
三郷町立三郷小学校

令和５年（２０２３年）度

新入生保護者説明会 2023年1月31日（火）



小学校は、学習や遊びをとおして、一人一人を大切にし、
みんなが協力して、自他ともに高まり合いながら楽しく
集団生活を送る場です。そのためには、守らなければな
らないこと、努力しなければならないことがあります。

「決められた約束を守る」
「自分でできることは最後までやりぬく」
「他の人のことも考える」

（１）はじめに



学校からの発信は、校務用携帯電話
（下記６回線）から発信する場合があります。
【校務用携帯電話】
０７０－８８１０－４２▲▲

↑ の部分は０９～１４の６回線

上記の携帯電話回線にかけていただいた際は、学校の固定
電話に自動転送されるため、通話料金は固定電話への発信
の際の料金となります。

（１）はじめに



（２）本校教育の方針

学校教育目標
「豊かな心と自ら学ぶ意欲をもち、主体的に活動する子どもの育成

一人ひとりが、生き生きと輝いている学校

めざす子ども像
・やさしい心でとも
に生きる子
・健康でたくましい
心と体をもつ子
・自ら学び よく考
える子

めざす教師像
・明るく情熱のある
先生
・プロとしての確か
な力量をもつ先生
・豊かな人間性をも
つ先生

めざす学校像
・元気いっぱい
・ともだちいっぱい
・笑顔いっぱい
・やさしさいっぱい
の三郷小学校



（３）入学式について

令和５年（２０２３年）４月１１日（火）

受付
８：４５～９：１０

この時間に南館西昇降
口にお越しください。

就学時健康診断の際の
受付場所と同じです。



（３）入学式について

持ち物
１．教育委員会発行の就学通知書
２．口座振替依頼書（Web以外の方）
３．家庭票
４．健康調査票
５．上履き（保護者・児童とも必要）

＊児童は上履きor健康履き
６．ビニール袋（上履き入れ）
７．お渡しする教科書や書類を入れる袋
８．筆記用具
９．健康観察カード（入学式案内状に添付）

右の１～４と
９を受付でご
提出ください。



（３）入学式について

入学式当日の日程
１．新１年生は保護者とともに登校
２．本校教職員が手渡す入学式次第で

お子さまの学級を確認
３．受付をする（提出物１～４・９を渡す）

＊受付の際、お子さんに上履きと
上履き入れを持たせてください

４．新１年生は、世話係の先生に連れられて各教室へ。
保護者は、体育館に入り保護者席で待つ。

５．式終了後、新１年生は先生に引率されて各教室へ。
保護者は式場に残って、その後各教室へ移動する。



（４）学校生活の一日

登校について
なかよし会（集団登校班）で登校します。
新学期までに、班長が集合場所や集合時刻などをお知らせに行きます。
しばらくは、班長や上級生が、朝、おうちにお迎えに行きます。

下校について
学年ごとに終業時刻が異なります。複数学年で下校できるようにしま
す。１年生は、水曜日のみ１４：１５下校で、それ以外はとくに学校
行事等がない場合は、原則１４：４５下校となります。
月曜日・火曜日・金曜日：２年生の下校時刻と同じです。
木曜日：３年生の下校時刻と同じです。
水曜日：クラブや委員会がない場合は全校一斉下校です。

クラブの日は、１～３年生の下校時刻と同じです。
委員会の日は、１～４年生の下校時刻と同じです。



（４）学校生活の一日

給食について
４／１４（金）から給食が始まります。
好き嫌いなく、時間内に食べ終われるようにサポートしていきます。

掃除について
全校児童で行います。
当面は、１年生の掃除には６年生がサポートに入る予定です。

校時について
資料を参考にしてください。
学校が始まったら、時間割等を担任からお渡しします。



（５）学校の生活について

校外生活について
資料を参考にしてください。
子どもたちが「安心・安全」に暮らせるよう、学校・家庭・地域がタッ
グを組んで見守っていきましょう。

学校図書室について
資料を参考にしてください。
本の貸し出し・返却は、しばらくは担任とと
もに行います。たくさん借りて、本に親しめ
るようにしていきます。
借りた本を持ち帰ることもありますので、紛
失にはくれぐれもご注意ください。



（５）学校の生活について

なかよし会（集団登校班）について
なかよし会は登下校を中心とした児童の自主的な活動の場です。
それぞれの地区別に、分団（班）を編成します。

３月末ごろ、班長が集合場所や集合時刻などをお知らせに行きます。
しばらくは、班長や上級生が、朝、おうちにお迎えに行きます。
＊その日に欠席するときや遅れるときは、班の人に連絡する。
＊決められた通学路を歩き、寄り道をしない。
＊道路を横断するときは、一度立ち止まり、安全確認をする。
＊上級生は列の前後につき、下級生を間に入れるようにして歩く。
＊困ったことがあれば、上級生（班長）
や先生と相談して、みんなで話し合うこと。



（６）学校で使うものの準備について

どんな持ち物がいいの？

①学習に集中できるもの

②安心で安全なもの



通学服

通学帽
(黄帽)



上履き
(上ぐつ)

もしくは
健康履き



かばん

ランドセル

＊「ランリック」
なども可



体操服
体操袋
体育館シューズ
(上履きと区別)
体育館シューズ袋



給食用エプロン
帽子・マスク・ナフキン

給食袋に入れて

自分で脱いだり
着たりできるもの



完食(^^♪



ナップザック型は、すぐ
に足をひっかけてしまう
ので、あぶないです。

しめても、ひもがゆかに
つかないくらい

とってをつけておくと便利。
小さめの方が使いやすい



お道具箱

B５⇒ランドセル
に入る
A４⇒大きくて
ゆったり



ふでばこ
下じき
消しゴム

箱形は、整理しやすく、ある
ものがすぐ確認しやすい！！



ふでばこの中
えんぴつ

Bか２B
かきかたえんぴつ

赤えんぴつ
消しゴム
(ものさしはいらない)



クレヨン

色えんぴつ
１２色～２４色
お道具箱に入る大きさ



準備された文房具は、入学前に一度使って
みることをおすすめします。



ノート
のり
ネームペン

学校で
用意します



ねんど
ねんど板

購入される方は、
入学後に申込み封筒
をお渡しします



セロハンテープ

お道具箱に入るサイズ



カスタネット

今までお使いのものが
あれば、それで結構で
す。ゴムの調整をお願
いします。





鍵盤ハーモニカ
ふき口

入学後希望を聞いて
一括購入しますが、
今までお使いのもの
があれば、それで結
構です。



持ち物には、すべて
「ひらがな」で名前を
書いてください。

お子様といっ
しょにワクワク
しながら選んで
あげてください。



一人１台のパソコン

おうちで使うことも
あるので、ご家庭での
Wi-Fi環境も必要に
なってきます。



（７）会計などについて



（８）健康・安全について

「日本スポーツ振興センター」
学校生活（登下校・校外学習を含む）の中で、けがをした場合の治療に対
して、必要な給付を行う共済制度です。
（掛け金は初めに納めます）

風疹・水痘（水ぼうそう）・流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）
インフルエンザ・麻疹（はしか）・百日咳・咽頭結膜熱（プール熱）
結核・溶連菌・ノロウイルス・新型コロナウィルス 等

上記のような伝染性の病気にかかった場合は、必ず学校へお知らせください。
その際、医師の診断書は必要ありません。

上記の場合
欠席ではなく出席停止



（９）いかのおすし一人前



（１０）「三郷Ｐメール」について

「三郷Ｐメール」
新型コロナなどの感染症、学級閉鎖、警報発令
時の緊急下校などの情報を配信します。

①下記アドレスに空メールを送信
sango-p-auto＠lint.jp

②画面の指示に従い登録

入学後に案内をお配りします。ご登録お願いします。



ＰＴＡ活動について



放課後児童クラブ
（学童）について



よくある質問・相談

３つ



Q１

入学するまでに、ひらがなを
書けたり、たしざんができた
りしないとだめですか？



あせらなくて大丈夫ですよ。
みんないっしょに
一からべんきょうします。

でも・・・



日常生活の中で意識できたら
いいかなと思います



もし、
ドリルなどをされる場合は・・・

・無理をさせない
・１回１０分くらい
・大人といっしょに
・お手本を見せる
・とにかくほめまくる！



学校で学ぶ楽しさを
残しておいてくださいね



Q２

入学までにしておいたらいい
ことってどんなことがありま
すか？

３つにまとめて
お話させていただきます！



①自分のことは自分でできるように
用意、片付け、時間を守るなど

学校は１時間目･･･２時間目･･･のよ
うにどんどん時間が流れます。
段どりよくできると、自分の時間が
たくさんできます。



普段の生活の中で、
「こうしたらうまくいくよ」
と教えてあげてください。

うまくいかないこと、どうしていいかわから

ないことがあれば、「手伝ってほしい」
「助けてほしい」と助けを求められることも
できたらいいかな。



もちろん
今すぐできていなくても
あせらなくて大丈夫です。
学校でみんなと一緒に
やっていきますよ！



②小学校への行く道を確認して
みてください。



③子どもと目を合わせて話す

１日ちょっとの時間でも

ゲームの話でもOK

絵本の読み聞かせも！



Q3

入学してからすぐに子どもが
学校に慣れるか心配です。



大丈夫です。友だちとともに、一歩一歩成長していきます。



そのほかに
何か気になること、不安に思って
いることありましたら
遠慮なく学校までご連絡ください



お子様のご入学を
在校生たちも
教職員も
楽しみにしています


