

 

・「こくご」 かきとかぎ、ぶんをつくろう、 

ねことねっこ、わけをはなそう 

・「さんすう」 なんばんめ、いま なんじ、 

いくつといくつ 

・「せいかつ」 はなや やさいと なかよし 

                など 

●8 日の持ち物 

 教科書・ノート（国語、算数）、上ばき、

体育着、まいにちせっと、ぞうきん（2 枚、

1枚は記名、もう 1 枚は記名せず）、宿題 

 ★ノートは学校においておきます。 

 

 

 

●9 日の持ち物 

 教科書（国語、算数）、まいにちせっと、 

 宿題 

音楽バッグ 

A４ファイルが横に入る大き

さの手さげ袋 

※新 1年制保護者会にて説明した

ものです。 

1枚には記名（掃除用） 

もう1枚は名前を書かない 

ぞうきん 2枚 

裏面に続きます。 

ペットボトル 

500ml 

見やすいところ

に名前を書く 

（朝顔水やり用） 

キャップは、はずす 

なまえ 



毎日持ってくる物（まいにちせっと） 

※すべて記名してください。 

・連絡帳（連絡袋に入れる） ・下敷き 

・筆箱(鉛筆 2B を４本程度、赤青鉛筆 1本・ 

消しゴム 1個)  ・マスク ・ハンカチ 

・ティッシュ ・健康観察表（検温表） ・水筒  

 

※マスクは毎日着けて登校させてください。家か

らつけてくるもののほかに、予備をランドセルに

入れておいてください。 

※毎日、教室に入る前に手洗いを行います。ハン

カチは衣服のポケット等すぐに出せるように身に

付けてください。 

  

 

健康観察表（検温表）記入のお願い  

当分の間、毎朝体温を測っていただき健康観察表（検温表）に記入して持たせてください。登校時、 

1階交流ホールにて健康観察表（検温表）を確認します。すぐ取り出しやすいところにしまい、出し入

れがスムーズにできるようにお子さんと確認しておいてください。 

 ★咳が出る、発熱がある等、体調がすぐれない場合は無理をせず、学校をお休みしてください。 

   

  

10 日

（水）

～1３

日（土） 

・「こくご」 

 かきとかぎ、ぶんをつくろう、ねことねっこ、

わけをはなそう、おばさんとおばあさん、 

くちばし 

・「さんすう」 

 なんばんめ、いま なんじ、いくつといくつ、

ぜんぶでいくつ 

・「せいかつ」 はなや やさいと なかよし 

・「おんがく」 はくをかんじとろう 

・「たいいく」 からだほぐしのうんどう 

・「どうとく」 きをつけて  

など 

10 日～12 日のもちもの 

教科書（国語、算数）、まいにちせっと、

きゅうしょくせっと（ランチョンマットを

きんちゃく袋に入れる）、宿題 

※当分の間、感染拡大防止の観点から、 

学校での歯磨きは行いません。歯ブラ

シ・コップは持たせなくて結構です。 

 

13 日のもちもの 

教科書（国語、算数）、まいにちせっと、

宿題 

 

★持ち物について   

 ☆毎日ランドセルで登校します。黄色いランドセルカバー、防犯ブザーをつけてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

上履き、体育着（給食当番は白衣） 

週末に持ち帰りますので、洗濯して翌週の

最初の登校日に持たせてください。 
 

体育着袋に入れる物 

 半袖の白シャツ  紺または黒のハー

フパンツ 紅白帽 汗拭きタオル   

８日(月)に記名して持たせてください 

 

水筒持参のお願い 

 感染症拡大防止の観点から、学校の水飲

み場では水分補給をせず、各自持参した水

筒から水分を摂るようにします。水筒の中

身は水やお茶（甘くないもの）、スポーツド

リンクなどを入れて、毎日持たせてくださ

い。 

 学校生活に不慣れな中、水筒持参で荷物

が重くなるため、教科書（国語、算数以外）

やノートは学校で保管とし、登下校の荷物

の負担を減らしたいと思います。ご了承く

ださい。 

道具箱に入れておく物 

・クレパス（16色）・色鉛筆（12色） ・はさみ 

・のり ・自由帳 ・算数ブロック ・計算カード 

 ※すべてに記名してください。 

 

宿題について 

2 日～5 日は音読カード、8 日以降は音読カード

とプリントの宿題を出します。取り組みましたらご

家庭で音読カードはサイン、プリントは丸付けをし

て次の登校日（通常は翌日）に連絡袋に入れて持た

せてください。 



★登校について 

☆ 通学路を通り、安全に気を付けて登校してください。 

☆ 全校の登校時刻は８：１５～２５となっていますが、１年生は支度 

に時間がかかるため、８：１５には学校に着くようにしてください。 

☆ ランドセルカバーは 1年間ランドセルに付けて登校してください。 

☆ 防犯ブザーはランドセルに付け、音が正常になるか時々点検してください。 

☆ 黄色帽子をかぶって登校してください。 

☆ 下校リボンを黄色帽子の右側に、交通ワッペンと一緒に付けてください。 

 

★下校について 
☆ コース別下校期間（２日より９日まで）は、帽子につけたリボンの色別に、担任やほかの教員が途

中まで送っていきます。 

☆ 保護者の方がお迎えに来る場合は、保護者の方が合流した時点での下校となります。引率中の教員

にお声かけいただき、お子さんを引き取ってください。 

☆ 学童クラブに行く児童（みずいろリボン）は、別に集まっていきます。2日～9日は、学童クラブ

を欠席するときには担任にも必ずお知らせください。 

☆ 下校時刻は表面の「6月の予定」をご覧ください。 

 

★保護者の皆様へのお願い 
１ 学校と家庭との連絡に連絡帳を使います。 

☆ 早退、体育の見学等の連絡は、基本的に連絡帳でお知らせください。 

☆ 遅刻、早退の場合、必ず保護者が教室まで送り迎えをしてください。 

☆ 連絡帳に記入されたときは、書いたページが見えるように開いて連絡袋に入れ、朝、すぐに提出す

るように声を掛けてください。 

☆ 連絡帳と連絡袋の中のお便りは、必ず毎日見てください。連絡帳に何か書いてあった時は忘れずに

サインをお願いします。 

☆ 分からないこと、伝えたいことなどありましたら、遠慮なさらずに連絡帳にお書きください。 

尚、始めのうちは下校が早いため、連絡帳の返事はサインのみになることがありますがご了承くだ

さい。 

☆ 今後、欠席、遅刻の連絡にも連絡帳を使用し、兄姉や近所の友達に預けて連絡していだく予定で

すが、当面の間は感染症拡大防止の観点から、体調不良の欠席、遅刻の連絡はお電話にてお願い

します。（上の学年に兄姉がいる場合は、連絡帳を兄姉に預けていただいてもかまいません。配布

物等ある場合は連絡袋に入れますので、連絡袋ごと預けてください。） 

 

２ 学習の用意は、当分の間、学年便り「ともだち」をご覧になり、お子様と一緒にそろえてください。

自分で用意する習慣が身に付くように見守ってください。 

 

３ 書類等の提出期限は守っていただくようお願いします。※早めにご提出・登録していただけると助

かります。 

 

４ すべての持ち物に、学年、組と名前をひらがなで記入してください。 

☆ ご面倒ですが、クレパス、色鉛筆、鉛筆の１本１本にも記名をお願いします。 

☆ ランドセル、上ばき袋、手提げ袋など普段持ち歩くものは、防犯上、外側に記名せず、内側に 

書き入れてください。 

 

５ 体育のある日は、短時間で着替えなければなりませんので、はじめはボタンのついていないものな

ど、脱ぎ着のしやすい服を着せてください。体育着は肌着を脱いで着ますので、肌着にも記名をお願

いします。スムーズに着替えができるように、おうちでも練習しておいてください。 

ランドセルにも予備の

マスクを入れておいて

ください。 


