
新1年生入学説明会 

尼崎市立立花西小学校 

 

平成２９年２月７日 



本日の内容 

• 学校長あいさつ 

• 交通安全と本校児童の通学路について 

• 諸費納入について 

• 入学までの諸準備について 

–入学までの生活について 

–学用品・服装について 

–学校給食における食物アレルギー対応について 

• 質疑応答 



    学校長挨拶  
 
・４つの学校自慢  
・学校の情報公開（ホームページの更新）  

交通安全と本校児童の通学路 
しおりの１３ページ 



 

立花西小学校 
通学路 

黒の太線はA・B・Cの区分を表し、通学路を示すものではありません  



・一斉下校時は、Ａ・Ｂ・Ｃに分かれて、 
 通学路を帰ります。 
 
・入学後、数日は集団下校 
 →メイン通りまでが教員と一緒 
 分かれ道からの下校は個人で 
 どこで曲がるか 必ず確認・練習を！ 
 
・下校後は、寄り道をしない。 



諸費納入について 

1年 2年 3年 4年 5年 6年 

給食費 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 

児童会費 30 30 30 30 30 30 

PTA会費 280 280 280 280 280 280 

教材費 1,000 1,000 1,200 1,200 1,200 1,200 

積立金 1,000 1,700 1,700 

手数料 54 54 54 54 54 54 

合
計 

5,064 5,064 5,264 6,264 6,964 6,964 

注1 4,784 4,784 4,984 5,984 6,684 6,684 

注１：本校に弟妹のいる児童 

昨年度 

＊5月に安全会費（45円），日本スポーツ振興センター掛け金（460円）を加算徴収します。 

14・15ページ 



ＪＡ口座 設定について 

兄姉が、本校在学している 
→口座振替依頼書を ＪＡへ 

兄姉が、本校在学していない 
→「ＪＡ兵庫六甲 立花出張所」で 口座開設 
  口座振替依頼書を ＪＡへ 

2月末日までに 

学費・園費等 納入金 貯金口座振替申込書を ＪＡへ 



4月の諸費納入について 

・４月のみ 現金徴収 
 （２８年度は６０００円） 
 → 詳細は入学後、お便りで 



振替日 

毎月2回（原則8日、18日） 
→７・１２・３月は8日のみ 

2回目の振替日に間に合わない場合や 
残高不足の場合は、児童を通じてお知らせし 
現金で徴収 
 
→児童に現金をもたせることとなります。 
 できるだけ、振替に間に合うようにご協力ください。 



入学式について 

・日時 ４月１０日（月）   

     受付 午前９時１０分～ 

・場所 本校 体育館 

 

・流れ ①組み分け発表（南校舎 玄関に掲示） 

    ②受付（各教室前） 

    ③児童は教室、保護者は体育館へ 

             （着席は９：５５までに） 

※当日は、早めに登校してください。（９：３０までに） 



ふでばこ 

  シンプルで一本一本が固定されて入れられる  

２Ｂ鉛筆 ４本 
赤鉛筆  １本 
消しゴム １つ 

※ものさし・マイネームペンは  
 ４月時点では、必要ありません。 



消しゴム 

シンプルで 消しやすいもの 

カバーと 中身に 記名 



色鉛筆 

１２色 鉛筆タイプ 



クレパス 

一本一本 
一つ一つに記名 

幅２センチ位の 
止めゴム 



手さげ・給食袋など貸し 

３７センチ 
   以内 

図書出し用 他 
はし箱・ナフキン・マスク・

ビニール 



椅子カバー 



体操服・体操服入れ 

規定の体操服（半袖） 
赤白帽 
 
→上靴・体育館シューズ 
 黄色帽と共に  
 
取扱店で購入してください 

袋は、手提げ袋タイプでも可 



黄帽・名札 

どちらも 必ず着用 

２学期から、プラスチック製 



服装・持ち物について 

• 動きやすいもの（外遊び・避難） 

– １人で脱ぎ着ができる物 

 

• 必要のない物を付けたり持ってきたりしない 

 キーホルダー・飾り・カード類・携帯・お金・お菓子・ 
メモ帳・シール・色ペン等 

トラブルの原因となることがあります 



学校での1日の流れ 

•  8時  ～8時20分  登校 

•  8時20分～30分    朝の準備 

•  8時30分～45分    朝タイム、朝の会 

•  8時45分～14時30分  授業時間 

• 14時30分～45分    下校準備、終わりの会 

• 14時45分～15時頃   順次下校 

 

※ 行事等により下校時間は変動します。 



登校について 

• 朝、８時から８時２０分の間 

 （８時半以降、西門は閉まる） 

 

• 遅刻のないように、余裕をもって 

 （朝の準備に時間が必要） 

 

• 朝会・集会・マラソンタイムなど ５分前に 

• 門が施錠されている時は、 

 → インターホン 

 



下校について 

• 下校準備と終わりの会がある 

 →14時45分～15時ごろ 下校予定 

 

・ 通学路を守る 

  

・ 一度帰宅してから、遊びにいく。 

 （習い事も含む） 

・ 早退の時は、 お迎えをお願いしています。 

   

 



注意事項 

• 入学後、数日は下校時刻が変わります。学
年便りでお知らせします。 

 

• 木曜日は、学力補充日になっています。15
時30分の下校になります。 

 

• 転居のため他校に入学が決まった時点で、
至急ご連絡をお願いします。 



入学前にこれだけはできるように！ 
（１） 

1. 生活リズムを整える 
（早寝・早起き・朝ごはん 

 

2. 話を最後まで聞く 

 

3. 思ったことをはっきり言う 

 

4. 自分の事は、自分でする 

 

5. 友達と仲良くする 



入学前にこれだけはできるように！
（２） 

6. 食事を20分で終える 

 

7. 1人で安全に帰る 

 

8. 名前（生年月日・住所等）が言える 

 

6. 正しい姿勢で座る 

 

7. 鉛筆を正しくもつ 

 



学用品についての補足 

• 学校でまとめて購入する道具は、「入学のしおり」
を参照してください 

 

• 鉛筆１本まで、「ひらがな」で名前を書いてください 

 

• 体操服、上靴、体育館シューズ、黄帽は、指定取扱
い店で購入してください 



学校給食における 
食物アレルギー対応について 

• 本年度から 医師の診断書が必要です 

 （好き嫌いでの対応は できません） 

 

• 入学後、栄養教諭・担任と面談を実施します 

 

• 除去食希望の場合は、説明会終了後お知らせ 
ください 

 （電話でご連絡させていただいていない方のみ） 

 



学校における、 
病気やけがの対応について 

冊子 １８ページ 



立西っ子の約束 

冊子 １９ページ 



臨時休校の措置について 

冊子 ２１ページ 



施錠システムについて 

冊子 １９ページ 



最後に 

職員一同、お子様のご入学を 

心待ちにしております！ 
 

※転居のご予定は、すぐにご連絡ださい 
 

 

 

                 尼崎市立花西小学校 

                 尼崎市南武庫之荘３丁目１４番９号 

                 ＴＥＬ：０６－６４３７－３８２０ 


