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入学までの準備について 

入学に際しまして、次のような準備や心がけをお願いします。 

１．生活習慣について 

    （１）早寝・早起き・朝ごはん 

     ・決まった時間の就寝、起床の習慣をつけましょう。 

※早く寝ると、体や脳の昼間の疲れが十分回復します。また、成長ホルモンがたくさん

分泌されて体の発育が促されます。 

     ・朝食は必ず摂りましょう。 

※朝ごはんをゆっくりと食べることで、脳が活発に動き出します。また、朝ごはんが刺

激になって排便がスムーズにでき、お腹がスッキリします。 

     ・好き嫌いを減らし、偏りなく何でも食べられるようにしましょう。 

（２）正しいあいさつ、よい返事 

   ・「おはようございます」「こんにちは」「ありがとう」「いただきます」「ごめんなさ

い」「さようなら」など、正しく使えるようにしましょう。また、「はい」と大きな声

で返事ができるようにしましょう。 

（３）話の聞き方、話し方 

   ・人の話を最後まで聞けるようにし、伝えたいことをはっきりと言えるようにしましょ

う。まず家庭の中で、相手の目を見て話すこと・聞くことができるようにしましょう。 

（４）自分のことは自分で 

         ・衣服を脱いだり、着たりすることができるようにしましょう。 

          ・持ち物の整理整とんができるようにしましょう。 

     ・トイレには一人で行くことができ、用便後の処理（お尻ふき）などができるようにして 

起きましょう。 

          ・自分の持ち物がわかり、名前の読み書きができるようにしましょう。 

（５）健康、安全面で 

       ・手洗い、うがいの習慣をつけましょう。 

※手には見えないたくさんのばい菌がついています。トイレの後、食事前、帰宅後など

丁寧に洗う習慣をつけさせてください。手洗いは風邪予防にも効果があります。 

・一人で歯みがきができるようにしましょう。 

※学校では、給食後の歯みがきを推奨していますので歯ブラシを持たせてください。食

べたら磨く習慣をぜひ付けてください。夜寝る前の歯みがきは大切です。 

      ・むし歯などの治療をしておきましょう。 

※乳歯のむし歯の放置は永久歯が弱くなる、歯並びが悪くなる等の影響があります。   

・道路の正しい歩き方ができるようにしましょう。（信号をよく見る、左右確認、横断の

仕方、飛び出しをしない等） 

     （６）お願い 

       ・持ち物には、ひらがなですべてに記名するようにしてください。 

（鉛筆、色鉛筆、クレヨン１本ずつ。算数セットの中身は、計算カードなどのカード

類、おはじきなど一つずつ全てに） 

       ・入学前に学校への通学路を確認し、一人でも登下校できるように練習をしておいてください。 

       ・ちり紙、ハンカチは毎日持たせてください。（記名をお願いします。） 

       ・下校はコース別の下校となります。（４月当初は、通学路途中までお迎えに出ていただ

けるとありがたいです） 

・登校の仕方については、地区ごとで登校班の実施を検討しています。 

・登校前には用便を済ませる習慣を付けさせてください。 

・欠席するときは８：１０までに連絡帳で必ず学校へご連絡ください。近隣に連絡帳をお

願いできる家が無い場合や、感染症等の場合は、電話での連絡でもよろしいです。 

 （学校の電話応対時間 ７：００～１８：００） 

     ・登校中は忘れ物をしても安全面を考慮し、家に戻らないように指導しています。

また、下校後の忘れ物については取り来ずに、翌日回収をお願いしています。 



２．学用品、その他の準備について 

（１）ご家庭で用意していただくもの 

①黄色安全帽子 …あごひものゴムをつける 

    ②ランドセル 

    ③体操服袋と中身…体操服（丸首の白）、 

ハーフパンツ（紺） 

    ④赤白帽子…あごひも（ゴム）をつける 

    ⑤上履きと上履き袋…白のバレエシュ－ズ 

⑥筆箱（箱形で１本ずつ収まるもの）鉛筆（２Ｂ）４～５本、消しゴム（白で四角）赤青鉛筆 

   ⑦下敷き（Ｂ５版サイズ 無地） 

⑧油粘土、粘土ケ－ス、粘土板（裏面が工作マット） 

⑨道具袋と中身…液状のり(中蓋を外す)、はさみ（刃先カバー）、カスタネット、色鉛筆１２

色、セロテ－プ、クレヨン１６色、折り紙（チャック付ビニル袋に入れる）

※ひもを引いて下げた時に 35㎝以内になるように。 

⑩給食袋と中身…ナフキン、箸、濡れおしぼり、マスク、歯ブラシと小さめのコップ 

⑪雑巾２枚（子どもがしぼりやすいように、薄手のものと、大きめの洗濯バサミ（２個） 

⑫エチケット袋１枚（中身の見えない紙袋の内側にビニール袋を入れて折り返して作成し、 

          記名をお願いします。） 

⑬算数セット…（本日、購入できます。兄姉のお下がりを使用する場合はご確認ください） 

※２月２０日（木）の９：００～１１：３０にも販売の時間を設定いたします。 

⑭防災頭巾とカバー（大きさは目安です。袋や防災頭巾等は市販のものでも結構です） 

体操服袋           給食袋            道具袋 

 

 

 

 

 

 

                                             

              赤白帽子              上ばき 

    

 

 

 

 

 

体操服名札 

       

          

      

 

 

 

 

（２）入学前後、学校で一括して購入または寄贈していただけるもの     

・ノ－ト（こくご・さんすう・自由帳） 

   ・連絡帳と連絡帳袋 

   ・定規、名前ペン（社会福祉協議会様より寄贈していただいた物を使用します。） 

・鍵盤ハーモニカ、絵の具セット（希望のある方のみ一括して購入します。） 

 

 

 

25㎝ 

   

5㎝ 

8㎝ 

  １－１ 

おおやま 

 

 15㎝ 

12㎝ 

 

防災頭巾カバー 

太いゴムひも 

（椅子にかける） 

  

マジックテープがよい 

氏名を

書く 

 

箸 マスク 

ナフキン 

濡れおしぼり 

歯ブラシ 

コップ 

20㎝ 

箸箱が入

る長さ 

18㎝ 

両側から 

ひもを引く 

 
30㎝以内 

 

２５㎝ 

1-1 

氏名 

３５㎝ 
55 ㎝以内 

防災頭巾カバーの作り方 

・表裏２枚の寸法をとり、合わせ

て袋に縫う。 

・椅子の座布団にするので、ずれ

落ちないように後ろ側にゴム

を付ける。 

１－１ 

おおやま 

 

 

帽子、体操服等取扱い店 

・マキノ洋品流山店 流山１－２６８  

７１５８―１０２９ 

・ケイホクロイヤル 柏市西原６－２－４３  

７１５４－７２３８ 

・藤屋洋品店   鰭ヶ崎１４４６     

７１５８－３７９８ 



 

入学後の健康管理について 

 

学校では、児童の健康管理のために次のようなことを行います。 

①定期健康診断 

毎年４月から６月にかけて、体の発育状態、健康状態を調べる検診が行われます。 

    ○学校で実施するもの・・・発育測定、視力、聴力検査 

    ○学校医によるもの・・・・内科検診、歯科検診、耳鼻科検診、眼科検診 

    ○検査機関に依頼するもの・・・・尿、心電図検査 

【お願い】 

（１）定期健康診断を有効なものにするためにも、「健康の記録」を用い、健康調査を行います。

プライバシーは厳守いたしますので、学校に配慮してほしいことがあれば、遠慮なくご記

入、または、ご相談下さい。 

（２）健康診断の実施予定日などにつきましては、学校より印刷物でお知らせいたしますのでよく

お読みください。 

（３）検診に関するものの提出期日は守ってください。 

（４）疾病や異常が見つかりましたらご家庭に連絡いたしますので、精密検査や治療を速やかに受

けるようにしてください。 

（５）健康診断がすべて終わりますと「健康の記録」で結果をお知らせいたします。必ず目をとお

してください。 

②健康観察 

     毎朝担任が児童一人一人の健康観察を実施しています。ご家庭でも、登校前の様子をよく見て

いただき、具合が悪いときは無理をして登校させずに家で休ませてください。(特に入学後は、し

ばらくの間の体調にご注意ください。 

  ○顔色が悪くないか、食欲はあるか 

   ○頭痛、腹痛などをおこしていないか 

  ○気持ち悪さを訴えていないか 

    ○熱はないか（健康時の体温を把握しておきましょう。）等 

・もし、おかしいなと思ったら検温をし、熱がある時は休ませてください。 

・熱がなくても様子が気になるときは、連絡帳で担任へ連絡してください。 

    ・病気の中で、はしかや水痘など大変うつりやすいものは、学校感染症として出席停止の扱いに

なります。登校時には、「治癒証明書」が必要になります。（インフルエンザや第三種その他

の感染症については必要ありません。学校のホームページ「保健室から」よりご確認下さい） 

③日本スポーツ振興センター（ＮＡＡＳＨ）災害共済給付制度加入について（詳細は入学後にお知

らせいたします） 

   この災害共済給付制度は、学校の管理下における児童生徒等の災害について災害共済給付を

行うことによって、学校教育の円滑な実施に資することを目的として、全員加入を原則として

おります。 

④緊急連絡先 

    学校で具合が悪くなったり、けがをして医療機関へ行く必要が発生したりした場合、保護者の方 

に連絡をします。 

・入学後配布予定の「家庭環境調査票」には、携帯電話や勤務先、かかりつけ医療機関など、緊急

時に確実に対応できる連絡先を必ずご記入の上、提出願います。 

⑤健康相談 

  児童の体のことや精神面、食物アレルギーなど気になることがあれば、いつでもご相談くだ 

さい。 

 

 

 

 



集金について（給食費・ＰＴＡ会費・教材費） 

 

令和２年度から、給食費は銀行引き落とし、その他教材費等は手集金で行います。 

 

 １．年間の集金予定額 

給食費   （２年度予定）           児童一食分     ２６０円 

     ＰＴＡ会費 （２年度予定）   １ヶ月 一家庭として     ３００円 

   学級費                  １ヶ月     １４０円  

教材費   （２年度予定）           年間  約９，０００円 

 

 ２. 集金方法     年数回、集金日を設定し集金します。 

                  校外学習は別途集金となります。 

          ６／１に初回の給食費口座振替 

 

３. 集金内容     給食費、ＰＴＡ会費、教材費、学力テスト 

※ 校外学習は別途集金 

※ その他各学年の学習に応じ、絵の具セット、鍵盤ハーモニカなどの集金 

があります。 

 

４．給食費について（R２年度の予定） 

８月を除く４月から翌３月までの１１ヶ月に実施回数１８３回（予定）として算出 

 

・年間１８３回で、一食単価は、 ２６０円 

２６０円×１８３回＝４７，５８０円 

第１期～第９期 ４，８００円×９回＝４３，２００円 

第１０期               ４，３８０円 

合計                ４７，５８０円 

年間給食費 

 

【総額】 

期別納入額 

第１期～第９期     

【定額】 

第１０期 

【調整額】 

４７，５８０円 ４，８００円 ４，３８０円 

 

※第１０期の調整額については、学年により行事日数等で給食を食べる回数が異なること 

から、１年間の給食の実施回数と比較して、給食の回数が多かった場合は給食費を追加 

でお支払いいただき、少なかった場合はお支払いいただいた給食費をお返しすることに 

なります。 

 

   

５．その他 

   ・転出の場合は、日割り計算により算出した額を学校より連絡します。 

     ・入院等で連続５日以上給食を食べない場合、担任に申し出てください。申請日から数え

て原則４日目以降の給食費を返金します。 

 

 

 

 

 

 

 



「安心メール」登録のお願い 

  

 本校では、各種情報の伝達手段として、携帯電話によるメール発信を導入しています。 

現在、緊急連絡等で使用しておりますが、今後も下校時刻の変更、また非常災害時の連絡を確実にお届

けできるように考えております。 

 ついては、趣旨をご理解のうえ、下記のとおりご登録いただきますよう、お願いいたします。 

 

 

記 

 

１ 登録期間  令和２年２月６日（木）～ 

 

２ 登録方法  以下に掲載 

 

 

    

登録設定 

① 次の要領でメールを送信する。 

宛先；oyama11-ent@tb.e-msg.jp                 

件名；（入力の必要はありません） 

本文；登録する名前を入力（児童氏名のみを入力してください；必須） 

メールアドレスは右の QR コードから読み取りできます。 

 ②１分以内に確認メールが届く。 

※確認メールが届かない場合、「e-msg.jp」を受信許可ドメインに設定してください。 

※メールアドレスで受信設定をすると、配信メールが正しく届かない場合があります。 

 

 ③確認メールに記載されている名前を確認し、そのまますぐに返信する。  

※名前に間違いがあれば、①からやり直してください。 

 

④登録完了メールが届けば、手続き完了。 

 

 

  不明な点があれば、学校までご連絡ください。04‐7154‐6937（担当；教頭）    

       

  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:oyama11-ent@tb.e-msg.jp


 

 

 

入 学 式 の ご 案 内 
       

 

１．期日 

                 令和２年４月９日（木） 
            

２．会場   流山市立小山小学校 アリーナ（体育館） 

 

３．日程 

受 付        ８：３０～ ９：００ 

入学式       ９：３０～１０：１５ 

（式後の予定） 

ＰＴＡ役員選出（アリーナにて） 

担任の話（お子さまの教室にて） 

記念写真撮影（アリーナにて） 
          下校       １２：００ごろ 

      

４．持ち物 

            ・入学通知書（市教育委員会からのはがき） 

            ・上履き（お子さま用と保護者用） 

・教科書などを持ち帰るバッグ類（ランドセル等） 

 

５．その他 

・都合により、入学式を欠席する場合は、８：３０までに必ず連絡をお願い 

します。 

・受付は受付時間内に済ませてください。遅れないようにお願いします。 

また、受付後お子さまは教室に入って入学式の練習をします。受付後は係 

の指示に従って、速やかに移動をお願いいたします。 

・学校用の駐車場はありませんので、車でのご来校は、ご遠慮下さい。 

・保護者の皆様の、多数のご列席が予想されます。席数の都合上、原則とし

て兄弟姉妹のお子様の参加はできませんので、ご了承お願いいたします。 

・その他、入学に関して不明なことがございましたら、学校までお問い合わ

せ下さい。 

 

 

     

電話 ０４－７１５４－６９３７ 小山小学校 


