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ご入学

おめでとうございます

ピカピカのランドセルを背負い，小学生になる期待と喜びで目をきらきらと輝かせ
ている１年生。この日をどんなにか心待ちにされていたことと思います。
お子様のご入学，心からお祝い申しあげます。
これからの学校生活でのいろいろな活動を通して，友達・学校・自然などと接し，
「なかよし」を増やしながら，1 年間過ごしていきます。子供たち一人一人を温かく
見守り，笑顔でのびのびと楽しい学校生活が送れますよう，一生懸命努力してまいり
ます。保護者の皆様の温かいご支援とご協力をよろしくお願いいたします。

第 1 学年 担任紹介
1 年間，よろしくお願いいたします。
そらもと

じゅんこ

1 年 1 組担任 空本 純子
やる気いっぱい，元気いっぱい，笑顔
いっぱいの居心地のよいクラスにして
いきたいです。みんなでいっしょに「な
かよし」を増やしていきましょうね。

小学校には，ほかにもたくさん教職
員がいます。本日，感染拡大防止の措
置として式場に入っていませんが，教
職員一同 1 年生のご入学を心から楽し
みにしていました。

さ

さ

き

あ んな

1 年 2 組担任 佐々木 杏奈
はじめての出会いを大切にして，ど
んな出来事も，全力で楽しむクラスに
していきたいです。みんなでなかよく
楽しく１年間頑張りましょう！

ご心配なことがあれば，遠慮なく声
をかけてください。
どうぞ，よろしくお願いいたします。

４月の主な行事予定（状況により変更あり！）
9 日（木）
・10 日（金）２校時まで授業をして給食なしで下校（11:15 頃学年下校）
1３日（月）
・1４日（火）4 校時まで授業をして給食を食べて下校（13:30 頃学年下校）
※９～1４日は，途中まで小学校の教職員が一緒に下校します。
１７日（金）身体測定
２０日（月）子ども読書の日～絵本作家朝川さんによる読み語り
２１日（火）家庭訪問①（三永三丁目）
２３日（木）家庭訪問②（三永二丁目・新開）
24 日（金）家庭訪問③（上三永，諏訪，高尾，三永 1 丁目，加計など）
★人数の関係上，地域の日程と別日に組ませていただくことがあります。
ご都合が悪い場合は，早めにご連絡ください。
２７日（月）集金日
３０日（木）避難訓練（火災）
※5 月

1 日（金）1 年生を迎える会 お迎え遠足

※5 月３０日（土）運動会

三永小学校の 1 日の生活（日課表）
月・火・金曜日
8:05～ 8:20
8:20～ 8:30
8:30～ 9:15
9:20～10:05
10:05～10:25

朝会
学級朝会
1 校時
２校時
大休憩

10:30～11:15
11:20～12:05
12:05～12:45
12:45～13:10
13:10～13:25
13:30～13:45
13:45～14:30
14;30～
14:50

３校時
４校時
給食
昼休憩
掃除
ドリルタイム
５校時
帰りの会
下校

水曜日
14:35～15:20
15:20～15:30
15:40

６校時
帰りの会
一斉下校

木曜日
12:55～13:40
13:45～14:30
14:50

５校時
帰りの会
一斉下校

☆月曜日→１・２年下校 火曜日→１年 学年下校 金曜日→１・２・３年下校
0

お知らせとお願い
Ⅰ

「なかよし」と「連絡袋」

○ 「なかよし」ファイルと連絡袋は．毎日持たせてください。
○ 「なかよし」は毎日お子さんと一緒に翌日の予定を見られ，一緒に準備し，終わったらサイン
をしてください。連絡事項がありましたら，お書きください。
○ 欠席される際は，「なかよし」を連絡袋に入れて，きょうだいか近所の通学班の児童を通して
担任へ届けてください。近くに三永小の児童がいない場合や，やむを得ない場合は電話連絡で
も結構です。
（8:00 までに三永小学校 ☎082－426－0005 へお願いします。）
「なかよし」の表紙裏に貼ってい
る紙に，お子さんが欠席の場合に
連絡帳を届けてくれる児童の名前
をわかり次第書いてください。

○ 連絡袋には，学校から配付したプリントを入れます。また，保護者の方から提出していただく
プリント，集金袋等を入れてください。
○ 年度初めは提出していただく書類がたくさんあります。ご多用のことと思いますが，期日を確
認の上，早めの提出にご協力をよろしくお願いいたします。

Ⅱ 毎日持ってくるもの
準備物

【まいにちセットについて】
「なかよし」ファイルの表紙の裏に貼っていますので，よく見て忘れ物のないように準備してく
ださい。
この中には書いてありませんが，新型コロナウイルス感染拡大への対応のため，マスクも忘れず
にお願いします。

まいにちセット

げつようセット

・なふだ（むねにつける）
・たいそうふく
・ワッペン（ひだりかたにつける）
・あかしろぼうし
・ハンカチ（なまえをかく）
・うわぐつ（うわぐついれにいれる）
・ティッシュ（なまえをかく）
・はみがきセット
・なかよしファイル
・れんらくぶくろ
・ふでばこ
・えんぴつ ５ほん（２Ｂ）
・したじき
・あかあおえんぴつ
・じゆうちょう
・けしごむ（しろ）
・ものさし

【月曜セットについて】
次の３点は「月曜セット」として，毎週月曜日に持ってきて，金曜日には持って帰って洗濯して
きます。３点が全部入る大きな袋があると便利です。
①体操服・赤白帽子（袋に入れて）
体操シャツ，クォーターパンツ，赤白帽子を袋に入れて持って来させてください。体育朝会
（火）でも体操服を着ます。来週から使用しますので 13 日（月）に持たせてください。
家でも手早く着替え，たたんで袋に入れられるように練習しておいてください。
② 歯みがきセット（歯ブラシとコップを歯みがきセット用袋に入れて）
13 日（月）から給食が始まりますので，10 日（金）に持たせてください。
歯みがきセットは，各ご家庭で準備してください。
③上靴（靴袋に入れて）

Ⅲ その他
準備物
①お道具箱

準備していただくもの

中に入れる物・・・のり，はさみ，クレパス，クーピー，ネームペン
４月 10 日（金）までに持たせてください。※全ての物に記名してください。
※新しい道具は，袋から出し，すぐ使える状態で持たせてください。
②置き傘について
急な雨降りに備えて，教室にも傘を１本置いておきます。
学校に置いておきます。持ち帰った時は，乾かして早目に持たせてください。
③雑巾
13 日（月）に２枚持たせてください。
（みんなで使いますので，名前は書かないでください。）

Ⅳ

記名について
学用品，ポロシャツ，靴下，下着，靴など全てのものに，子供さんによく分かるようひらが

なで記名してください。ものを大切にする気持ちを育てる第一歩になります。また，算数セット
の一つ一つに記名をお願いします。算数セットは，14 日（火）までに持たせてください。

Ⅴ
○

登下校について
登下校は原則として通学班で行います。集合場所・集合時刻等を確認され，遅れないようにし
てください。欠席される時や体調不良等の理由で，通学班で登下校されない場合は班長さんに
集合時刻までに連絡してください。

○

14 日（火）までは，１年生だけで下校班を編成し，下校します。教職員が下校指導にあたり
ますが, 途中から集団と別れて一人になる場合があるかもしれません。ご都合がつく方は近く
まで迎えに来ていただけると安心です。

○

来週以降の下校時刻は，学校から配付される「行事予定表」や「なかよし」をご覧ください。

○

基本的には，月曜日は，１・２年下校，火曜日は１年下校，水・木曜日は全校児童で一斉下校，
金曜日は１･２･３年下校です。（行事等で変わる場合がありますが，その場合は学校から配付
される行事予定表等でお知らせします。）

Ⅵ

今日の配付物
学年だより「なかよし」ファイル
黄色ワッペン

プリントなど・・・14 種類

防犯ブザー

・就任のお知らせ

防犯笛

・保健だより

ランドセルカバー

・4 月行事予定と下校時刻について

・給食だより

・新型コロナ感染症対策について（健康観察カード）
教科書・・・８冊

・児童保健調査票記入のお願い

国語

・ミマモルメ登録方法のご案内

書写

・通学班のプリント

算数①

・まなぶちゃんノート ・まなぶちゃんノートの手引き

算数②

・令和２年度 三永ふるさと塾

生活

・くりっぷ

音楽

・ちゅーピー子ども新聞

図工

・令和２年度広島県 PTA 連合会 小中学生総合保障制度

道徳

ご加入のおすすめ（任意です）

提出書類・・・４種類
（ピンクの封筒に入っています。記入後，封筒に入れて早めに提出してください。）
①児童保健調査票
②独立行政法人日本スポーツ振興センター加入同意書
③災害時緊急連絡用（児童引き渡し）カード
④参観日・PTA 総会中止並びに今後の PTA 活動の運営について
【全員加入です！】
置き傘用の黄色い傘は，記名して学校で保管させていただきます。
ピンクの封筒は 1 年間続けて使いますので，大切にしてください。
よろしくお願いします。

お知らせ

ご入学にあたって，次のようなお祝いの物品をいただいています。

①ランドセルカバー・・・交通安全協会から
②黄色いワッペン ・・・みずほフィナンシャルグループ
損害保険ジャパン日本興亜株式

会社

明治安田生命保険相互会社

から

第一生命保険株式会社
③防犯笛

・・・・・・・日本マクドナルドから

ありがとうございました。感謝の気持ちを込めて大切に使っていくように声かけをしていきます。
※安全ワッペンは左肩に，防犯ブザーと防犯笛はランドセルにつけてください。
ランドセルカバーは、1 年間ランドセルにつけておきます。

４がつ９にち～１０にちのよてい
※準備物はお家の人が一緒に確認され，子供さんの手で
ランドセルに入れさせてください。
にち・
ようび

９
もく

10
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がくしゅうよてい
○へんじ あいさつ
○けんこうかんさつ
○にもつせいり
○１ねんせいになった
ら
○さあはじめよう
○１ねんせいげこう
はんづくり
○くつのいれかた
○はなしのききかた
○といれのつかいかた
○ならびっこ
○えんぴつのもちかた

もってくるもの
◎まいにちせっと
げつようせっと
こくごのほん
せいかつのほん

れんらく
（さいん）

しゅくだい
＊ 宿題について
に書いてある
（1）（2）（3）
は，宿題の所には
書きませんが，毎
日してください。

① 児童保健調査票
② 独立行政法人日本
スポーツ振興セン
ター加入同意書
◎まいにちせっと
ぷりんと
おどうぐばこ
たんけんバック
はみがきせっと
しょしゃのほん
こくご・さんすうノート

11：15 頃下校
（
）

11：15 頃下校
（
）

★教科書・ノートについて
・予定表の学習予定の次の教科では，教科書を持たせてください。
（こくご・しょしゃ・さんすう・せいかつ・おんがく・ずこう・どうとく）
それ以外の教科（がっきゅう・ぎょうじなど）には，教科書はありません。
・ノートについては，しばらく使用しませんが，国語と算数のノートは学校で保管しておきます
ので，10 日（金）に持たせてください。

宿題について
10 日（金）から，宿題を出します。当分の間，内容は次の 4 つです。
（１） あしたのじゅんびをする。

（２）えんぴつをけずる。

（３）がっこうでのできごとをはなす。 （４）ぷりんとをていねいにかく。
プリントは，学校で学習した内容の復習になります。決まった場所で，静かに集中して取り組め
るよう環境を整えてあげてください。そして，そばで鉛筆の持ち方や書き順などを見てあげてくだ
さい。宿題を終えたら，宿題プリントの子供さんの名前のそばに，確認したサインをお願いします。

健康観察カードの記入をお願いします。お子さんだけでなく，ご家族の体調についてもチェ
ックしていただきます。お忙しいと思いますが，なかよし連絡サイン欄とともに，毎日の記入
を忘れずにしていただくよう，よろしくお願いします。

