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１ 令和３年度の主な学校行事の予定 
 

 

 

 

日程については、確定ではありません。以後、変更の場合もありますので、 

ご承知おきください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4月 
始業式 

入学式 

保護者会 

家庭訪問 

10月 
都民の日（10月 1日） 

運動会 

校外学習 

土曜学校公開 

（道徳授業地区公開講座） 

5月 
家庭訪問 

開校記念日（5月 18日） 

土曜学校公開（セーフティ教室） 

11月 
展覧会 

土曜学校公開 

 

6月 
水泳指導 

土曜学校公開（引き取り訓練） 12月 
保護者会 

終業式 

7月 
水泳指導 

保護者会 

終業式 

夏季休業・個人面談 

1月 
始業式 

土曜学校公開 

書初め展 

金曽木フェスティバル 

8月 
夏季休業・個人面談 

水泳指導 2月 
土曜学校公開 

（ブラスバンドコンサート） 

9月 
始業式 

夏休み作品展 

 

3月 
保護者会 

卒業式 

修了式 



 

 

                         

２ 入学前にこれだけは 

お子様や保護者の皆様は、入学を前にして、学校への期待と同時に不安も抱えていることと

思います。ぜひ、「学校へ行くと、こんなこともできるよ。こんな楽しいこともあるよ。」という夢と

期待をお子様の心の中に大きくふくらませてあげてください。そして、入学前の様々な不安や緊

張をほぐしてあげてください。学校生活にスムーズに入っていけるように、入学前の今の時期に、

次のようなことがしっかりとできるように、励ましながら練習してください。 

 

１．生活について 

(１)「はい」の返事と、あいさつが大きな声でできるようにしましょう。 

(２)自分と保護者の名前が言えるようにしましょう。 

(３)自分の身の回りのことは自分でできるようにしておきましょう。 

   洗顔・歯みがき・用便・着替え（脱いだら畳む）・学用品の出し入れと整理  

使ったものの後片付け・ランドセルの留め方・傘のひもの留め方等。 

(４)２０分くらいの間に、好き嫌いなく食事が終えられるようにしましょう。 

（給食時間は２０分～２５分です。１年生の最初の時期は、少し長く取りますが、話しに夢中 

になってしまったり、遊びながら食べたりするなどの習慣があったら直してください。） 

(５)友達と仲良く遊んだり、話したりできるようにしましょう。 

 

２．学習について 

(１)鉛筆を正しく持てるようにしておきましょう。 

(２)自分の名前をひらがなで読み書きできるようにしておきましょう。 

(３)正しい姿勢で立ったり、いすに座ったりできるようにしておきましょう。 

(４)話している人を見ながら話が聞けるようにしておきましょう。 

(５)自分の名前以外のひらがなや数字は入学してから学習します。 

(６)入学式の翌日から一人で登校します。近所の友達や上級生と一緒に、登校できるように

しましょう。安全上からも、申告した通学路を必ず守らせてください。 

入学前にお子さんと一緒に通学路を歩き、横断歩道の渡り方や危険箇所などを具体的に

教えておいてください。 

(７)登校時間は午前８時０５分～午前８時１７分で



 

 

                         

３．入学までに準備するもの  

４．学校でそろえて用意する物  

・教科書      ・防犯ブザー     ・ランドセルカバー 

・道具箱、クレヨン、はさみ、のり、色鉛筆等は、一括購入します。ノートなど、その他の学

用品は入学後に担任から指示がありますので、それまで購入はお控えください。 

・胸につける名札は、入学式の時にお渡しします。  

  ※  持ち物には、どんな小さい物にも本人が読めるひらがなで記名し、どこに書いてある

かを教えておいてください。ふたがあるような物には、入れ物とふたの両方に名前を書

いてください。 

 品    名  備    考  

１ 本校制服冬服  シンセイ ℡3843-0036  松ケ谷 4-15-3 

２ 校帽 (紺：冬用 ) (白：夏用 ) 

上履き 

体育着（半袖と長袖） 

紅白帽（つば付き） 

体育着袋  

以下の３店舗で購入できます。  

・シンセイ 

・パッケージプラザエンドー ℡3876-2556 下谷 3-4-6 

・丸山スポーツ   ℡3874-5840 浅草 6-13-5 

縦約 35cm×横約 30cm の巾着袋  

３ 白靴下  

半ズボン ひだ付きスカート 
くるぶしより上～ひざより下の丈の白いもの  

４ ランドセル 色の指定はありません 

５ 筆箱  箱型の無地、付属で鉛筆削りが付いてないもの  

６ 鉛筆  ２Ｂ鉛筆を５本  

７ 消しゴム 無地で、消しやすいもの 

８ 下敷き 無地のもの 

９ 赤鉛筆  １本  

１０ 上履き袋  週末に上履きを持ち帰って洗います。  

縦約 30cm×横約 25cm 

１１ 防災頭巾とカバー シンセイまたはパッケージプラザエンドーで購入できます。  

サイズは１０ページを参考にしてください。  

12 ランチョンマット おぼんの大きさ（縦約 30cm×横約 25cm）より大きく    

１３ 水筒   

１４ 歯ブラシ  

コップ 

巾着袋  

給食後に使います。 

割れにくいプラスチック製  

縦約 20cm×横約 15cm ひもの長さは 20cm 以内  

１５ 手提げ袋   ①週末用  

②音楽用  

③図工用  

①休みの前日に上履きや体育着を入れて持ち帰ります。  

②音楽の時間に使用します。  

③図工の時間に使用します。  

令和2年度は行っていません。 



 

 

                         

３ 入学式について  

１．日時   令和３年４月６日（火）午前１０時１５分から午前１０時３０分  

   

２．場所   体育館  

 

３．時程   午前９時３０分  受付開始  

※午前１０時までに玄関掲示にてクラスを確認し、受付をお済ませください。 

 

午前１０時１５分   開式  

・学校長の話   

・担任と職員紹介  

・記念品授与  

午前１０時３０分頃   閉式  

 

          閉式後   ・児童代表による歓迎の言葉（ビデオ）  

・２年生児童による歓迎演技（ビデオ）  

・新入生退場後、ＰＴＡより保護者への話  

・保護者、児童が一緒に式場で記念写真撮影  

・新入生は、教室で担任からの話  

                ・教科書や学用品等の配布  

                 （保護者 1 名のみ教室・オープンスペースに来ていただき、  

配布物をお受け取りください。）  

 

午前１１時３０分頃  下校  

 

４．当日の持ち物  

・児童は通学服と通学帽を着用。指定の上履きを持参します。  

・ランドセルは当日、使用しません。  

・保護者は当日配布の教科書や道具箱（予定）等を入れる丈夫で大きな袋等と  

上履き（スリッパ等）を持参してください。  

・保護者の参加は、各家庭二人までとしますのでご了承ください。  

・マスクを着用してください。  

・朝、検温し、体調の悪い場合は参加できません。  

 

 

 



 

 

                         

５ 安全のための対策 

                                             

（１）避難訓練                          

  ①訓練を毎月１回実施   

・防炎加工をしているものが 

 良いです。                                           

 ・防災頭巾には名札をつけましょう。  

 ・椅子の背中にかけられるタイプの防災頭巾です。                   

 ②引き取り訓練                                       

  ・年一回、実施します。ご家庭でも１次、２次避難場所をご確認ください。 

 

（２）交通事故から身を守るために 

  ①交通ルールを守る習慣を身に付けさせておきましょう。 

    ・青信号でも車が来ることがあります。 

    ・飛び出しによる事故が一番多いです。 

    ・安全確認（立ち止まって右・左そしてもう一度右を見て）をしない時の事故が多いです。 

  ②通学路を歩く練習をさせましょう。 

    ・通学路の道順を親子でご確認ください。その時どこの場所が危険かを具体的に教えてあげて 

ください。 

    ・学童クラブへ通う予定の人は、そこまでの行き帰りの指導をお願いします。     

 ③自転車に乗るまでに 

    ・自転車に乗り始める時期でもあります。安全な乗り方を指導してあげてください。    ・   

自転車の点検を定期的にしてあげてください。 

・１～３年生は保護者が付き添って自転車に乗ります。 

 ④安全指導・交通安全指導の実施 

    ・学校でも、毎月１回「安全指導」を行っています。 

 

（３）「子ども安全の日」 

  ・学期に１回、２時４０分～３時の間で一斉下校を行っています。保護者様のボランティアを募集し 

ます。ぜひ、ご登録ください。実施日につきましては、毎月の学校行事予定をご確認ください。 

 

（４）その他 

  ・外出の際は防犯ブザーを携帯させましょう。 

  ・登下校の連絡や緊急時の連絡をメール送信します。 

   ・誘拐事故に巻き込まれないよう、欠席届けは連絡帳にて必ずご提出ください。また、遅刻、早退時

には、大人の送り迎えをお願いしています。 

   ・知らない人から声をかけられたときの対応を指導しておいてください。 

   ・被害に遭ったら、すぐに警察（ 3872－0110 ）と学校（ 3876－3701 ）に連絡をしてください。 

・防災頭巾の準備をしてください。               

   （災害に備えて教室に頭巾を     

    常備しておきます。）        

台東区立金曽木小学校 

住所 台東区○○○ー○○

電話 ○○○ー○○ 

 名前 □□□□ 

頭巾の名札 カバー（正面）      （側面） 



 

 

                         

６ 学校保健 

（１）基本的な生活習慣を身に付けましょう 

食事は体づくりの

基本です。 

特に朝食は１日のエ

ネルギーのもと。 

必ず食べてから登

校させてください。 

十分に睡眠をとるこ

とは１日の疲れをとっ

て、明日への活動の

源になります。 

また、十分な睡眠は

病気への抵抗力向上

にもつながります。 

夜９時までには就寝をして、朝７時までには起床 

できるようにしましょう。 

朝からの腹痛は、

排便していないため

のことが多いようで

す。排便は朝食の後

に出やすいと言われ

ています。朝はトイレ

に座る習慣を身に付

けてください。 

心身の健康な発育のために、体を清潔に保つこと 

はとても大切なことです。 

 

身についていますか 

・ 顔あらい、歯みがき 

・ 手あらい（食事の前・トイレの後） 

・ うがい（外出後） 

・ ハンカチ、ちり紙を自分で使える 

・ つめを切る（手足） 

 一人で脱ぎ着しやすい服を選んであげてくださ

い。暑さ寒さに応じて自分で調節できるようにさせ

ましょう。 

 

（２）朝の健康観察 

 お子様の朝の健康観察をお願いします。特にまだ１年生にとって、自分の症状や

気持ちを言葉で言い表すことはとても難しいです。 子どもの言動に現れる「無言

の訴え」を見逃さないようにしてください。 

 

 

 

欠席、体調の悪いときは、理由や様子をできるだけ

連絡帳で担任に連絡してください。 



 

 

                         

（３）保健室で行うこと 

①  健康診断や保健指導を行います 

４～６月にかけて法律に定められている定期健康診断があります。正しく、早い   診断が行われるよう、

期日までの書類の提出にご協力ください。 

    また、検診がある前日や当日はていねいに歯を磨いておく、耳かきをしておく、お風呂に入り清潔にしてお

くなどの準備もお願いします。 

② 応急処置を行います 

けがや病気の程度がひどくならないように簡単なけがの手当て（応急処置）をした

り、一時的に休養させたりします。治療をするところではありませんので、お薬をあげ

るなど医師が行うことはできません。 

③ お気軽にご相談ください 

お子さんの健康についてお気軽に相談してください。体や心のことで気になること、学校に知っておいてほ

しいことがありましたら、お早めにご相談ください。 

（４）日本スポーツ振興センターについて 

学校では、掛け金を区が全額負担して日本スポーツ振興センター（以下「センター」と省略）の災害共済給付

制度に加入しています。お子さんが学校管理下（登下校も含む）においてけがをし、医療機関等で治療を受け

た場合、センターより本人負担分の費用と総医療費の１割の給付を受けることができます。センターを利用する

場合は「子ども医療証」は使用しないで手続きを行ってください。 

（５）学校感染症 

右記の感染症は「学校感染症」でかかった場合は欠席ではなく「出

席停止」となります。この処置は、お子さんに十分休養を与え早く病気

を治すためと、他のお子さんへの感染を防ぐためのものであります。登

校をする際は医師が記入した「証明書」が必要です。 

医師から記入する「証明書」の用紙は学校にありますので、かかった

場合は担任に連絡をしてください。（証明書は台東区の病院なら無料

で記入してもらえます） 

※「インフルエンザ」と「感染性胃腸炎」は医師が記入する「証明書」

が使えません。「インフルエンザ」や「感染性胃腸炎」と診断されたら別

の「証明書」へ保護者の方が記入をし、提出してください。ご不明な点

がありましたら、保健室までご連絡ください。 

  

 

 

 

学校感染症 
⚫ 麻疹（はしか） 

⚫ 風疹（三日ばしか） 

⚫ 水痘（水ぼうそう） 

⚫ 伝染性紅斑（りんご病） 

⚫ 溶連菌感染症 

⚫ 手足口病 

⚫ 伝染性膿痂疹（とびひ） 

⚫ 百日咳 

⚫ マイコプラズマ肺炎 

⚫ 流行性耳下腺炎 （おたふく） 

⚫ 腸管出血性大腸菌感染症 

⚫ 咽頭結膜炎（プール熱） 

⚫ 流行性角結膜炎（はやり目） 

⚫ 急性出血性結膜炎 

⚫ インフルエンザ 

⚫ 感染性胃腸炎 



 

 

                         

７ 学校給食 

 

お子様が初めて体験する学校給食です。          

学校給食について、ご理解くださいますよう、よろしくお願いいたします。 

 

 

（１）ねらい 

 給食は、好き嫌いをなくし栄養のバランスのとれた食事をとおして、子供たちの健康を増進し

体位を向上させるとともに、皆で楽しく食べることで心も身体も健全に発達させるための、大切

な指導が含まれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  学校給食では、子供たちが１日に必要な栄養量のおよそ 1/3を取るようになっています。家

庭で取りにくいカルシウムやビタミン類は必要量の約 1/2がとれるようになっています。 

 

 

 

 

 

○ 日常生活における食事について、 

正しい理解と望ましい食習慣を養

うこと。    

      

○ 学校生活を豊かにし、明るく社交

性を養うこと。 

     

○ 食生活の合理化、栄養の改善およ

び、健康の増進をはかること。 

     

○ 食糧の生産、配分および消費につ

いて正しい理解に導くこと。 

  

     



 

 

                         

 

（２）学校給食で使われる食べ物 

 

※アレルギー対応について 

 給食では、アレルギー対応を行っています。対応を希望される方には必要な書類をお渡しして

いますが、まだ、もらっていない方がいましたら会が終わり次第、お申し出ください。また、ア

レルギー対応食の場合、他の子の給食と区別するために違う色の食器を使用させていただいてい

ます。その場合は、おかわりもできないことになっていますのでご理解下さい。 

 

給食用パン 

消化がよくて 

栄養豊富 

「堅い」といわれるパンですが、消化がよいように、しっ

かり焼いています。不足しがちなビタミンＢ１・Ｂ２も強化

してあり、市販のパンより自慢できるものなのです。 

牛乳   

給食用の牛乳は 

うすい？ 

市販の牛乳と全く同じです。 

カルシウムたっぷりの牛乳 

です。 

米 

おいしいごはんをどうぞ 

白米だけでなく、麦飯や強化米なども使用しています。 

 

とりがら・いりこ 

だしやスープに大活躍 

 

だしの素や化学調味料などを使わずに、天然のもの

を利用しています。 

 

その他 

 衛生管理上、果物以外の食材はサラダも 含めてすべて加熱

しています。 

 定期的に保健所の検査、放射能検査も行 い、より安全な給

食を提供しています。 



 

 

                         

（３）お願い 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給食時間は全部で４０分 

決められた時間内に配膳し、後片付けをします。その中で、みんなで協力すれば、時間内に楽

しく食事ができることを学んでいきます。 

 家庭でも、食事の準備・片付け等、簡単なお手伝いをさせてほしいです。 

・食事時間が２０分～２５分で終わるように日頃から心がけましょう。 

・はしをきちんと使えるようにしましょう。 

・甘夏など１／４に切ってある果物の皮は、自分でむいて食べられるようにしましょう。 

・何でも食べられるという自信をつけましょう。 

・朝食は、おうちの方といっしょにしっかり食べるように心がけましょう。 

・衛生面の観点から、ランチョンマットを使用します。ご準備ください。 

※令和 2 年度は、新型コロナウイルスの流行により、マイエプロンやマイ箸の持参をしても良い

ことにしました。 

※歯磨きタイム一時中止しています。配慮が必要な場合は、個別に対応いたしますのでご相談く

ださい。 

給食当番が着用する白衣は、 

金曜日に、家に持ちかえります。洗濯・

アイロンがけをして、月曜日に忘れず

に持たせてください。 

ボタンやひもがとれていないか点検

し、必要があれば付け直していただけ

ると助かります。 



 

 

                         

☆朝ご飯を食べていますか☆ 
最近、朝食ぬきの子供が多くなっているようです。食べても、パンだけ 

など、ひどく簡単な朝食の子供もいます。 

 

朝食をぬく原因  

①寝る前に夜食を食べた。 

②夜遅くまで起きていて朝起きられない。 

 

               

朝食を食べないと・・・  

①発達・成長期の子供たちが十分な栄養量を確保しにくくな 

 ります。 

②体温が上昇せず脳が十分に働きにくくなります。 

③血糖値が下がり脳の摂食中枢が刺激激され、「食べたい」 

 という体の要求と現状では「食べられない」という落ち着 

きの悪い体や心の状態となり、イライラ感が増します。 

 

 

 早起きは、健康への第一歩！  朝食は、一日の活力源 

 

朝３０分早く起きることから始めてみましょう。 

成長期の子供たちにとって、３度の食事は欠かすことができません。バランスの良い朝食をおい

しく、きちんと食べるようにしましょう。 

     

 

 

 

 

 

 

食事は“からだ”と“こころ”と“脳”に 

             栄養を補給します。 


