草加市立青柳小学校
1 学年学年だより 4 月号
令和４年 ４月 ８日(金)

【ご入学おめでとうございます】
本日、青柳小学校では６７名の新１年生を迎え入れることが出来ました。お子様のご入学を職員一同心よ
りお慶び申し上げます。
私達は、今日の出会いを楽しみに本日まで準備を進めてきました。これからの１年間が子どもたちにとっ
て実り多きものになるよう、学校と家庭とで協力しながら子どもたちの成長を見守っていければと考えてい
ます。１年間、どうぞ宜しくお願い致します。

【担
１年１組 担任

任 の 紹

介】

「にこにこの笑顔いっぱいで、子ども達が楽しく生活できるようにしていきます。」

１年２組 担任

「期待をもって登校し、満足感を得て下校できるクラスにしていきます。
」

おおぞら学級 担任

「笑顔で学校生活が送れるように支援していきます。
」

ふでばこの中身
①６B えんぴつ ４～５本
②赤鉛筆 １本
※一体型でも可
③青鉛筆 １本
④消しゴム １個

①ランドセルに入れる物
・ふでばこ
・連絡帳(連絡帳袋にいれて)
・ソフト下敷き・健康観察票
・自由帳(学校で購入後から)
②ポケットに入れる物

４月の予定

ハンカチ

ティッシュ

１１日 (月) 特別日課４時間授業 通学班会議・一斉下校
１２日 (火) ３時間授業

①鉛筆→無地

１３日 (水) 特別日課３時間授業

②消しゴム

１４日 (木) ３時間授業

→白くシンプルな物

１５日 (金) ３時間授業 発育測定

ご協力お願いします。

１８日 (月) ３時間授業 表札訪問
１９日 (火) ４時間授業 給食開始 視力検査
２０日 (水) ４時間授業 表札訪問
２１日 (木) ４時間授業 聴力検査 表札訪問
２２日 (金) ４時間授業 １年生を迎える会 懇談会（予定）よもよも親子読書の日
２５日 (月) ４時間授業 避難訓練
２６日 (火) 特別日課４時間授業 表札訪問
２７日 (水) ４時間授業
２８日 (木) ４時間授業 PTA 新旧理事会

４月は、給食がない日は 3 時間授業

【４月１８日(月)まで】１１時５５分頃下校
給食開始後は 4 時間授業になります。

【４月１９日(火)以降】１３時３０分頃下校

予定表
日時 行事

学

習 内 容

持

ち 物

１１日(月)

・自己紹介

○毎日持たせる物

通学班会議

・持ち物の記名確認

・連絡帳 ・連絡袋

一斉下校

・トイレ・流しの使い方

・筆箱

通学班のみんなと

・下足箱の使い方

・安全帽

一緒に帰ります。

・道具箱の使い方

・のり

・ランドセルの入れ方

下校時刻
１２：１０

・健康観察票
(リボンをつけて来てください)

(中蓋はとってきてください。)

・立ち方・座り方

・はさみ ・クレヨン ・色鉛筆

・帰りの支度の仕方

・お道具箱 ・防災頭巾
・スーパーの袋(記名して)2 枚
※ランドセルの前ポケットに入れてお
いてください。
（本日 1 枚使います）

１２日(火)

・学習用具の使い方

・国語、生活の教科書

下校班での下校

・並び方

・粘土(袋は捨て、ケースに入れる。）

・廊下の歩き方

・粘土板

・校内巡り（職員室・保健室） ・家庭環境調査票
・下校の仕方

・保健調査票

・配布物のしまい方

・結核問診表

１１：５５

入学説明会で配布済

全て封筒に

・心臓検診調査票

入れて

・歯科定期健診診断事前調査票
・耳鼻いんこうの病気しらべ
１３日(水)

・学習用具の使い方

・国語、算数，体育、書写の教科書

下校班での下校

・鉛筆の持ち方・使い方

・算数セット

１１：４０

・自分の名前を書く練習
・粘土
１４日(木)

・鉛筆の持ち方・使い方

・国語、算数、道徳、生活科の教科書

下校班での下校

・自分の名前を書く

・体育着 ・紅白帽子

１１：５５

・ひらがなの練習
・着替えの仕方
１５日(金)

・ひらがなの練習

発育測定

・数の数え方

・国語、算数の教科書

１１：５５

・国語、算数の教科書

１１：５５

下校班での下校
１８日(月)

・ひらがなの練習

下校班での下校

・数の数え方

金曜日に持ち帰るもの
・上ばき・体育着
・色鉛筆（おうちでけずってください。）
・給食着（来週から。当番の子のみ）

下校
４月２１日(木)までは、教職員で地区を分担し、子どもたちを下校途中まで送ります。どの辺りまで送っ
ていくかは下の表をご確認ください。
それ以降は学校の西門と東門まで引率し、そこから班ごとでの下校となります。２２日(金)の懇談会で、
改めて連絡をさせて頂きますので、宜しくお願いします。
子どもたちの安全確保のため、お時間がある場合には下校の見守りにご協力を頂けると助かります。下校
の途中に立ったり、一緒に帰ったりと、子ども達が安全な下校の仕方に慣れることができるよう、宜しくお
願いします。
赤コース

県営住宅・ベルシャトウ付近

白コース

介護老人ホームみんなの家付近

緑・茶コース

よもぎ橋付近

青コース

青柳東公園付近

※下校時刻は学校を出発する目安の時刻です。最初は、遅くなる事も多くなると思います。

お願い
☆「新型コロナウィルスに係る健康観察票」を活用し、検温等を行い毎朝提出してください。
☆体調不良の場合（発熱・咳等の風邪の症状）は、登校させず自宅で休養するようにお願いします。その際、
「欠席」ではなく、
「出席停止」とさせていただきます。
☆登校後、体調不良となった場合は、学校までお迎えをお願いすることがあります。
①お子様が帰宅しましたら、必ず連絡帳と連絡袋の中をご確認ください。
②翌日の準備は、学年だより「にこにこ」をご覧になり、お子様と確認をしながらご準備ください。
お子様がよりよい学校生活を送る為の生活習慣づくりとお考えください。
手紙の取り扱い方、学習用具の準備の仕方等は、慣れるまで確実に行って頂けるとあリがたいです。

保護者の皆様からの連絡
基本的には、連絡帳でお知らせください。
【欠席の場合】
①必ず欠席の理由を添えてご連絡をお願いします。
②体調不良等により数日間にわたり欠席をされる場合にも、病状の経過も併せて連絡して頂けるとありが
たいです。
③連絡帳は、同じ通学班の児童(主に班長)に渡し、各学級担任まで届けるようにお伝えください。
【遅刻の場合】
①必ず何時頃に登校するのかを添えてご連絡をお願いします。
②連絡帳は、同じ通学班の児童(主には班長)に渡し、各学級担任まで届けるようにお伝えください。
【早退の場合】
①必ず何時頃に下校をするのか、誰が迎えに来るのかを添えてご連絡をお願いします。
※安全確保の観点から、児童だけでの下校は出来ません。
教室や保健室まで直接引き取りをお願いします。
【学童を欠席する場合】
①学童だけでなく、必ず各学級担任にもご連絡ください。
※連絡帳に欠席の記入がない場合には、学童に行かせることとなります。
学童に行くのか、おうちに帰るのか、毎日、お子様との確認をお願いします。

連絡帳
①子どもたちが連絡帳を書き始めるのは、５月初旬からです。(それまでは、学年や学級からの手紙で連絡し
ます。)連絡帳を確認しましたら、必ずサインか押印をお願いします。
②別紙【れんらくちょうをとどけてくれる人】を記入し、連絡帳の裏表紙にテープを使ってお貼りください。

その他
①全ての持ち物に、必ず記名を行ってください。
子どもたちは落とし物があっても、自分の持ち物と気付かないことがあります。記名と併せて、何を持た
せたのか、お子様と一緒に確認するようお願いします。
②１１日(月)より通学班での登校となります。なお、下校は、学年でコースごとの下校となります。
③各教科で使用するノートは、学校でまとめて購入します。ご家庭で購入して頂く必要はありません。
④名札は、毎日登校してからつけて、下校の前に外して学校に置いて帰ります。
⑤防犯ブザーは、ご家庭で使い方をご確認ください。万が一の時には、逃げたり大声で助けを求めたりする
ことや、必ず家族や先生に伝えるということについても話していただけるとありがたいです。必ずランド
セルにつける様にお願いします。

入学式で配布した教科書について
教科書９冊 ※記名する前に、乱丁・落丁がないかご確認ください。ある場合には、必ずお申し出ください。
【国語】こくご 一 上
【書写】しょしゃ 一ねん
【算数】あたらしいさんすう１①、 あたらしいさんすう１②
【生活】あたらしい せいかつ 上
【音楽】小学生のおんがく①
【図工】ずがこうさく１・２上 わくわくするね
【体育】たいいくのがくしゅう
【道徳】新・みんなのどうとく①
●それぞれの教科書には、必ずネームペンを使って【ひらがな】で記名を行ってください。

～懇談会のお知らせ～
日

時 ４月２２日(金) １４：００～
☆懇談会が終わるまで、お子様はマルチルームにて担任以外の先生と一緒に過ごします。
※懇談会終了後、マルチルームからお子様をお引き取りいただき、お子様とご一緒にお帰りく
ださい。学童に行く児童は学童で過ごしますので、お迎えは学童へお願いします。

