
ご入学おめでとうございます
あたたかい春の日差しの中で，希望に満ちた一年生の笑顔は，園田北小学校を輝

かせてくれます。いよいよ小学校生活のスタートです。集団生活を通して，心豊か

にたくましく成長されることを願っております。お子様の健やかな成長のために，

ご家庭と連絡を密に取り，力を合わせていきたいと考えております。子ども達が元

気で楽しい学校生活を過ごせますよう，あたたかいご支援とご協力をお願いいたし

ます。

子ども達どうし、お家の方達と学校の先生，お家の方どうし，みんなが「なかよ

し」な学年を目指していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

★教室は，４階建て南校舎の２階です。

１組 （名札…赤） 中村 惠津子 （なかむら えつこ）

２組 （名札…青） 田中 拓己 （たなか ひろき）

３組 （名札…黄） 大戸 美奈子 （おおと みなこ）

いずみ学級１ 交流クラス 角田 孝美 （かどた たかみ）
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９日（火） 入学式

１５日（月） 身体測定

１８日（木） 尿検査

集団下校終了

１９日（金） 授業参観（2校時 9：40～） 懇談会（3校時 10：45～）
２３日（月） １年生を迎える会

家庭訪問開始（２５日まで 3日間 後日お便りにてお知らせします）

２５日（木） 給食開始

２６日（金） 地区別集会 一斉下校（６校時）

本日お渡しするもの

① 教科書７冊と道徳副読本１冊 教科書用封筒

→（国語 算数 生活 図工 音楽 書写 道徳 こころはばたく）

② 名札（1組は赤 2組は青 3組は黄）・・・集団下校のグループカラー付き
③ コサージュ

④ お祝いまんじゅう

⑤黄色い交通ワッペン

⑤ 学習用ノート３冊（国語 算数 自由ノート） おうちで名前を書いてください。

⑥ 算数ブロック

→来週以降にもってきてもらう予定です

⑦ 連絡帳・連絡袋

⑧ かきかた鉛筆・マイネーム

⑨ 下じき２枚（交通安全，阪神電車）

⑩ ランドセルカバー

⑪ 学校からの手紙類

・就学援助のお知らせ １２日（金）までに必ず持たせてください。

・保健関係の書類（封筒の中）

・学校だより ・学年だより『ともだち』

・子どもクラブのご案内

・給食試食会のご案内 ・PTA団体傷害保険について（封筒付き）
・防犯笛の配布について

⑫ パンフレット類

・兵庫が育むこころ豊かで自立する人づくり

・教育相談のしおり ・あまナビ

・ひょうごっ子ココロンカード

・自転車損害賠償保険入ってますか？ ・たいせつないのちとあんぜん

⑬ミマモルメ（申し込まれた方のみ）

⑭防犯用ホイッスル

お知らせとお願い

① 登 校 集団登校の集合時刻や集合場所を確認

しておいてください。始業時刻は 8時 30分です。
② 持ち物 全ての物にひらがなで名前を書いてください。

クレパスや色鉛筆・算数ブロックには 1本 1本，１つ１つに書いて
ください。衣類や傘などにも書いてください。上靴や体育館シュー

ズには，後ろにも名前を書いてください。

③ 時間割 しばらくは，学年だよりでお知らせします。忘れ物がないようお子

様と一緒に持ち物の用意をしてください。学校に着いてから忘れ

物を取りに帰ることは，安全のため禁止しています。

④ 名札・黄色い交通ワッペン 名札は左の胸に，黄色いワッペンはランドセル

の横に毎日つけてください。

（名札の裏の記入もお願いします）

⑤ 連絡帳・連絡袋

学校からの手紙やプリントを入れて持ち帰らせます。毎日お確かめ

ください。連絡帳には，印を押すか，サインを必ずしてください。

欠席される場合は連絡帳に理由を書き，連絡袋に入れて，兄姉や登

校班の同じ友達にことづけてください。

⑥ 下 校 明日から来週１８日（木）まで集団下校を行い，各地区担当の教師

が近くまで送ります。今週中は１１時半頃，来週は１２時頃下校の

予定です。１９日（金）は参観・懇談がありますので終了した後に

保護者と下校します。子ども達だけで下校することになるまでに，

学校から自宅までの通学路を確認しておいてください。

⑦ 給 食 1年生の給食開始は，４月２５日（木）です。それまでは午前中に
下校しますので，朝食をしっかりとって登校させてください。また，

決められた時間内（約２０分）で食べ終われるように習慣づけてく

ださい。

⑦ ぞうきん 今週１２日（金）までに２枚お願いします。

（全体で使いますので，名前はいりません。）

★家で用意していただく物

・筆箱（２Ｂ鉛筆５本 赤鉛筆 消しゴム じょうぎ かきかた鉛筆 マイネーム）

・したじき ↑本日お渡ししています

・色鉛筆（１２色）

・クレパス（１６色）

【学校でおあずかりするもの】

引き出し のり はさみ

ねんどセット 工作ばん



1しゅうかんのよてい ９日（火）～1２日（金）

ひ ようび がくしゅう おしらせやもちもの

９ か
にゅうがくしき

・きねんさつえい

・クラスとたんにんのせんせいの

なまえをおぼえる

・きょうしつとくつばこのばしょ

をおぼえる

・きょうかしょをもらう

・配布されたものに名前を書く。

・配布されたプリントを読んで，

期日までに記入・準備等してく

ださい

10 すい ・けんこうしらべ

・もちもののてんけん

・もちもののだしかたと

しまいかたのれんしゅう

・あいさつやへんじのしかた

・くつばこ，トイレのつかいかた

・がっこうからのかえりかた

・まいにちのもちもの

・いろえんぴつ

クレパス

・就学援助についてのお知らせ

（切り取り線から切り離し，

申請するしない関係なく全員提出）

・しゅくだい…すきなたべもの・

どうぶつ・いろは

なにかかんがえて

くる

※予定ですので，変更する場合があります。ご了承ください。

給食についてのお知らせ

就学時健診で面談させていただきましたが，もしアレルギーなどで，

給食の食材から除去する必要があるものがありましたら至急お知らせください。

切り取り線

1年 組 児童の名前（ ）

アレルギーなどで食べられないものだけ，記入してください。

11 もく ・じこしょうかい

（すきな○○）

・ききかたとはなしかた

・えんぴつのもちかた

・せんあそび

・まいにちのもちもの

・しゅくだい…せんのれんしゅう

12 きん ・こくご（じぶんのなまえをかく）

・さんすう（なかまづくりとかず）

・せいかつ（がっこうめぐり）

・ろうか，かいだんのあるきかた

・ならびかた

・まいにちのもちもの

・保健関係の書類（茶封筒）

・ぞうきん２まい（本日まで）

色鉛筆は，毎週金曜日に持ち帰り

ます。けずって月曜日に持たせて

ください。

・しゅくだい…じぶんのなまえを

かくれんしゅう

いろえんぴつけずり

【給食で除去する必要があるもの】

まいにちのもちもの１０

①ふでばこ（えんぴつ 2B 5 ほん，あかえんぴつ 1ぽん，けしごむ 1こ，じょうぎ 1ぽん

かきかたえんぴつ，マイネーム）

②したじき ③れんらくぶくろ ・れんらくノート ④じゆうノート ⑤なふだ

⑥はんかち ⑦ティッシュ ⑧こくごのきょうかしょとノート

⑨さんすうのきょうかしょとノート ⑩きいろいこうつうワッペン

下校時刻：１１：３０頃

下校時刻：１１：３０頃

下校時刻：１１：３０頃


