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１．学校教育目標



地域に生きる南台の子

かしこく

やさしく

げんきよく



２．入学式について



入学式

令和５年４月６日（木）

受付：9時30分～10時10分

入学式：10時30分～11時15分

式場：南台小学校 体育館



提出物（受付で提出）
①就学通知書（区役所から届いた物）
②児童指導資料
③学校徴収金納付等承諾書
④委任届
⑤自動振込利用申込書
⑥保健調査カード

※諸手続を速やかに行うために、必ず入学式の日に提出。

持ち物
・上履き（親子とも）
・靴を入れるための袋（保護者のみ）
・教科書を持ち帰るための手提げ袋
・筆記用具

※入学式当日はランドセルは必要ありませんが、背負って登校しても構い
ません。

当日の持ち物



入学式の流れ
※新型コロナウイルスの感染状況により、実施内容が変更になることがあります。

受付
（玄関）

児童は教室

保護者は
体育館へ

入学式

児童は教室

保護者は話
を聞いてか
ら教室へ

記念
撮影

急病等で入学式に出席できない場合は、保護者の方が欠席
の判断をした後、すみやかに南台小学校にご連絡ください。
必ずご連絡をお願いします。

下
校

下校は１２：１５分頃を予定しています。
上履きを靴箱に入れて下校します。



３．入学までにこんなことを



入学までに準備しておきたいこと
（１）健康で安全な学校生活のために

外で元気に遊ぶ。

夕食をしっかりと
食べる。

朝ごはんをしっかり
と食べる。 身の回りの整理

整頓をする。

用便が一人でできる。

早寝・早起きができる。

自分の身なり
を整える。



入学までに準備しておきたいこと
（２）豊かに学校生活を送るために

用事があるときには要件を
はっきりと最後まで言う。

誰にでも進んで
あいさつや返事ができる。

交通ルールが分かり、
安全に道路を歩く
ことができる。

誰の話でも、終わりまで
聞くことができる。



４．学用品について



ご家庭で準備するもの①

・ランドセル等（一年生の体に合った物）

・防災頭巾

・防災頭巾カバー（椅子に掛けられるもの）



ご家庭で準備するもの②

上ばき、上ばき袋
（袋は６年生まで使います。６年生用
の上履きが入るくらいの大きさでご準

備ください。）

体育着袋

体育着（タグに記名）
赤白帽（つばつきのもの）

（６年生まで使います。６年生用
の脱いだ洋服も入れられる大きさ。
見えるところに名前を。）

４０cm

くらい



・給食用ランチョンマット

（40㎝×50～55㎝程度を目安）

・口ふき用ミニタオル

・マスク

（配膳の際には全員がマスクを着用します。）

ご家庭で準備するもの③

４０cm

くらい

←横長→

・音楽用（音楽バッグ）

・図画工作用（図工バッグ）

・月曜日・金曜日荷物持ちはこび用（月金バッグ）

手提げ袋３つ

給食袋



・筆箱（箱型で飾りが少な
く、出し入れが簡単な物）

・鉛筆（２Ｂを４本～５本）

・消しゴム

（消しやすく、香りや飾り
のないシンプルな物）

・名前ペン（油性）１本

（黒の細字・名前を書くために使います）

ご家庭で準備するもの④
（すべて無地の物をご準備ください）

・両端が赤・青になっている
色鉛筆１本



ご家庭で準備するもの⑤

色鉛筆（１２色）
液体のり

（塗布用スポンジの中の栓を取って
から持たせてください。）

折り紙
（１５㎝×１５㎝ ４０～５０枚位入っている物。
チャック付きのビニール袋等に入れてください。）

下じき（無地）



入学式の日にお渡しするもの

教科書
国語・算数・生活
音楽・図工・道徳

防犯ブザー

黄色い通学帽

ランドセルカバー
ほか



学校で一括購入するもの

オイルパステル

書き方４Ｂ鉛筆１本
（初期のひらがな学習用です。
筆箱に入れて毎日使用します。）

図画工作用のり
はさみ

歌集
「うたはともだち」

連絡帳・連絡袋ノート
（国語・算数・自由帳）

道具箱

粘土、粘土ベラ

代金は、入学後給食費等と合わせて口座引き落としします。
※左利き用はさみが必要な方は、入学式当日に担任にお声かけください。
※雑巾の準備は、入学後に学年便り等で、持参日等をお知らせします。



・学習に必要のない物は持たせないでください。

・ハンカチ、ちり紙は、常に身に付けるようにしてください。

（ポケットがない場合は、ズボンやスカートに取り付けられる形
のポシェットを使用しても構いません。首からひもでさげるタイ
プのポシェットは、ひもが様々な場所で引っかかりやすく危険で
すので使用しないでください。）

・服装は、身軽に動けて、汚れてもよいものにしてください。

・持ち物には、すべてひらがなで記名してください。

＊肌着や靴下など身に付ける物全て、オイルパステルや色鉛筆な
どは一本一本に油性ペンを使って、名前を書いてください。

持ち物に関するお願い



口座振替は、郵便局の口座のみとなります。2月末日までに、各
ご家庭で「自動支払の申込手続き」をしてください。

教材費・給食費等について

（１）口座振替のもの
○給食費 ○教材費 ○校外学習費（遠足・生活科見学交通費、入園料等）

（２）業者から直接購入する物
○鍵盤ハーモニカ 入学式以降に販売

（３）場合によっては、現金で集金するもの
○校外学習費（遠足・生活科見学交通費、入園料等）

※区への申請で「就学援助費」を受けられる場合あり。入学式の日に申込用紙を配布。
（希望の有無にかかわらず、全員提出。）



５．入学後の学校生活について



入学後の学校生活について
☆入学後直後の連絡は学年便りや保護者会等を通して行います。
必ずご覧ください。

☆安全のため、登校途中に忘れ物に気付いても家に取りに帰ることは
できません。

☆欠席等の連絡は、SumaMachi（スマまち）でお知らせくださ
い。

☆早退・遅刻→必ず保護者の教室への付き添いが必要。
安全確保のため、お子さんを保護者の手から教職員の手へ引き継ぎます。

☆黄色い帽子とランドセルカバー→令和５年度末まで着用
１年生のしるしとなります。みんなで見守っていきます。



登下校について（通学路と登下校路の決定）

※学童に通われる

お子様は学童に
応じた色のリボン

登下校路コースの
色のリボン

通学路を、ご確認ください。
（通学路は、安全を第一に考えて設定しています。）

「選んでいただいた通学路までの道のり」＋「学校指定の通学路」＝「登下校路」

☆ご自宅から安全に早く通学路に入れる道を、保護者の方が選んでください。

入学式で黄色い帽子が配布されたら、

リボンを縫い付けて、登下校時に着用させて
ください。

※学童に通われるお子様は学童の色の
リボンを重ねてつけてください。



お子様が慣れるまで（２週間程度）、教
職員が付き添って、方面別にまとまって下
校します。

まだ登下校に慣れないうちは、ご自宅の
近くの通学路辺りまでお出迎えいただけれ
ばお子さんも安心できると思います。ご都
合のつく場合はご協力ください。

新１年生の安心・安全な下校に向けて



・入学前に登下校路を歩き、行き帰りの道に慣れてください。
（自宅⇔学校、学校⇒学童⇒自宅）

・周囲から見えにくい場所、地震の場合に安全確保をしや
すい場所などを確認してください。

・近くの「子ども１１０番の家」を日頃から確認してください。

・通学路・登下校路を守り、同じコースの友達と寄り道を
しないで下校します。

・登下校や地域で遊ぶときは、２人以上で行動します。

・防犯ブザー（４月に学校から配布）を必ず携帯してください。

お子様と一緒にご確認ください！



・横断歩道にはとびださず、素早く落ち着いて渡ります。

・歩行者用信号が点滅している場合には、絶対に渡りません。

・横断歩道を挟んで友達と離れてしまいそうでも、無理に渡りません。

道路の歩き方

道路、交差点での横断は、

必ず安全確認！
（右・左・右）

その他、命を守るための行動の仕方を、

親子でしっかりと話し合ってください。



感染症予防について

毎朝の
検温・健康観察を
徹底してください。

検温表は、
毎日必ず担任に
提出します。



感染症予防について

などの
体調不良等の症状が見られる場合は登校を控えてください。

同居のご家族に同様の症状が見られる場合も
登校を控えてください。

咳 喉の痛み息苦しさ発熱 だるさ



感染症予防について
☆給食時の感染防止のため、給食前後の手洗いを確実にし、配膳
時の私語を控えるよう指導します。また、黙食も全校で指導し
ておりますので、ご家庭でも練習をさせてください。

☆マスクは必ず正しく着用します。口と鼻をしっかりと覆って着
用できるようご家庭でも練習させてください。適切な大きさ、
紐の長さのマスクをご用意ください。

☆マスクが汚れたり濡れたりしたときのために、予備のマスクを
用意し、ランドセルの中に入れておいてください。



６．給食について



南台小学校の給食 ～例～



・できるだけいろいろな食材を食べられるように
する。

・食事の姿勢、箸・スプーンや食器の持ち方な
どマナーよく食べられるようにする。

・食事に集中して、時間内（２０分程度）に食べ
終えられるようにする。

入学までに心がけてほしいこと



アレルギーがあるお子さんについては、可能な範囲で除去食
の対応をしています。

食物アレルギー対応について

アレルギーがあるお子さんには、給食の対応につ
いて書類をお渡しします。入学までに病院とご家庭
で記入していただき、学校までご持参ください。

書類がそろったところで、管理職・担任・養護教
諭・栄養士と面談し、除去食開始となります。
（面談は、３月中に行う予定です。）

本日「給食での食物アレルギー対応について」の用紙に
記入していただき、ご提出いただきます。



アレルギーの有無にかかわらず、

注意していただきたい食材があります。

「今まで食べたことのない食材を学校給食で初めて食べてア
レルギー症状をおこした」という事例があります。下記の食品は、
発症例の多い食材です。
ご心配の場合は、アレルギー専門医師のいる医療機関へご
相談ください。

・ピーナッツ

・果物（キウイフルーツ・りんご・びわ・パイナップル・もも・バナナ）
・木の実（クルミ・アーモンド・カシューナッツ・銀杏・栗 等）

・魚卵（たらこ）
・甲殻類（エビ・カニ・タコ・イカ）

・そば

の食材は、重症化する可能性の高い食材のため本校の給食では
使用していません。



７．保健室から



保健室はどんなところ？

応急手当をする
休養する

健康な生活を送
るために、児童と
一緒に考えていく

児童についての
健康相談をする

教育相談窓口



ご家庭にお願いすること
★朝の健康観察が重要です。

顔色は？

声の調子は？

目の輝きは？

排便の様子は？

食欲は？
体の動きは？

寝起きの様子は？

自分の体のことを
言える子に



ご家庭にお願いすること

早寝・早起き・朝ご飯

睡眠をたっぷり摂りましょう！

マスクを正しく付けられる

ようにしてください。



入学前の健康管理について

就学時健康診断で、

治療の必要な疾病（むし歯など）があった場合には

入学前に治療しましょう！



入学前の健康管理について

★継続して治療や観察が必要な疾病
（心臓疾患・喘息・てんかん・アレルギー
等）

主治医とよくお話ししてください

学校で配慮が必要な事項があれ
ば、学校へ必ずお知らせください。



新型コロナウイルス感染症について
ご家庭へのお願い

同居中の方が

①体調不良（発熱・咳症状）

②濃厚接触者

③PCR検査を受ける

→本人の体調にかかわらず登校を

控えてください。（出席停止の扱い）



新型コロナウイルス感染症について
ご家庭へのお願い

・PCR検査を行う場合には、事後ではなく

事前に報告をしてください。

・毎朝の検温は必ず行い、検温表に記入して

持たせてください。

・ご家族の感染が分かった場合には、学校に

連絡をください。



早急にお迎えをお願いする場合

同居中の方に

発熱等の症状がある場合や

児童の登校後に症状が出た場合

→例えば、兄弟(保育園や幼稚園、中学校)が早退した

学校で体調不良になった場合

→兄弟が在学する場合、一緒に早退

登校後の児童が

お迎えまで、別室で
隔離します。



感染対策として持たせてほしい物

①外したマスクを落とさないように入れておく袋

（素材は問わない 記名必要）

②食事専用のハンカチ

③予備のマスク（複数枚 記名必要）

学校で用意するアルコール消毒が使用不可の
場合は、連絡帳にてお知らせください。

(給食当番が配膳の前に使用します)



その他保健関係

★災害時の共済制度について

★学校での健康診断について

★学校感染症と出席停止



入学当初の回収物（保健関係）

配布日 回収日

保健調査カード 本日 入学式

心臓検診調査票
入学式

後日(詳細は入
学後)結核検診問診票

保健調査カードは本日配布しました。別紙「保健調査
票の記入について」をご覧ください。



ささいなことでもご相談ください。

一緒にお子さんの健康について

考えていきましょう！！

保健室は１階にあります。



御覧いただきありがとうございました


