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 令和３年度  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

学校生活を送るための大切な資料です。  

 

 

新一年生保護者会  

 

   ○日時    令和３年２月９日（火）１４：００～ 

   ○内容  ・児童氏名の確認 

（氏名印を作成するために、お子さんのお名前の正確な文字を  

確認させていただきます）  

        ・通学路コース別リボン配布 

        ・「入学当初の集団下校コースカード」記入・提出 

        ・「ＰＴＡ校外地区割表」記入・提出 

        ・学用品の購入（希望者のみ） 

                      

府中市立府中第一小学校  



 

 

 
1 

１ 入学までのこと  

 

 健康で楽しい学校生活を送るためには、基本的な生活習慣をしっかり身につけておくこ

とが大切です。それぞれのご家庭で、いろいろと準備されていることと思いますが、入学

に当たって、特に次のようなことを心がけてください。 

   

 

学校には親しみの気持ちを                 

 

「こんなことができないと、学校へ行って笑われますよ。」 

「そんなことをしていると、先生に叱られますよ。」  

「こんなことでは、学校に入れませんよ。」 

 これでは、学校は大変なところ、嫌なところ、先生はこわい人になってしまいます。  

 学校は楽しいところ、たくさんの友だちと遊んだり、勉強したりするところです。  

 ○困ったことがあったら、何でも先生にお話できるようにしておきましょう。  

 ○日頃から、学校生活に、期待と親しみの気持ちを育てましょう。  

 

 

 

生  活  の  リ  ズ  ム  を                 

 

 ○早寝早起きをしましょう。 

  ・朝起きてから家を出るまでに、１時間は欲しいものです。１年生の睡眠は、たっぷ  

  り１０時間は必要といわれています。特に、入学したばかりのときは、心も身体も  

  大変疲れやすいものです。  

（登校時刻は８時からです。８時１５分には朝の準備やお手洗いなどを済ませるよ

うにします。８時２０分からは、活動が始まります。） 

 ○朝食は、しっかりとるようにしましょう。 

  ・朝食は、１日の活力のもとです。栄養のバランスも考えましょう。  

 ○登校前に排便をすませるように習慣づけましょう。  

  ・朝、すませてくれば、一安心です。 

 ○「○○をしながらテレビ」は、やめましょう。 

  ・一つのことに集中できる力を育てましょう。  

 ○「おはよう」「おやすみなさい」など、あいさつできるようにしましょう。  

 

 

 

自 分 の こ と は 自 分 で                 

 

 ○洗顔・歯磨き・手洗い・うがいなど、自分でできるようにしましょう。  

  ・朝の洗顔は、眠っている大脳を目覚めさせてくれます。  

 ○自分の持ち物の整理整とんも、少しずつやらせましょう。  

  ・服をたたむ、本やおもちゃを片付ける、靴をそろえるなど。  



 

2 

 

 ○衣服の脱ぎ着も、自分でできるようにしましょう。  

  ・脱ぎ着のしやすい服を選んでください。（体育の着替えのときや怪我をしたとき）  

   ・運動しやすい服と靴を着用してくるようにしてください。（安全面からも）  

 ○「トイレに行きたい。」「気分が悪い。」など、必要なことをはっきりと伝えられる

ようにしましょう。 

 ○傘のひもを自分でとめられるように練習をしましょう。友達の傘と一緒に傘立てに置

きます。 

  ○自分の物と他の人の物の区別ができるようにしましょう。  

    ・自分の氏名のひらがなを読めるようにしてください。 

 ○正しいお箸の持ち方を練習しておきましょう。正しい鉛筆の持ち方にもつながります。  

 〇髪の毛が肩より長いお子さんは、髪の毛を結んでくるか、ゴムを持参し給食

の時など自分で結べるようにしておいてください。  

 

 

友だちと仲よくできる子に                 

 

 ○できるだけ多くの子と遊ばせて、友達と遊ぶ楽しさを知らせておきましょう。  

 ○「遊びに入れて。」「貸して。」「ありがとう。」「ごめんなさい。」など、はっき

り言えるようにしておきましょう。  

  ○わがままや自分勝手をせずに、我慢すること、譲ること、順番を守ることができるよ

うにしましょう。  

 

 

交 通 ル ー ル を 守 れ る 子 に                 

 

 ○最低限の交通ルールを守れるようにしましょう。  

  ・右側通行  ・信号  ・横断歩道   ・歩道橋 

   ・白線内歩行 ・飛び出し禁止 

  ・押しボタン信号機の使い方（正門前）  

○通学路を通って、登下校しましょう。 

・寄り道をしないで、すぐに帰る練習をしておいてください。  

 ○甲州街道は、歩道橋を渡る約束になっています。保護者がいても、歩道橋を

渡るようにしてください。階段の上り下りの練習にもなります。  

 

 

トイレを上手に使うために                 

 

 ○トイレは洋式と和式があります。和式にも、入れるようにしておいてください。  

汚さず使えるようにし、用を足し終えたら、必ず水を流すようにしましょう。 

  ○使用後は、必ず手を洗い、きれいなハンカチで拭く習慣を付けておきましょう。  

  ○男の子は、ズボン・パンツを下ろさなくても、用が足せるようにしておきましょう。 

  ○トイレットペーパーの切り方、使い方、付け替えは、自分でできるように教えておい

てください。 
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２ 健康について  

 

  楽しい学校生活を過ごすためには、はじめの１ヶ月がとても大切です。気持ちよく学  

校に登校できるようご家庭での健康管理をお願いします。 

 

⑴ 毎日、登校前に次のことをよく観察してください。  

   （３７．５度以上の発熱・下痢・頭痛・吐き気など、体調不良の時は、無理をさせず休

ませてください。） 

○顔色は悪くないか。  ○熱っぽくないか、目が充血していないか。  

   ○食欲はあるか。    ○排便はすんだか。 

   ※お子さんと一緒に平熱の確認をお願いします。 

   

 ⑵ 病気やけがへの対応 （別紙「保護者の皆様へ」もご覧ください。）  

  ○病気やけがで、家庭連絡をすることがあります。保護者の方の所在（仕事・外出）   

  が分かるようにしておいてください。  

   ○具合の悪いときには早退をすることもあります。どのような場合でも、児童一人での

早退はできません。本校では、安全のため、保護者のお迎えが必要です。早めのお迎

えをお願いします。 

 

⑶ 学校感染症について 

   ○感染拡大を防ぐため、出席停止になります（欠席扱いになりません）。 

   ○登校するときは、「登校許可証」を病院で記入してもらい、学校に提出します。 

  ○インフルエンザ、手足口病、伝染性紅斑（りんご病）は、「登校届」を保護者が記

入して、学校に提出してください。 

 

 ★新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、学校では以下のようなことを実施しています。  

  ① 毎日の健康観察カード（検温結果等）の記入と確認  

  ② マスクの着用、ハンカチ（タオル）持参のお願い  

  ③ 手洗い、換気、消毒等の基本的予防対策の徹底  

※  発熱・咳・咽頭痛などの症状、その他新型コロナウイルス感染予防に関わる欠席

は「出席停止扱い」となります。 

 

⑷ 独立行政法人日本スポーツ振興センター（災害共済給付制度）  ＊詳細別紙 

   ○学校管理下（登下校含む）で発生したけがなどでかかった医療費、障害見舞金などの

給付制度があります。 

 

⑸ 就学時健康診断で治療勧告を受けた方は、入学までに治療を受けてください。  

 

入学に際し身体などについての配慮が必要な方・不安をお持ちの方は、学校長や  

 保健室にご相談ください。（後日お電話でも可） 

＜学校感染症＞ 

 インフルエンザ 百日咳  麻疹（はしか） 流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） 風疹 

 水痘（水ぼうそう）  咽頭結膜熱（プール熱） 溶連菌感染症 手足口病 など 
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３ 安全について  

 

 

遅刻するとき、早退するとき  

 

  ○登校時刻（８時 15 分まで）より遅れる場合は、必ず８時１５分までに連絡し、教

室まで保護者が送ってきてください。家の用事で早退するときも、教室まで迎えに

来てください。  

（登･下校時の事故を防ぐため。）  

 

  ○安全管理上８時３０分に西門が閉まります。その時は正門からお入りください。保  

   護者の方は、名札の着用をお願いします。着用のない場合には、警備員から、声を  

   かけさせていただくことがあります。ご了承ください。  

 

 

 

欠席するとき 

 

  ◎必ず連絡帳で連絡してください。電話でのご連絡はご遠慮ください。連絡帳は、

兄弟や近所の友達に預け、始業（８：２０）までに学校に届くようにお願いします。 

※連絡帳を預ける方を決めておいてください。できれば、複数決めておいてくださる

と安心です。  

 

 

 

通学路・登下校について  

 

   ◎本校では、PTA、地域の方々の協力のもと、登下校の安全確保に努めています。  

    ◎「児童生活連絡票」（本日配布）の裏に登下校する通学路を記入してください。  

  ○少し遠回りになっても、人通りの多い道を通学路にしてください。      

  ○登校は安全のため、なるべく近所の友だちや上級生と一緒にするようにしましょう。 

  〇下校は、最初のうちは学年全体で色別に下校します。時期をみて、学級ごとの色別

下校になります。 

    ○通学路をお子さんと一緒に数回歩いて、危険箇所等の注意をしておいてください。 

  ○時間のあるときは、子どもたちの登下校を見守ってあげてください。  

  ○学校からは、寄り道をせずに帰りましょう。学校帰りに、どこかへ寄る場合は、担

任に、連絡帳で知らせていただき、保護者の方の教室までのお迎えが必要になりま

す。通学路の途中でのお子様との待ち合わせはせずに教室までお迎えをお願いしま

す。  
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犯罪から身を守るために  

 

                    

                    

                    

    ○緊急避難の家                              

    児童に緊急時の避難場所を提供し、一時保護をしてく  

ださる家です。お子さんに教えてあげてください。  

    ○防犯ブザー                                

       入学後、府中市より貸与されます。破損、紛失の場合  

は、各ご家庭でご用意していただきます。  

使い方をよく教えてあげてください。  

     ☆緊急時以外は、鳴らさない。  

        ☆音が出るかどうか、定期的に、家で確認する。 

    ○「いかのおすし」 

        犯罪にあわないための約束ごととして「いかのおすし」を覚えさせましょう。 

 

 いか・・知らない人についていかない。 

 の・・・知らない人の車にのらないい。 

 お・・・助けて！とおおきな声を出す 

 す・・・連れて行かれそうになったら、すぐにげる。 

 し・・・近くの大人に、何があったかをしらせる。   （警視庁） 

 

 

 

 

集団下校について  

 

○入学後最初は、学年で集団下校をします。以下の５つのコースに分かれて、通学路

途中まで教員が引率していきます。（状況を見て学年での下校→学級別の下校にな

ります）別紙でお渡しした「入学当初の集団下校コースカード」にご自宅のおよそ

の位置を●で記入し、下校コース（色別）をご確認ください。 

       なお、お子さんがどのコースで下校するのかが見てわかるように、ランドセルの

左側に付けるコース別の色リボンをお渡しします。また、入学式当日に受付でお配

りする名札にも、コース別の色シールを貼ります。 

    ※通常の学年集団下校の他に、本校では、年２回行われる地区班活動の日に、地区

班ごとの集団下校を行っています。これは、緊急時に備えての訓練のためです。  

     ※地区班については、本日の配布物の中に「校外地区割表」がありますので、ご記

入ください。本日回収します。これをもとに、地区班が決定します。  
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☆「入学当初の集団下校コース」 

緑コース 

 

幸町全域、ヴェラクシスガーデン、府中町全域 

 

青コース 

 

寿町の多く、日鋼団地の多く、美好町２丁目の日鋼団地西側 

（※すずかけ公園や島忠前・野球場前を通る方） 

黄色コース 

 

宮町全域、宮西町１・２丁目 

 

赤コース 

 

美好町１・２丁目の甲州街道北側  及び  歩道橋を渡った西側 

日鋼団地の南側          （※甲州街道の北側を通ってくる方） 

白コース 

 

美好町１丁目の甲州街道南側（※歩道橋まで行かない方）  

宮西町1・2丁目の一部、宮西町３・４丁目、寿町２丁目の甲州街道南側、片町 

ピンクコース 第一学童クラブに行く児童。自宅への下校コースと合わせ、２色になります。 

むらさきコース 民間学童に行く児童。自宅への下校コースと合わせ、２色になります。 

入学当初の集団下校と、緊急時の訓練では、むらさきコースには学校側は対応しませ

ん。保護者の送迎をお願いします。対応の仕方を、民間学童の職員と相談しておいて

ください。 

★同封されている下記の用紙に必要事項をご記入の上、本日、必ずご提出ください。  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本日配布された、通学路コース別リボンを、ランドセルの横に結び付けてください。  

 

 

 

見
本 
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４ 給食・給食費・教材費について  

  

 

給食について  

 

本校の給食は給食センターで調理され、温度を保ちながら本校配膳室へ運ばれてきます。

市内産の食材を使った変化のあるメニューもあり、児童の味覚を広げています。     

   

（１）  楽しく食事をするために  

    〇食事の時には、ランチョンマットを机に敷いて食べます。ランチョンマットとそれ

を入れる巾着袋のご用意をお願いします。  

  ○食事の前には石けんで手を洗い、きれいなハンカチで拭く習慣をつける。  

    ○好き嫌いなく、何でも食べられるようにする。  

    ○食事は、２０分から２５分くらいで食べ終わるようにする。  

   ★  献立は、月毎に給食センターより家庭に献立表が配布されます。アレルギー児童  

    を対象に、可能なものについては除去食対応もしています。除去食メニュー希望者 

    は、４月に手続きをしてください。※この会終了後、申し出てください。書類をお  

    渡しします。  

 

（２） 当番の服装  

   当番になった児童は、白衣・白帽子･マスクを着用し配膳作業をします。使用した白衣  

・白帽子・給食袋は週末家庭で洗濯をしてアイロンをかけ翌週持たせてください。  

 

 

 

給食費の納入について  

 

 府中市では、 給食費の納入は、預金口座振替で行われています。 本日、市より届いた

申込書と口座振替依頼書を配布してあります。よくお読みの上、３月１９日（金）までに

口座を開設している銀行・郵便局等へ直接ご提出ください。なお、申込書は入学式の日に

必ずご提出をお願いします。  

 

 

 

 

 

教材費の集金方法について  

 

 資料「教材費等集金方法について」をご覧ください。  
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５ 学用品・持ち物について 

 

 お願い 

 学用品は全て、キャラクターの絵があるものを  

  持たせないでください。  

 

 

（１）各家庭で用意していただくもの  

 ① かばんと手さげ 

  ○ランドセル、またはそれに準じたものがよいです。  

    ○絵本が入る大きさの図書用の手提げが必要です。 

 ＊机に提げても引きずらないように、持ち手が長すぎない物  

 ＊手提げ袋や上履き袋などは、狭い場所のフックに掛けるため、袋の生地や手提

げの部分は柔らかい生地のものでお願いします。 

 ② 筆箱と中身 

  ○筆箱は、できるだけ丈夫で簡素なもの。箱型（直方体）。無地のもの。  

    ※飾り、鍵、鉛筆削りなどが無いものをご用意ください。       

※缶でできたペンケース、チャック付き布製は、使えません。  

  ○鉛筆は、２Ｂを４～５本（飾りや消しゴムつきのものは、使えません）。  

    ※赤青鉛筆を学校で一括購入して、入学式の日に配布します。  

  ○消しゴムは、白色でよく消えるもの。（匂い、色、装飾のないもの）  

 

  ③ 学用品 

○下敷き……無地で、透明のもの。  

   ○のり（２種類）……①つぼ型ふた式で指でのばせるもの。（主に図工で使います） 

             ②液状のり。（スティックのりは使えません）←本日販売  

しています。  

     ○はさみ……先が丸いもので、サック付き。       

左利きの人は、本人に合ったものを。 

     ○色鉛筆……１２色もの。（フリクションは使えません）  

     ○クレパス……１６色のもの。  ←本日販売しています。   

          クレヨンではなく、クレパスをご準備ください。  

           ※平ゴムで、箱が開かないようにとめてください。⇒  

 

     ○油粘土……１㎏・ケース付き。粘土は袋からだして  

授業の時にすぐに使える状態にしておいて  

ください。 

     ○粘土板……裏がカッター板になっている物         本日販売しています。  

     ○連絡袋（連絡帳や、配布されたおたより等を入れます） 

   

※学習に関係ない物は、学校に持って来ないようにさせてください。  
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  ④ 体育着 

   ○男女とも白半袖シャツ、紺ハーフパンツ、紅白帽子 (つば付き ) 

   ○体育着を入れる袋（縦３８ｃｍ 横３０ｃｍくらい、ひも式）       

       ※脱いだ服を入れるため、小さすぎないようにお願いします。  

                                                          

 ⑤ 上ばき                             

     ○外ばきと区別できる白い運動ぐつ（前ゴムは何色でもよい）  

     ○上ばきを入れる袋（かけやすいように、ひも式のものがよい）  

 

 ⑥ 防災頭巾 

○地震や火災台風等の自然災害時や、それらの避難訓練に使用しますので用意して

ください。防災頭巾は、平常は二つ折りにしてカバーに入れ、椅子の背もたれに

かけておくことになっています。 

○カバーについては学校でも販売しますが、各自でご準備される方は次の図を参考  

    に作成して下さい。 

 

           〈手作りカバーについて〉  

                           

                        

                        

                        

                       

  

 

 

 

    

  

 

 

 

★背もたれにかける部分やふたに

 なる部分には、落ちないように

 内側にマジックテープなどを取

 り付ける。 

 

 

 

 

 

 

⑦ 服装  

  ○一人で脱ぎ着できる、動きやすい服装で登校させてください。  

  ○靴についても、運動のしやすい物で登校させてください。  

 

⑧ その他 

   ○ハンカチ・ティッシュ……身につけるように工夫してください。  

  〇給食の時に、ランチョンマットを机に敷きます。（給食はお盆での配膳です 

が、お盆の下に敷いて使います。）縦３０㎝×横４０㎝以上の 布マットをご準

備ください。大き目のハンカチ、バンダナ等 でも構いません。また、ラン

チョンマットを入れる巾着袋もご準備ください。給食時には、袋の中にマ

スクを入れます。必ずランチョンマットと袋に記名をお願いします。  

 

※  おぼんの大きさ－縦３０ｃｍ、横４０ｃｍ   

机の大きさ－縦４０ｃｍ、横６０ｃｍ  
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※  机横のフックに巾着をかけて保管します。巾着のヒモが長すぎると、床に

垂れて汚れてしまったり、足がかかって怪我にもつながります。机のフッ

クの高さは床から 45 ㎝前後ですので、巾着の縦の長さがヒモ部分も含め

て全体で 45 ㎝を超えないようにご準備ください。  

 

 記名について 

○学用品（えんぴつ１本１本・消しゴムにも）、防災頭巾、衣類（下着、靴下 

等すべて）等、あらゆるものに、ひらがな・フルネームで書いてください。 

〇傘の持ち手にも記名をお願いします。（シールの名前などでは、 ではがれてし

まうことがあるので、なるべく油性マジックで書いてください。）  

○名前が書いてあるところをお子さんに教えておいてください。  

○入学後まもなく、健康診断が行われますので、衣類にも記名を  

 お願いします。 

○体育着、上ばき、かさは、下記のように記名してください。  

氏名はすべてひらがなで、記入は油性のマジックで 

 大きめにはっきりと書いてください。 

 

 

◎体育用シャツ・ハーフパンツ                         

  ※学年･学級･氏名を記入した布を縫いつけてください。  

  ※体育着に校章は必要ありませんが、  

   縫い付ける場合は、この位置につけてください。  

                                 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

  ◎体育着袋                     

                            

                                      

 

 

                   ◎かさ                    

                   持ち手に必ず記名を記名を  

                   する。     
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（２）入学式で配布するもの 
  

学校で一括購入し、後日教材費として口座引き落としするもの  

○道具箱……机の中に入れて使います。  

  ○国語ノート  

○算数ノート  

○自由帳  

○算数ブロック  

○連絡帳  

○赤青鉛筆１本  

※使い方 を徹底 する ために学 校で一 括購 入し、教 材費と して 後日口座 から 引

き落としさせていただきます。購入なさらないでください。  

 

 

 

 無償で配布するもの  

○教科書  

○ランドセルカバー…交通安全のために支給されます。  

          ランドセルに付けてください。  

○胸の名札 (校内のみ )…学校内でのみ身につけます。  

○黄色い帽子…交通安全のために支給されます。通学時にかぶります。  

○交通安全ワッペン…交通安全のために支給されます。  

黄色い帽子に付けてください。  

○校章…黄色い帽子のワッペンと反対側に縫い付けてください。  

  ○コープ共済の連絡袋…入学祝いで配布されます。連絡袋として使用しても

ご家庭で使用してもどちらでも結構です。  

  ○防犯ブザー…ランドセルに付けてください。府中市から貸与されます。故

障や紛失した場合は、ご家庭で新しいものをご準備ください。 

 

 

（３）入学後、購入予定のもの 
 

○絵の具セット・鍵盤ハーモニカ  

※現在お手元にある場合は、購入の必要はありません。  

※鍵盤ハーモニカの黒鍵は、黒いものでお願いします。  

 

      ○その他、歌の森（歌集）･あさがおセットを学校で一括購入し、口座引き落としを

させていただきます。               
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５ 入学式について  

   ○ 日時  

       令和３年４月６日（火） 

               受付   午前９時４５分～１０時０５分 

          式     午前１０時２０分～１１時０５分 

※保護者着席は１０時１０分までにお願いします。 

 

○ 場所 府中第一小学校  体育館 

 

○ 持参するもの  

① 就学通知書 ……府中市から送付されたもの 

② 児童生活連絡票    

③  府中市学校給食申込書 ……新１年生保護者会で配布したもの  

④  自動払込利用申込書（お客さま控）……新１年生保護者会で配布したもの  

                  手続きを済ませたもの  

    ※①②③④を、受付に提出してください。  

 

⑤  「ＰＴＡ活動一人一役」希望調査書（提出用）……新１年生保護者会で配布したもの  

※⑤を、体育館入口のＰＴＡ受付に提出してください。 

 

⑥ 教科書や書類・道具箱などを入れて持ち帰る袋 

    （教科書はランドセルに入れて持ち帰っても結構です。） 

⑦ 上ばき（児童・保護者とも） 

⑧ 上ばき袋（児童用） 

⑨ 外靴を入れる袋（保護者用） 

⑩ 油性ペン（上ばきに学級を記入するため） 

⑪ マスク（児童・保護者とも） 

 

 

当日の流れ（令和３年２月１日現在） 

①  東昇降口付近（雨天時も同様）で学級編成の一覧表を配布します。  

組を確認の上、組ごとの受付に並んでください。（受付は、東昇降口の外側です）  

②  受付で、「就学通知書」「児童生活連絡票」「府中市学校給食申込書」「児童払込利用申

込書（お客さま控）を提出してください。受付の係が、シール１枚と配布物の入った

封筒をお渡しします。シールを、見えやすいところに付けてください。シールを付け

ている方のみ式場に入れます。配布物の封筒も、式場にお持ちください。  

③  お子様と一緒に靴を履き替えてください。お子様の外靴は靴箱に入れてください。保

護者の方の外靴は、袋に入れてお持ちください。 

④  「PTA 活動一人一役希望調査書」を、体育館入口付近の PTA 受付に提出してください。 

⑤  お子様を、教室まで連れていき、教室の入口で担当教員に引き渡してください。お子

様は、開式まで教室で待ちます。この時、保護者の方はお子様と一緒に教室に入るこ

とはできません。保護者の方は、式場（体育館）へ向かってください。 
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⑥  体育館入口で、アルコール消毒をしてください。担当教員が、マスクとシールの有無

を確認させていただきます。 

⑦  式終了後、体育館にて、配布物等の説明をさせていただきます。お子様は、教室で担

任から学級指導を受けます。 

⑧  説明後、校庭にて、記念撮影を行います。撮影に参加できる保護者の方は、各家庭 1

名（シールを付けている方）のみです。雨天の場合は、体育館にてお子様と担任と学

校長のみで記念撮影を行います。 

⑨  記念撮影終了後、保護者の方に教室に入っていただき、お子様の机上にあるランドセ

ル・黄色い帽子・教科書を持ち帰っていただきます。お子様は、担任と校庭で待ちま

す。 

⑩  持ち帰りの準備ができましたら、お子様と一緒にお帰りください。  

 

 

 

 

 

  ○ お願い   

      ☆式の進行に影響が出ますので、受付時間に遅れないようご来校ください。 

※児童数が多いため、受付に時間がかかる場合があります。早めに受付をお済ませください。 

      ☆必ず、児童に保護者または代理の方が付き添ってください。 

   ☆児童が欠席の場合は、保護者にご来校いただき、入学手続き（就学通知書の提出）、書類の 

提出、教科書・配布物の受け取りをお願いします。 

   ☆新型コロナウイルス感染状況により、入学式の内容を変更する可能性があります。

随時、学校のホームページでお知らせしていきます。併せてホームページもご確

認ください。 

 

 


