
 

 

 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

御入学おめでとうございます。 

 この日を待ちわびていたかのように、校庭の花々が咲き誇っています。ランドセルを背にしたお子様

の姿に喜びもひとしおのことと思います。東習志野小学校では、担任をはじめ、教職員一同で一人一人

のお子様を温かく見守り、楽しい学校生活が送れるように力を合わせ、指導してまいります。 

 この学年便り「ピカいち」は、学校と家庭を結ぶ大切なものです。月行事やその時々に必要な事柄を

中心にお知らせしていきますので、必ずお読みください。分からないことやお困りのことなどがありま

したら、遠慮なさらずに御相談ください。 

 

 

     

     

     

 

 

 

 

※習教研…習志野市の教職員研修会 

・１８日より、下校は１４:４５頃です。特別日課の日は下校時刻が変わりますのでご確認ください。 

 

 

 

月 火 水 木 金 

１１ 

入学式 

 

１２ 

短縮日課(３校時) 

集団下校 

下校１１：４０ 

１３ 

短縮日課(３校時) 

集団下校 

下校１１：４０ 

地域訪問 

１４ 

短縮日課(３校時) 

集団下校 

下校１１：４０ 

１５ 

短縮日課(４校時) 

給食開始 

学級懇談会 

下校１３：２０ 

１８ 

通常日課開始 

（日課表通り） 

身体測定 

地域訪問 

１９ 

視力・運動器検査 

※習教研 短縮日課 

下校１３：４０ 

２０ 

尿検査一次 

避難訓練 

２１ 

耳鼻科検診 

２２ 

 

 

２５ 

聴力検査 

２６ 

交通安全教室 

２７ 

眼科検診 

２８ 

 

２９ 

昭和の日 

５／２ 
朝会（オンライン） 

避難訓練（予備日） 

３ 

憲法記念日 

４ 

みどりの日 

５ 

こどもの日 

６ 

東習志野小学校 

第１学年 学年便り 

R４.４.１１（月） 



 

 

お知らせとお願い 

 

１ 提出物について                                                 

 

☆保健調査票・ 個人情報の取り扱い・給食申込書                                                                
○保健調査票は、今後行う健康診断の際に使います。詳しく鉛筆で記入してください。 

○１年生の欄を確認して漏れなく記入してください。 

○１３日（水）に提出をお願います。 

                                 

☆鍵盤ハーモニカの申込書                                                                   
○今までに使用していたものがある方は，それをお使いください。 

また、他で購入されても構いません。 

○購入を希望される方は、QRコードを読み取り申し込んでください。 

 支払方法は、クレジット決済とコンビニエンスストアからの支払いから選べます。 

○２８日（木）までにお願いします。 

 

２ 登校・下校について                                 
 

○７時４０分から８時５分の間に、黄色い帽子をかぶり、通学路を通って登校します。 

８時１０分には、朝の支度が済んで、学習の準備が整った状態で席に着けるようにします。

入学してから、しばらくの間は、時間に余裕を持って登校させてください。 
 

○４月１２日（火）～１４日（木）は集団下校を行います。 下校時刻は１１時４０分です。 

  下校指導では、通学路を安全に歩くことを確認します。４つのコースに分かれて教職員が引

率して集団下校をします。１５日（金）からはコースが同じ友達と、それぞれ通学路を通っ

て下校するようになります。本日は、家に帰りながら通学路の確認を必ずしておいてく

ださい。 

また、1年生の中で一緒に帰る友達を決めておくと良いです。 

 

〇学童に通われているお子様で、学童に通わない日がございましたら、その旨、担任に連絡 

帳にてお知らせください・ 

○まだ道に慣れていない子ども達も多いので、保護者の方で御協力いただける方は、家の近く

の通学路で危険だと思われるところに立っていただけますと助かります。教職員は主要道路

を引率していくため、子ども達だけになっても安全に下校できるよう、見守りをお願いしま

す。 

 

【下校班コース】 
オレンジ…正門を左に出て、T字路を右（四中方面） 

          緑 …正門を左に出て、T字路を左（コミュニティ・こども園方面）  

 赤 …正門を右に出て、東部体育館を左（四中方面） 

         青 …正門を右に出て、直進（東習志野 5丁目 児童遊園方面）  

または右（こども園方面） 

 



３ 学校と家庭との連絡について                      
  

学校から家庭への連絡に、この学年便りの他に、連絡帳を利用します。 

 

○連絡帳は毎日ご確認ください。内容を確認されましたら、押印かサインをお願いします。 

 

○配布物の枚数を、明日から連絡帳に記入します。（ ○て   1 …「手紙が１枚」の意味） 

 

○体育の見学や学校を早退するときには、その旨を連絡帳でお知らせください。また、早退す

る場合、安全上、児童だけでの下校はできません。保護者の方に学校まで迎えに来ていただ

くことになっております。 

 

○遅刻・欠席のときは、保護者の方が学校へ FAX やメールでお知らせいただくか、兄姉に連

絡を記載した連絡帳を持たせてください。やむを得ない場合は、電話での連絡でも結構です。 

 

 FAX:(047)477-8485 

Mail:  toonara@nkc.city.narashino.chiba.jp 
 

 

 

４ 給食について                                      
 

 ○給食時、下記のものを机の横に下げられるような袋 

に入れて持たせてください。 

〔給食セット〕  

 １．はし箱セット（箸・スプーン） 

 ２．ナプキン 

 ３．歯ブラシ 

 ４．マスク （給食当番） 

 

○給食当番は、子供たちが毎週交代で行います。当番になったときは週末に白衣を持ち帰

りますので、洗濯してアイロンをかけ、翌週の始めに忘れず持たせてください。また、

ボタンがとれそうになっていたり、ほころびていたりした場合は、お手数ですが直してい

ただけるとありがたいです。 

 〇献立表は、ホームページに掲載します。 

 

５ 持ち物について                                     

〇持ち物には、子ども達が読めるよう、すべてひらがなで記名をお願いします。    

    ↑ 上履きは、２か所に記名してください。 

 

○１冊目のノートは学校にて一斉購入いたしました。２冊目以降のノートにつきましては、同じマ

スのものを御家庭でご用意ください。２学期以降は、学習の進度に伴い、マスの大きさが変わり

ます。また学年だよりにてお知らせいたします。 



 

＜毎日持ってくるもの＞ 
○ハンカチ ちり紙 

○黄色い帽子(黄色いワッペンをつける) 

○連絡袋(手紙を入れる) 

○筆箱(鉛筆５本、赤青鉛筆１本、銀色のかきかた鉛筆１本、消しゴム、定規) 

○下じき 

○連絡帳 

○自由帳 

○給食セット(給食があるときのみ) 

○マスクの予備(ランドセルに２，３枚入れておく) 

 

 

 

 

＜週末もってかえるもの＞ 

○体操服 

○赤白帽子 

○上履き 

※給食当番白衣（その週の当番が持ちかえる） 

 

 

 

＜学校に置いておくもの＞ 

○道具袋（セロハンテープ・はさみ・のり・ホチキス） 

○クレヨンまたはクレパス             

○算数セット 

○色鉛筆                     

○手提げ 

○名札                   

○道徳・書写の教科書、ノート 

○粘土・粘土板             

○防災頭巾                  

〇 鍵盤ハーモニカ 

             ※学期末に持ち帰ります。 

                          

 

＜体操服について＞                                 

○体操袋に入れて持たせてください 

 ・６０センチ位のひも２本を通し、 

左右から 引っぱれるようにしてください。  

 

○赤白帽子にひもを付けてください。 

机にかけられるように長さ 4 セン

チ 

くらいのひもをつける 

名
前 

３０センチ 

３０センチ 

～４０セン

チ 



＜雑巾について＞                                             
   

○１３日（水）までに雑巾３枚とひも付き洗濯ばさみを４つ用意してください。 

 ○２枚には大きく氏名を書き、もう１枚には氏名は書かないでください。記名のない雑巾は学

級用として給食台用のふきんなどに使いますので、新しいタオルで作ってください。 

  ○雑巾は薄手のタオルのほうが１年生には使いやすいです。 

  ○雑巾をかけるのに使いますので、ひも付き洗濯ばさみも氏名を書いて持たせてください。 

洗濯ばさみにつけるひもは、長さ３０センチくらいのものを輪にしてください。市販のもの

でも結構です。 

 

 

＜算数セットについて＞ 
 

○１９日（火）までに持たせてください。 

 ○算数セットの中には、おはじき、計算カード、数え棒、ブロックなどの細かなものがたくさ

ん入っています。皆が同じようなものを持っており、名前がないと返すことが難しくなりま

す。お手数ですが、すべてのもの一つ一つに記名をお願いします。（名前シールがあればそ

れでも結構です。）特に計算カードは、１枚１枚に記名をお願いします。 

 

 

 ６ 御家庭でも練習してほしいこと                                    
 

御理解、御協力の程よろしくお願いいたします。 

 

 

① 着ている洋服の脱ぎ着が自分でできる。たためる。 

② ひもを結ぶことができる。（かた結び・リボン結び） 

③ はしの持ち方，歯磨きが正しくできる。 

④ 雑巾をしぼることができる。 

⑤ 使った物をもとにもどすことができる。 

⑥ 傘をすぼめてとめることができる。 

⑦ 「必要なこと」をはっきり言うことができる。 

（例：おなかが痛い。返事をはっきり言う。） 

⑧ 連絡帳・連絡袋を家の人に見せて，サインをもらうことができる。 

⑨ 自分のものが分かる。 

⑩ 好き嫌いせずに，決められた時間内で食べることができる。（２０分程度） 

⑪ 自分で名札をつけたり、外したりすることができる。 

（名札には安全ピンがついている。） 

 

 

 

 

１５センチくらい 



４月１２日（火）～１8日（月）までの学習予定 
日 曜日 学習内容 提出物と持ち物 下校時刻 

１２ 火 ・あいさつ ・返事のしかた 

・くつ箱、机、ロッカーの使い方 

・学習用具の入れ方 

・ランドセルの入れ方 

・トイレの使い方 

・下校（並び方） 

☆毎日持ってくるもの 
（給食セットは持ってきません） 

・クレヨンまたはクレパス 

・色えんぴつ 

・防災頭巾 ・お道具袋 

・名札（記名して） 

１１：４０頃 
 

  

１３ 水 ・手紙のたたみ方、しまい方 

・鉛筆の持ち方 

・国語「なかよし」 

あいさつ、みんなの名前 

・下校（並び方） 

☆毎日持ってくるもの 
（給食セットは持ってきません） 

・国語（教科書・ノート） 

・体操服・赤白帽子 

（毎週、月曜日に持ってきます。） 

・ぞうきん３枚 

（２枚に記名、１枚は学級用） 

・ひも付き洗濯ばさみ４つ 

 

 

 

１１：４０頃 

 

 

１４ 木 ・生活科「はるをさがそう」 

・国語「なまえをかこう」 

   「せんのおけいこ」 

・廊下の歩き方 

・ぞうきんの使い方 

・下校（並び方） 

☆毎日持ってくるもの 
（給食セットは持ってきません） 

・国語（教科書・ノート） 

・粘土、粘土板 

 (金曜日に使います。) 

・生活科（教科書） 

１１：４０頃 

１５ 金 ・国語「なかよし」 

   「ひらがなのおけいこ」 

・体育 体操服の着方、並び方 

・算数「かずとすうじ」 

・図工「ねん土であそぼう」 

・楽しい給食 

☆毎日持ってくるもの 

（給食セット 持ってきます） 

・国語（教科書・ノート） 

・算数（教科書・ノート） 

・図工（教科書） 

１３：２０頃 

１８ 月 ※日課表通りの準備 

・身体測定 

 （髪の長い女の子は、頭頂部で

髪を結ばないようにしてくだ

さい。） 

☆毎日持ってくるもの 

（給食セット 持ってきます） 

・日課表をよく見て学習準備 

・体操服と上履き（月曜日に持

ってきます、） 

・白衣（先週の給食当番） 

１４：４５頃 

 

☆日課表は、4月１４日（木）に配布します。ランドセルに入れたり、部屋に貼ったりして 

御活用ください。4月１８日（月）より、日課表に合わせて準備してください。 

保健調査票・個人情報取り扱い・給食申込書

提出日 


