平成２９.４．６
杉並区立杉並第四小学校
校長

第１学年

高橋

浩平

学年だより
№.１

ご入学おめでとうございます
４１名のかわいい１年生が杉並第四小学校に入学してきました。
小学生となる期待や喜びで、子供たちの小さな胸は、いっぱいに
ふくらんでいることと思います。希望に満ちた小学校生活のスター
トを心よりお祝い申し上げます。本校の子供たちや教職員一同、新一年生に会える
のを楽しみに待っていました。これからの日々を、多くの友だちと一緒に仲よく過
ごすことによって、心豊かに成長されますよう願っております。
これから一年間、子どもたち一人一人が楽しく、安心して学校生活を送れますよ
うに、精一杯努力してまいります。
保護者の皆様のご理解とご協力をよろしくお願い致します。

１組（ピンク色）

担任紹介

やまな

あつこ

山名
養護教諭
学校司書

はしづめ

橋詰
ひらい

平井

な

な

り

え

菜々

び

敦子

栄養士

る かわ

尾留川
おかの

音楽専科

里依

２組（水色）

み

岡野
はっとり

服部

ほ

美保
えつこ

悦子

あおい

葵

おかもと

図工専科

岡本

学級支援員

ゆうこ

かぶやま

優子

蕪山

しずこ

静子

※担任以外にも、多くの教職員が指導します。
７日（水）入学式６日（木）入学式
★保護者会について
１３日（木）発育測定
１４日（金）給食開始

午後２：００から
・校長挨拶 ・担任等紹介
・１年間の予定 ・専科から
・鍵盤ハーモニカの購入について
・給食費等 ・諸連絡 ・PTA より

避難訓練

１５日（土）土曜授業
１８日（火）保護者会
２０日（木）１年生を迎える会

１８日（火）

眼科検診

２１日（金）視力・聴力検査
２７日（木）耳鼻科検診
★名札の着用について
校内で名札を着用します。
管理、保管は学校で行います。

☆お子様が児童館で待機する場合には、保護者の方
の送り迎えをお願いします。
☆保護者会の日が「入学のしおり」でお知らせした
日から（１４日→１８日）に変更になりました。
ご迷惑をおかけしてすみませんでした。

★下校時刻について
７日（金）～１３日（木）
１４日（金）と１７日（月）
１５日（土）
１８日（火）
以降（～４月２８日まで）

午前 11 時 4０分ごろ
午後 １時２０分ごろ
午前１１時４５分ごろ
午後 １時１０分ごろ
午後 １時２０分ごろ

※はじめのうちは学校に慣れるための学習が中心です。
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元気にあいさつ

大きな声でへんじ

学校・担任の名前、教室の場所を確認

・あいさつ、へんじのしかた
・あさの したく
・ていしゅつぶつの だしかた
・ロッカー、くつばこ、かさたて
・トイレ、すいどうのつかいかた
・ただしい しせいと えんぴつの もちかた
・なまえを かく れんしゅう
・ならびかたや、ろうかの あるきかた
・げこうの しかた

○ランドセル(黄色いカバーをつける)

・ぜんこうちょうかい(けんがく)
・きょうかしょとノートのなまえのてんけん
・じゅぎょうの じゅんびの しかた
・がっこう たんけん
・せいかつ「じこしょうかい」
・こくご「ただしい しせいで かく」
「せんのおけいこ」
「よみきかせをきく」
・じどうかんのおはなし

○きょうかしょ６さつ
（こくご、さんすう、せいかつ
おんがく、ずこう、しょしゃ）
○ノート２さつ（こくご、さんすう）
○おどうぐばこ(なかみをいれて)

・おどうぐばこの つかいかた
・こくご「ひらがなの れんしゅう『つ』」
・ずこう「じぶんの すきなえ」
・たいいくぎの きがえかた
・ふくのぬぎかた、たたみかた

○ふでばこ
○したじき
○れんらくちょう
○れんらくぶくろ

まいにち
もってきます。

○きいろいぼうし(まいにちかぶる)
○ぼうはんブザー(ランドセルにつける)

・クレパス
・のり
・さんすうブロック
・いろえんぴつ ・はさみ
・じゆうちょう

○しゅくだい(せんのおけいこ)
(おうちのひとに まるつけをしてもらう)
○じかんわりの きょうかしょとノート
○たいいくぎ
(あかしろぼうを わすれずに)
★就学援助の希望調査書締切日

※１２日（水）からの予定は、学年便り『あおぞら』２号でお知らせします。
(１１日に配布します。)

★持ち物について

☆毎日ランドセルで登校します。

毎日持ってくる物
・連絡帳 ・連絡袋 ・下敷き
・筆箱(鉛筆 2B を３本・４Ｂを１本(学校配布)
赤青鉛筆 1 本・消しゴム 1 個)
・ハンカチ ・ティッシュ
※すべて記名してください。
・ランチョンマット ・マスク
・歯磨きセット
※給食が始まったら持たせてください。

月曜日セット
うわばき 体育着
（給食当番だった人は白衣）

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(学校配布)
・算数ブロック

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 1０日(月)に記名して持たせてください

★登校について
☆ 通学路を通り、安全に気をつけて登校してください。
☆ 全校の登校時刻は８：１０～２０となっていますが、１年生は支度に時間がかかるため、
８：１０には学校に着くようにしてください。（８：１０までは昇降口の前に並んで待ちます。）
☆ ランドセルカバーは 1 年間ランドセルにつけて登校してください。
☆ 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
☆ 集団下校期間（７日より約 1 週間、１３日木曜日まで）は、帽子につけたリボンの４方向で、担
任や通学安全指導員が途中まで送っていきます。
☆ 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。４月中は、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。
☆ 下校時刻は予定表をご覧ください。
☆ コースについて
○ピンクコース…正門から右へ→環七→早稲田通り寄りの歩道橋
○あ かコース…正門から左へ→環七→ガード寄りの歩道橋
○みどりコース…正門から右へ→高円寺北保育園→突き当りを左へ
○きいろコース…正門から左へ→セブンイレブンで分かれる
○水いろコース…学童クラブへ

★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。
☆ 欠席、遅刻、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。
欠席して連絡帳をお返しする際、兄弟や近所の友達に連絡帳を届けてもらうようにお願いしてくだ
さい。届けてもらう児童名とクラス名を連絡帳の表紙の裏の用紙に記入しておいてください。
☆ 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。

２

学習の用意は、当分の間、学年便りをご覧になり、お子様と一緒にそろえてください。自分で用意
する習慣が身につくように見守ってください。

３

書類の最終提出期限を守ってください。※早めにご提出いただけると助かります。

４

宿題のプリントを出す予定です。ご家庭で○付けをしていただき学校へ持たせてください。

★就学援助の希望調査書

４月

１２日（水）までに

用紙は１４日が締め切りとなっていますが、取りまとめる都合上、早めに回収します。
※希望される方は押印を忘れないようにしてください。
※申し込まない方も「希望しない」に○を付けて全員ご提出ください。

※提出の際は配布した封筒の表面に記名をして持たせてください。

★四肢の状態及び脊柱側わん症検診問診票

４月 １0 日（月）までに

※必要な事項を記入して、締切日までにご提出ください。

５

６

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。
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。

