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本日の予定 

 

 １ 受  付    １０：１０～１０：２５ 

  

 ２ 説 明 会    １０：３０～１１：３０         進行：五十嵐（教 頭）   

（１）校長挨拶 

  （２）入学前の準備について・・・御園（昨年度１年学年主任） 

（３）特別支援教育について・・・須藤（特別支援学級主任）        

  （４）保健関係について  ・・・阿部（養護教諭） 

  （５）給食について    ・・・志田（給食担当） 

  （６）ＰＴＡ活動について ・・・ＰＴＡ役員 

  （７）諸連絡        ・・・教頭 

     ・入学式 

     ・学校徴収金 

     ・その他 

  （８）質疑 

 

 ＜ 配付資料等＞ 必ずご確認下さい 

 

     ○ 家庭環境調査票   → 入学式当日，受付に提出してください。 

          ○ 通学路地図      → 入学式当日，担任に提出してください。 

     ○ 学校徴収金口座振替の手続き 

          → ゆうちょ銀行をご利用の場合は，２月２１日までに手続きをお願いします。 

○ 学校給食費の口座振替の手続きについて 

         → ２月１２日(水)までに指定金融機関窓口で手続きをしてください。 

     ○ 四小ＰＴＡカード    → 入学式当日，受付に提出してください。 

 

 

 

  □ 入学通知書    □ 家庭環境調査票    □学校徴収金集金方法確認票 

□ 通学路地図       □ 四小ＰＴＡカード  

□ うわばき  □ 手さげ（教科書等を入れるため） 

まもなくお子様の入学。お子様にとっては心から楽しみにしている小学校生活ですが，ちょっ

ぴり不安もあることでしょう。保護者の皆様にも多少の不安がおありかと思います。 

 本日の説明会で，入学にあたっての心構えやお願い，諸連絡等をお話させていただきますので，

十分ご理解のうえ，４月の入学式に備えていただきたいと思います。 

 職員一同，新入生の入学を心よりお待ちしております。 

入学式当日の持ち物 
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 入学式の予定 

 

 １ 日  時  令和２年４月１０日（金）    午前９時～１２時 

 

 ２ 日  程  受   付（西側昇降口）  ９：００～ ９：２０ 

       ＊クラス分けを昇降口前に掲示します。 

 

   事前指導（各教室）     ９：２０～１０：００ 

   新入生入場     １０：００～１０：０５ 

              入学式        １０：０５～１１：００ 

              写真撮影     １１：００～１２：００ 

                      ＊撮影終了後，親子とも教室に移動し，担任が挨拶のあと解散となります。 

 

 ３ 式  場   本校体育館 

 

 ４ その他   ○ 入学通知書(四街道市から送付された手紙)を忘れずにお持ちください。 

      ○ 家庭環境調査票，学校徴収金集金方法確認票，通学路地図， 

四小ＰＴＡカードをご提出ください。 

    ○ 各自，上履きの用意をお願いいたします。 

         ○ お車での来校はできません。 

   ○ 入学までに，要項に書かれている学用品等の準備と記名をお願いします。 

    ○ 担任発表は，入学式の中で，校長がおこないます。 

  《案内図》 
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Ⅰ 入学前の準備について 

 お子様のご入学まであと少しとなります。保護者の皆様は期待と不安でいっぱいかと思いま

すが，お子様の小学校生活を安心してスタートすることができるよう，ご協力をお願いします。 

 

 １．学校生活に期待をもたせましょう。 

    ○『学校は楽しいところ』『困ったときは先生が助けてくれる』ということをたくさ 

ん話してください。 

 

 ２．あいさつや返事がはっきりとできるようにしましょう。 

   ○『おはようございます』『さようなら』『ありがとうございます』『ごめんなさい』 

などのあいさつはしっかりできるようにしましょう。 

    ○『はい，いいえ』『わかりました，わかりません』という返事ができることが，と 

     ても大切です。 

 ○自分の名前，親の名前もしっかりと言えるようにしておきましょう。 

 

 ３．自分のことは自分でできるようにしておきましょう。  

   ○ランドセル，はきもの，学用品，かさなどの整理や，洋服を脱いだり，たたんだりす 

     ることが自分できるようにしておきましょう。 

○後片付けや，使ったものをもとの場所にきちんともどすことも大切です。 

 

 ４．友達と仲良く遊べるようにしましょう。 

   ○だれとでも仲よくできるようにしましょう。 

   ○友だちのいやがることはしません。 

 

 ５．勉強の準備をしておきましょう。 

   ○ひらがなで自分の名前が読み書きできるようにしておきましょう。 

   ○学用品や持ち物には，きちんと名前を書いておきましょう。 

   ○日頃から絵本に多く接するなどして，読書に親しみましょう。 

    

 ６．安全な登下校ができるようにしておきましょう。 

   ○学校までの通学路を覚えておきましょう。（決まった道順） 

       ＊ 通学路のコースを確認しておいてください。（別紙） 

   ○危険なところや，危険な行いについて具体的に知らせておきましょう。 

 

 ７．健康第一の習慣を身につけさておきましょう。 

   ○早寝・早起きの習慣を身につけておくことがとても大切です。 

   ○朝食は余裕を持って食べ，用便は，朝登校前に済ませる習慣をつけておきましょう。 

   ○健康診断の結果を見て，むし歯等の治療を済ませておきましょう。 
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≪学用品類の準備≫ 

 

 教科書と名札は，入学式当日に学校で配付します。(名札代は後日集金)また，以下の用品は

学校で共同購入します。 

  ≪共同で購入するもの≫ 

   ・ノート(最初の１冊目は，全教科とも学校で共同購入させていただきます。) 

  ・「たのしいおけいこ」（ひらがな・すうじ練習帳） 

 ・連絡帳，自由帳 

 ・連絡袋(配付物を入れるもの) 

    ＊防犯ブザー（入学後，四街道市教育委員会より無償配布） 

 

 下記の１～３の用品については，各自入学前にご用意ください。兄弟姉妹が使ったものでも

かまいませんが，名前は必ず訂正しておいてください。(無くなった物は購入してください。) 

 １ 全員に同じものを使っていただきたいもの 

    ・算数セット（ ２，８００ 円） 

     ＊算数セットは，ご面倒でもおはじきやカードなど一つ一つに記名してください。 

     ＊算数セットは，学校そばの「五十嵐文具店」で取り扱っています。 

(ケースごとの購入も可能です。) 

 

 ２ 市販のものでも，幼稚園･保育園等で使用していたものでも，手作りでもよいもの 

   ・給食用ランチマットとマスク（給食配膳時は全員着用） 

   ・給食袋（ランチマットとマスクを入れるもの） 

 ・体操袋（体操服を入れるもの）※大きく名前を記入してください。 

 ・道具箱（ふた付きのもの） 

   ・三角巾（掃除のとき頭にかぶるもの／バンダナ等も可） 

   ・のり（液体） 

   ・工作用はさみ                     （※机の大きさ 

   ・下じき   ・定規（１５ｃｍくらい）       縦４５cm×横６５cm×高さ５１cm） 

  ・鉛筆５～６本（２Ｂ） 

   ・赤青鉛筆   ・色鉛筆（１２色程度）   

・クレヨン（１６色程度）    ・消しゴム 

      ・セロハンテープ        ・油粘土（１㎏程度）        ・粘土板（工作マット） 

  ・ぞうきん２枚        ・折り紙（ジッパー付きの入れ物に入れて） 

・折りたたみの傘（置き傘） 

 ・手さげ袋  ・うわばき袋 

 

 ※文房具については，香りや飾りがないシンプルなものをご用意願います。 
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 ３ その他の準備用品 ＊価格は市販参考価格。サイズによっても違います。 

 ・通学帽子(女)《１,２００円～１,３００円》 ・紅白帽子《４００円～５００円》 

 ・通学帽子(男)《１,１００円～１,２００円》 ・上履き《７５０円～１,１００円》 

 ・防災頭巾 《２,１００円～２,６００円》 ・体操服上《１,４００円～２,１００円》 

  ・クォーターパンツ（男女兼用）《１,４００円～２,６００円》 

            ＊ 上記用品は以下の店で販売しています。 

 

         江戸子屋…４２２－３０３５   五十嵐文具店…４２２－２７５３ 

              木曜日定休                             月曜日～金曜日 

          １０:００～１８:３０                ９:００～１６:００ 

         ※体操服には名前をつけてください。体操服（上）には左胸，クォーターパン

ツは後ろポケットにつけてください。 

           ※上記１～３以外に必要なものにつきましては，入学後，『学年だより』等で連

絡します｡ご不明な点がありましたら，そのつど遠慮なく学校までお問い合わせ

ください。 

 

 

≪家庭環境調査票≫ 

  記入は，正確にお願いします。特に氏名については市役所に届けている文字で正しく記入

してください。 

    ＊例 （斉藤，齊藤，齋藤） （渡邉，渡邊） （高橋，髙橋，高𣘺） …等 

 ◎緊急連絡先（優先順位順に記入）や電話番号は，もれ落ちのないようにお願いします。 

 ◎自宅までの地図は緊急時に必要ですので，目印になるものを必ず書いてください。 

     (インターネット等の地図を貼り付けても結構です。) 

              ＊ この調査票は，児童本人のため以外には使用しません。 

 

≪通学路地図≫ 

  ◎ 通学路地図をお渡しします。入学式当日，記入したものを忘れずにお持ちください。 

  ◎ 地区別コース地図をよく見て，ご自分の地区を把握してください。 

  ◎ 学校までの道を何度か一緒に歩き，危険な箇所をお子さまと確認しておいていただけるよ

うお願いします。  ＊安全マップ参照  
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Ⅱ 四街道小学校の特別支援教育 

                                             

≪小学校の特別支援教育とは・・・≫ 

  小学校での生活や学習の中で何らかの困難がある児童一人一人の成長のために必

要な教育的ニーズを把握し，その子の特性に合わせた手だてを考え，計画的に支援・

指導することです。 

 

≪四街道小学校では≫ 

  学級担任や養護教諭，スクールカウンセラーのほか，ひまわり・サポート・ことば

の教室の担任や特別支援教育コーディネーターが，お子さんについての相談を受け付

けています。入学前後にかかわらず，いつでも相談することができます。 

 

 ・いつもそわそわして落ち着きがない ・言葉がはっきりしない  

 ・学習で，とても苦手なものがある ・友だちと話をしたいのに，うまくいかない 

 ・場の雰囲気を読み取れない    ・気をつけても書字が整わない  など 

 

 

 

 

       

                            

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

養護教諭 学級担任 
 

コーディネーター カウンセラー 

専門機関 市教育委員会 特別支援学校 

だれにでも，どんなことでも，

お話することができます。 
校外の専門家との 

連携も行えます。 

学校 

幼稚園や保育園，中学校

とも連携して支援します。 
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≪四街道小学校の特別支援教育を行う場≫ 

 
○通常の学級    
 児童にとって，小学校生活の基本となる場です。学級担任が，集団の場の中で学
習や生活，友だちとの関わりなど児童の様子を見守り，その場に応じて，その子に
合わせた配慮や支援を行っています。必要に応じて，学年や校内で相談し，学年の
職員や特別支援教育コーディネーターが関わったり，保護者の相談に応じたりする
場合もあります。 

 
○ことばの教室   
話し方や発音，コミュニケーションなどに課題がある児童に対して，週に１・２

時間程度，主に１対１の個別指導を行う場です。その他の時間は，通常の学級で学
習します。他校からも通級して利用している児童がいます。 

 
○ひまわり学級    
学習面や生活面などに課題がある児童に対して，一人一人の状態に応じて作成し

た指導計画をもとに，支援・指導を行う場です。少人数での学習や学級独自の活動
の中で経験を積み重ね，将来の社会自立に向けて必要な能力を高めます。学校行事
や一斉指導に参加できる学習は通常の学級（交流学級）で一緒に行い，仲間として
の意識をお互いに高めます。 

 
○サポートルーム    

得意なことと苦手なことの差が大きく，自分の気持ちを表現することや友だちと
関わることを苦手に感じている児童を中心に支援・指導する場です。ひまわり学級
と同じく，一人一人の状態に応じた指導計画を作成しています。少人数での学習や
学級独自の活動を通して，コミュニケーション力や社会性を高めます。学校行事や
一斉指導に参加できる学習は通常の学級（交流学級）で一緒に行います。 

 

≪特別支援教育にかかわる相談について≫ 

 

☆特別支援教育にかかわる相談について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者の気づきや心配事 

学級担任へ相談 

特別支援教育コーディネーターを交えて面談 

校内で支援体制の相談 

・支援方法について 

・学びの場について等 

 

 

 

教育委員会の発達相談・県立特別支援学校の相談機関への 

相談連絡・調整 
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Ⅲ 保健関係について 

１ 定期健康診断について 

  学校では，毎年４～６月にかけて健康診断を実施しています。子どもたちの発育・健康状態

を正しく把握し，学校生活を送る上で注意するべきことがないかを知るためのものです。持ち

物や書類の提出期限を守り，正しく検査を受けられるようにしてください。治療や精密検査の

お知らせが届きましたら，医師の診察を受けてください。 

 【主な実施項目（令和元年度）】 

   身体計測（身長・体重） 視力検査 聴力検査（１・２・３・５年） 結核検診 

内科検診 運動器検診 歯科健診 眼科検診 耳鼻科検診（４年） 尿検査  

心電図検査（１年のみ） 脊柱側わん症検査（５年）   

 

２  出席停止について 

学校は集団生活の場です。感染症にかかった場合は，他の児童に感染のおそれがなくなるま

で登校できません。医師により以下のような病気の診断を受けた場合は，学級担任にご連絡く

ださい。決められた期間または医師から指示された期間をお休みした後，医師の証明をもらっ

てから登校可能となります。書類については学校からお渡ししますので，医師に記入をお願い

してください。 

 【対象となる主な病気】 

 インフルエンザ 流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） 水痘（みずぼうそう）  

 風疹 麻疹 流行性角結膜炎（はやり目） 溶連菌感染症 マイコプラズマ肺炎 等  

   ※ただし四街道市では，インフルエンザのみ，医師に記入してもらう治癒証明ではなく，保

護者が医師の指示を記入する報告書の提出となっています。 

 

３ 日本スポーツ振興センター災害共済給付金制度 

  学校管理下でのけがについて，法で定められた範囲内で治療費や見舞金が受けられる制度が

あります。四街道市が加入金を全額負担していますので，全員がこの制度を利用できます。 

  ただし，５０００円以上（健康保険を利用した窓口負担１５００円以上）の医療費がかかっ

た場合が対象となります。学校でお渡しする指定の用紙に医療機関で記入してもらい，学校へ

提出してください。学校を経由して手続きを行い，審査後に給付されます。 

 

 ※学校でのけがの場合は，子ども医療費助成制度の受給券を使用せず，こち

らの制度を優先してください。学校のけがで受診する場合は，学校へ確認

してください。 

  【学校管理下の範囲】 

      登下校中（交通事故は対象外） 授業中 休憩時間中 学校行事 など 
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４ 保健室について 

   ・軽い傷病については手当てを行います。けがは１日目の処置，休養は１時間程度です。 

・病院での受診や家庭での休養が必要な場合は，原則として保護者の方に迎えに来ていた

だきます。（医療機関では保護者の承諾や保険証がないと受診できない場合があります。） 

・外用薬は使用することがありますが，内服薬は使用しません。 

 （持病等の病院で処方された薬がある場合は，担任に連絡の上，持たせてください。） 

・ご家庭でのけがや病気の経過をみることはできません。 

・保健行事予定や健康管理については，保健だよりや印刷物等で随時お知らせいたします。 

 

５ 入学後の健康管理について 

   学校生活における健康管理には十分配慮いたしますが，ご家庭での健康管理 

が基本となりますので，以下のことについて気をつけてください。 

 早寝早起き朝ごはん 

    規則正しい生活で，心身ともに健康に生活しましょう。 

 ハンカチ ちり紙はポケットへ 

    毎日チェックして，清潔なものを持たせてください。 

 好き嫌いは少なめに 

    成長にとって大事な時期です。栄養が偏らないようにしましょう。 

 朝ごはんのあとは…「歯磨き」→「トイレ」 

    習慣づけが大切です。  ※トイレの失敗が心配な場合は，下着を持たせてください。 

 毎朝健康観察を！ 

様子が気になる場合は無理をさせず家庭で休養させてください。欠席の場合は，具体的な

症状をお知らせください。 

 

 ６ 入学後の保健関係提出物 

  □健康調査票 

      緊急連絡先・既往症や予防接種歴・疾病・アレルギー等学校生活で必要な連絡事項を記

入してもらうもの 

 □心臓および腎臓管理手帳       ※対象となる場合 

心疾患・腎疾患があり，通院中の場合に学校生活の留意点などを病院で記入してもらう

もの 

 □食物アレルギーに関する連絡票      ※対象となる場合 

   食物アレルギーのある場合，対象となる食品や症状等を記入してもらうもの  

（給食対応が必要な場合は，管理指導票【病院で記入していただくもの】の提出が必要

になり，面談を行ったのち対応開始となります。入学前に学校までご連絡ください。） 

 

 ７ その他 

 ・お子さんが学校生活を送る上で心配なことや，身体的に配慮が必要な場合には，学校まで 

  ご相談ください。お子さんが環境の変化や人間関係，学習・生活面で悩みを持つときは， 

ご家庭で抱え込まず，一緒に考えながらお子さんの成長を見守りたいと考えています。 
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Ⅳ 学校給食について  

四街道小学校の給食 

★自校調理方式（学校に給食室があり，校内で給食を作る方式） 

★米飯を中心とした献立（週５回の給食のうち，パンは週 1回，麺は月１～２回程度の割合） 

★米や野菜を中心に，四街道産の地場産物を積極的に活用 

 

給食費について 

★月額 ４５００円 

★平成２７年４月より，学校給食費は公会計になり，納付先は四街道市になります。 

 学校給食費の口座振替手続きは 金融機関提出締め切り ２月１２日（水） までです。 

 

食物アレルギーの対応について 

★対応内容  ① 飲用牛乳の停止               …月給食費から飲用牛乳代金を減額する。 

②「卵」および「乳製品」の一部除去 …返金対象としない。 

※その他のアレルゲンについては，自己除去（返金なし），代替品持参（返金なし），弁当持参

（給食費を徴収しない）となります。 

★除去食について 

  本校給食室にて除去対応可能と判断した料理については除去食を用意します。 

  なお，作業場所および使用器具，食器等の完全区分けは出来ないため，アレルゲンの微量混入

の可能性があることをご承知おきください。 

★代替食について 

  基本，代替食は提供しません。行事食やお誕生日給食等のイベント関連の日のデザートについ

ては，代替食を用意することもあります。 

★除去食・代替食の対応実施について 

◎専門医による診断で食物アレルギーと診断され，ご家庭でも原因食品の除去を行うなど食事

療法を行っていることが前提です。  

◎学校の実情を把握し，ご納得いただけましたら，指定の様式にて申請をしてください。その

際，「学校生活管理指導表（有料）」もあわせて提出していただく必要があります。 

◎四街道市アレルギー対応マニュアルに基づき，３月と入学後に面談を実施します。 

◎食物アレルギーの申し出がある家庭には，使用食材および使用量の記載された「詳細献立表」

をお渡ししています。 

 

入学までに 

★給食時間は 12：15～13：00です。45分で配膳から後片付けまでを行います。ご家庭でも「ごはん

を盛る」「食器を運ぶ」などのお手伝いをして，慣れておいてください。 

★「紙パックの牛乳にストローをさして飲む」「皮付きの柑橘類を自分でむいて食べる」「小さな袋

に入った醤油やジャムを自分であける」など，ご家庭で練習しておくとよいでしょう。 

★親の好き嫌いにかかわらず，いろいろな料理や食材を可能な範囲で体験させてください。 

 

ＰＴＡの組織と活動 １年生の給食開始は４月１５日（水）の予定です 
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 Ⅴ PTA活動について 

１ ＰＴＡとは 

    ＰＴＡとは，保護者と教職員が一体となって，在学する子どもたちの健全な成長を願い， 

   活動する社会教育団体で自主的に活動する組織をいいます。 

    活動内容としては， 

    ○ よき母，よき父となるための各種研修会の企画・運営 

    ○ 地域教育環境の改善 

    ○ 会員相互の親睦を深める諸活動 

    ○ 子どもの安全や幸福を願う様々な活動（交通指導や夏休みパトロール等） 

    ○ 講演会，講習会 

    その他，様々な活動を行っています。 

 

 ２ 会員の資格 

    本校に在学する子どもの保護者及び本校教職員 

 

 ３ 会費 

    一家庭につき，月３５０円（年１回集金４，２００円）  

 

 ４ 役員組織（ＰＴＡ総会で選出） 

    ・会  長（１名）   ・副会長（３名）   ・書  記（２名） 

    ・会計監査（２名）  ・幹  事（若干名） 

 

 ５ 学級役員 

    ・学級代表（１名）   ・広  報（１名）    

    ・福利厚生（１名）    ・えのきまつり（１名程度） 

 

 ６ 学年代表                 

    各学年とも学級代表の中から１名を選出する。 

 

 ７ 専門部（広報部・福利厚生部・えのきまつり部）組織 

    各学級から選出された専門部員の中から，部長，副部長各１名を選出する。 

 

 ８ 地区補導委員 

    地区ごとの委員の中から，委員長，副委員長各１名を選出する。 

 

 ９ 総会 

    年１回開催する。但し，臨時に開くこともある。 
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１０ 運営委員会 

    会の運営について協議・決定する。 

   参加者は，会長，副会長，書記，幹事，学級代表，各地区補導代表，各専門部長及び 

      副部長，校長，教頭。 

 

１１ 企画委員会（必要に応じて開催） 

    ＰＴＡ活動の重要事項について協議・決定する。 

    参加者は，会長，副会長，書記，幹事，学年代表，地区補導委員長，各専門部長 

    校長，教頭。 

 

１２ 主なＰＴＡ活動 

    ・ＰＴＡ総会    ・運営委員会    ・企画委員会 

    ・各種研修会・講演会への参加 

    ・ＰＴＡ総会で承認された活動（学年･学級ＰＴＡ活動，四小えのきまつり等） 

 

１３ 専門部活動 

    《学級代表》 

     学年代表を中心とした学年･学級活動の計画・実践，学級懇談会の運営の手伝い等 

 

    《広報部》 

     ＰＴＡ広報紙『ＰＴＡだより』の発行 

     部長，副部長のもとに，発行のための原稿集め，写真撮影等 

     

       《福利厚生部》 

         部長，副部長のもとに，市Ｐ連球技大会参加に関わる協力 

         ベルマークの集計・発送等 

 

       《えのきまつり部》 

         部長，副部長のもとに，えのきまつり(バザーも含む)の計画・実践 

 

    《地区補導委員会》 

     児童数に応じて各地区より委員を選出 

     月はじめ２回の登校時における交通補導，夏休みの地区パトロール等 


