
令和２年度 

１年生学年通信 No.1 

２０２０年４月６日 

ご入学 おめでとうございます 
希望に胸ふくらませ、元気に入学式を迎えたお子様の

姿に、ご家族の皆様のお喜びもひとしおのことと思いま

す。お子様のご入学、心よりお祝い申し上げます。 

「たくさんお友だちを作りたいな」「お勉強が楽しみだ

な」と、これから始まる学校生活への期待に瞳を輝かせる

お子様に出会えて、私たち担任もうれしさでいっぱいで

す。小学校という大きな集団の中で、日一日と成長してい

けるように、担任一同、力を合わせて支え育てていきたい

と思います。 

  保護者の皆様のご支援・ご協力をよろしくお願いいた

します。 

 

４月のおもな予定 

 月(MON) 火(TＵE) 水(WED) 木(THＵ) 金(FRI) 土(SAT)・日(SUN) 

  １ ２ ３ 4・5 

６ 

入学式 

親子下校 11:00 

７ 

始業式 

一斉下校 11:15 

(つきそい下校） 

８ 

1年生下校 11:00 

(つきそい下校） 

９ 

身体測定 

給食開始 

通学団会 

一斉下校15:00 

(つきそい下校） 

10 

1・3年下校15:00 

(つきそい下校） 

11・12 

 

 

13 

一斉下校15:00 

14 

1・2年下校15:00 

(つきそい下校） 

15 

避難訓練 

1・２年下校15:00 

(つきそい下校） 

16 

1～４年下校15:00 

(つきそい下校） 

17 

1・3年下校15:00 

(つきそい下校） 

18・19 

 

20 

一斉下校15:00 

21 

視力・聴力検査 

1・2年下校15:00 

(つきそい下校） 

22 

尿検査提出 

地域訪問 

1・２年下校15:00 

(つきそい下校） 

23 

地域訪問 

1～３年下校15:00 

(つきそい下校） 

24 

★引き落とし日 

地域訪問 

1・3年下校15:00 

(つきそい下校） 

25・26 
 

 27 

地域訪問 

一斉下校15:00 

28 

1・2年下校15:00 

29 

昭和の日 

30 

心電図検査 

尿検査予備日 

一斉下校15:00 

  

 

４月７日（火）～１０日（金）の予定 

担任紹介 

１組  堀川 千佳（ほりかわ ちか） 

２組  久米 智弓（くめ ちゆみ） 

３組  川田 祐輔（かわたゆうすけ） 

はな組 浅野 大志（あさの たいし） 

 

     （       ） 

こんな１年生に！ 

・いっしょうけんめいがんばる子 

・おともだちにやさしい子 

※  ５月１６日（土）に予定されていた運動会は、秋の平日開催になりました。運動会の日時等、詳細に

ついては、後日お知らせします。 

https://frame-illust.com/fi/wp-content/uploads/2016/01/5123-1.png


４月７日（火）～１０日（金）の予定 

登下校について 
登校… 通学団で登校します。（班で決まっている場所・時刻に集合。欠席は必ず班長か班員に連絡） 

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

一斉下校 
１・２年 

下校 

１・２年 

下校 

委員会活動・クラブ活動の実施に 

より、一緒に帰る学年が変わります。 

１・３年 

下校 

１５：００ １５：００ １５：００ １５：００ １５：００ 

※下校時刻が変更する場合あり 毎月配付する学年通信参照  

 

日 曜日 学習予定など 持ち物 提出物 

７ 火 ○ちゃくにんしき 

しぎょうしき 

○がっかつ 

 ・ろっかぁのかくにん 

  ・ならびかた 

 ・あいさつのしかた 

 ・といれのつかいかた 

・体育館シューズ 

 

 

 

○ 児童個票  

（未提出の方のみ） 

 

８ 水 ○がっかつ 

・つくえのなかのつかいかた 

・くつばこ・かさたてのつかいかた 

 ・「やよいっこ」について 

・がくねんげこうのならびかた 

・道具箱 

・体操服 

○ 保護者用名札 

申し込み用紙 

9 木 
 

〇がっかつ 

・ならびかた 

 ・あいさつのしかた 

〇しんたいそくてい 

〇つうがくだんかい 

〇がっかつ 

「きゅうしょくとうばんのしごと」 

⑤こくご 

・国語の教科書・ノート 

・給食セット 

・体操服 

・ことばのひろば 

 

10 金 ① せいかつ 

② がっかつ 

 「そうじのしかた」 

③ こくご 

④ おんがく 

⑤ さんすう 

 

・生活の教科書 

・国語の教科書・ノート 

・音楽の教科書 

・算数の教科書・ノート 

・粘土ケース 

・粘土・カッターマット 

・ドラえもんのひらがな・すうじ 

 

 

※ ７日（火）は、

通学団の集合

場所まで保護

者が付き添っ

てください。 

 

【緑ファイルに入れて提出】 

○健康手帳 

○スポーツ振興センター同意書 

○健康カード    

○学校心臓検診調査票 

３枚のプリントと健

康手帳を緑ファイル

に入れて持たせてく

ださい。 



つきそい下校について 
○ ８日（水）は１年生のみの下校です。途中まで職員が引率しますが、引率できる職員の数も限られ

ていますので、所定の場所（下部に記載あり）まで出迎えていただいて、交通安全の声かけをしてい

ただけたら幸いです。お子さんが一人で歩いて帰れるよう、一度、お子さんと通学路を歩いておく

と、安心かと思います。 

○ ９日（木）からは、他の学年と一緒に下校します。４月中は（一斉下校の日を除く）は、所定の場

所まで職員が引率しますが、保護者の方も出迎えのご協力をお願いします。 

  

つきそい下校の引率場所について 
通学団 シールの色 出る門 職員が引率する場所 

川平、五明 桃 南門 喫茶かりん 

海老江、中之割２―４、上之割１－２ 

上之割３ 

赤 南門 海老江信号 

本田、新田、荷之上、上之割１－１ 黄 南門 ヤトミデンソー南横断歩道 

下之割（２の１以外） 青 東門 中之割公園 

中六、中之割２の２、中之割２の３ 緑 東門 中之割公園 

東弥生台、かおるヶ丘、下之割２の１ 

中之割１の２･３ 

紫 東門 弥生保育所の前 

 

☆☆☆お願いとお知らせ☆☆☆ 
 

１ ヘルメットのシールについて 

・ 本日配付した「弥富市支給のヘルメットについて」をご覧いただき、シールを貼ってください。 

 

２ 名札について 

 ・ ６日（月）に配付した名札は、１学期間使用します。 

 ・ ７日（火）から左胸に付け、名前が見えないように裏返して登校させてください。 

 

３  体操服について    体操服袋に体操服を入れて、８日(水）に持たせてください。 

 (1) 体操シャツ                           

・ 白色（半袖でも長袖でもよい。） 

・ 前あきファスナー付き 

・ 左胸に油性ペンで名前を書いてください。 

   （記名した白布を縫い付けても可） 

 (2) 紺色か黒色のハーフパンツ(ラインやワンポイントのあるものはさける。) 

 

 (3) 赤白帽子（ゴム付き）       

 

４ 道具箱の中身の準備   ８日（水） までに持たせてください。 

 ・ すべてのものに、ひらがなで記名してください。 

    ★クレパス ★クーピー ★はさみ ★のり ★セロハンテープ ★カスタネット ★自由帳 

 

５  給食セット       ９日(木）から持たせてください。        

  ・ 歯ブラシ、コップ、給食用マスク、給食用ハンカチが入るくらいの布製の袋に、中身が出ないよう

に入れてください。 

・ 毎日持ち帰りますので、翌日、忘れないように持たせてください。 

 



６ 身体測定について 
  ４月９日（木）に身体測定があります。身長・体重を測定します。髪を結ぶ場合は、じゃまにならな

いように頭頂部を避けて結んできてください。 

 

７ 粘土・カッターマットについて 
  カッターマット側（緑色）の所定の位置に記名し、１０日（金）に持たせてください。 

 

８ 健康手帳について 

  ・ Ｐ２「いままでのけんこうのようす」を記入して提出してください。       

 ・ 右上部にある「きりとりせん」の所を全部切り取ってください。 

  ・ １番最後のページの右上と、裏表紙の２か所に、氏名、学級、出席番号を 

書いてください。 

 

9  ぞうきん２枚（記名なし）   １４日(火）に持たせてください。 
 

10 置き傘について 

  突然の雨にそなえて、傘を学校で保管します。持ち手に必ず記名をし、学校に持た 

せてください。１４日（火）までの晴れた日にお願いします。 

  自分で傘の開閉をしたり、留め紐をとめたりできるように練習しておいてください。 
 

11  毎日の持ち物 

・ 名札、給食セット、ハンカチ、マスク、はなかみ、連絡袋、連絡帳、下敷き、筆箱(Ｂか２Ｂの鉛

筆５本、赤鉛筆１本、消しゴム１個、ネームペン１本)は毎日必ず持たせてください。 

・ 持ち物にはすべて、必ずひらがなで、名前を書いてください。 

・ 鉛筆は、毎日削って持たせてください。 

・ 学習予定の確認や持ち物の準備は、お子様と一緒に行ってください。 

 

12 連絡帳について 

・ 連絡袋は、連絡帳や配付物などを入れて持ち帰ります。提出物は、連絡袋の中に入れて持たせて

ください。 

・ 欠席する時は、欠席理由を連絡帳に記入し、連絡袋に入れて、同じ通学班の人に渡してください。 

※  緊急以外、できるだけ電話は控えてください。 

・ 連絡事項がありましたら、連絡帳に記入してください。その場合は、お子様に必ず、朝、提出する

ように声をかけてください。 

・ 連絡帳は、担任から連絡事項を記入させていただくときがありますので、毎日、目を通してくださ

い。確認していただいた後、認印かサインをお願いします。また、連絡袋の中のお便りの点検も毎日

お願いします。 

 

13 上ぐつについて 

・ 週末に持ち帰りますので、洗って、月曜日に持たせてください。  

   ※ 体育館シューズは、学期末に持ち帰ります。 

 

14 給食について 

  給食当番は、交代で行います。当番で使用したエプロンは、週末に持ち帰りますので、洗濯をして次

の月曜日に持たせてください。しばらく、２週間交代で行います。 

 
 

 

 



15 靴下の予備について 

  靴下の予備とビニル袋（よごれた靴下や着替えを入れるため）を、ランドセルのポケットに入れて

おいてください。雨の日に靴下が濡れた場合に使用します。 

 

16 レインコート・ランドセルカバーについて 
雨の日にランドセルカバーをランドセルにうまくつけられなかったりレインコートの脱ぎ着に困っ

たりする子どもたちがいますので、家で練習をさせてください。レインコートやランドセルカバーに

は、見やすい所に必ず記名をしてください。 

 

17 給食費・学年費などの集金の引き落とし 

毎月、１５日前後に行います。１回目で引き落としができなかった場合には、２回目（２５日前後）

に引き落としが行われます。 

４月分は、２４日（金）に１回のみの引き落としです。給食費４,５００円、学年費３,０００円、合

計７,５００円です。長子のお子様は、手数料５５円、今月はＰＴＡ会費８００円が加わりますので、

８,３５５円となります。 

引き落としができないときは、現金を学校へ持ってきていただくことになりますので、通帳の残高に

は気を付けてください。  

 

※長子とは… 弥生小に兄や姉がいない人のことです。 

 

 

☆★☆★☆ 調査票等の配付日・提出日☆★☆★☆ 

検診名等 調査票等 実施日 配付日 提出日 

 健康カード  ４／６（月） ４／１０（金） 

 スポーツ振興センター同意書  ４／６（月） ４／１０（金） 

心電図検査 学校心臓検診調査票 ４／３０（木） ４／６（月） ４／１０（金） 

尿検査 検査容器、紙コップ ４／２２（水） ４／２１（火） ４／２２（水） 

眼科検診 眼科検診アンケート ５／７（木） ４／２１（火） ４／２４（金） 

内科検診 
結核検診問診票 

運動器検診保健調査票 
５／２７（水） ５／１１（月） ５／１４（木） 

 

 

★ ４月に行われる予定の検診は、新型コロナウイルスの影響により中止、もしくは延期する場合があり

ます。 

★ 健康観察記録表については、朝、昇降口で集めますので、出しやすいようランドセルのポケットに入

れてください。 

★ 新型コロナウイルスの関係で、最近は頻繁に学校からメール配信をしています。メール登録を早めに

お願いします。 


