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ご入学おめでとうございます

本日は、お子さんのご入学、おめでとうございます。

希望に満ちた１年生の顔は、新学期の学校を輝かせて

くれます。

たくさんの友達と一緒に、いよいよ板八小の１年生がス

タートします。かわいいお子さんが早く集団生活に慣れ、

「学校、大好き」、「友達、大好き」と、子ども達一人

ひとりがそんな思いで勉強したり遊んだりできるよう、

力を尽くしたいと思っています。

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。

１年１組 担任 石原 孝江（いしはら たかえ）

１年２組 担任 佐々木 瞳（ささき ひとみ）

お願い ☆板橋第八小学校の電話番号 ０３－３９６３－４１８１

・欠席の場合は、学校ホームページの欠席等連絡フォームよりご連絡をお願いします。

（止むを得ず電話の場合は、８時２５分までにお願いします。）

・遅刻・早退の場合は、お家の方の送り・お迎えをお願いします。児童一人での登下校は、事

故につながることもあるので、ご協力よろしくお願いします。

（東門は施錠しているため、正門よりお入りください。）

・ご連絡がある場合は、連絡帳に書いて朝のうちに担任に見せるよう、お子さんに声をかけてく

ださい。（書いたページを開いて連絡袋に入れてください。）

登下校について

・開門は８：１５です。８：１５～８：２５の間に学校に着くよう家を出る時間を決めてください。

・学校の行き帰りは必ず校帽をかぶり、通学路を通るよう、お家でもご指導ください。

・下校は、４月８日（金）までは５つの方向に分かれての一斉下校です。通学路別リボンをラン

ドセルの横に付けて、明日から登校してください。

☆通学路別リボンについて☆
白色（双葉地区） 正門から出て、双葉町児童遊園方面に帰る。

黄色（双葉･大和地区） 正門から出て、氷川神社方面に帰る。

赤色（大和地区） 東門から出て本町方面に向かって帰る。

桃色（大和・富士見地区） 東門から歩道橋を渡り、環七沿いに帰る。

青色（富士見地区） 東門から歩道橋を渡り、団地の方に帰る。

緑色（きらきらタイム） ※通学路別のリボンと一緒に付けます。



本日の配布物

品 物 お 願 い

教科書（国語・生活・書き方・ ページがそろっているかなどを確かめてか
算数・音楽・図工） ら、ひらがなで名前を記入。

PTAよりお祝いのノート（国語・算数） ひらがなで名前を記入。

板橋第八小学校PTAからのお知らせ

１ 連絡帳・連絡袋・じゆうちょう ひらがなで名前を記入。
道具箱・クレパス

道 ２ 算数ブロック・計算カード 必ず１つ１つに名前を記入してください。

具 ３ ランドセルカバー 明日からランドセルに付けます。

箱 ４ 登下校通学路別リボン 明日からランドセルに付けます。

の ５ 交通安全ワッペン 名前を記入。明日から校帽左側に付けます。

中 ６ 防犯ブザー（寄贈品） 音が鳴ることを確認して、ランドセル等に
つけてください。

７ 保護者用名札・名札ホルダー ご来校の際にお使いください。

１ 学校便り ４月号
２ 生活時程表

封 ３ 年間行事予定表

４ 学年便り 「はじめのいっぽ」 No.１、２

５ 保護者会のお知らせ

６ 献立表

７ よいこのこうつうあんぜん

筒 ８ こどもこうつうあんぜん

９ 交通安全情報

10 クイズでまなぼう！たいせつないのちとあんぜん

①保健調査 提出物をお確かめのうえ、封筒に入れて早
②結核検診問診票 めに持たせてください。
③運動器検診保健調査 提出締め切り
④児童個人カード ①～⑦・・・4月11日（月）
⑤緊急時引き取りカード
⑥就学援助制度申請用紙
⑦学校給食費等納付承諾書 ⑧、⑨・・・4月７日（木）
⑧生活リズムチェックシート
⑨心臓検診調査票

※上記のものが必ずあることを確認してください。不足等がありましたら、連絡帳にてお知ら
せください。

教科書

の 袋

Ｐ Ｔ Ａ

の 袋

提出書類
関係の袋
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☆８日（金）までの学習予定と持ち物、下校予定時刻☆

日 げ
(曜) ぎょうじ がっこうせいかつのよてい もちもの・じゅんび こ

う

・あさのあいさつ ①ランドセル

７ （たちかた、すわりかた、 ②うわばき 11

あいさつのことば） ③ぼうさいずきん 時

日 ・せいかつリズムチェックシートしらべ ④ふでばこ 40

（つくえのうえにだす） （えんぴつ、けしゴム） 分

(木) ・しゅっせきしらべ（げんきにへんじ） ⑤したじき ご

・ふでばこしらべ（なまえしらべ） ⑥れんらくちょう ろ

・きょうかしょやノートのだしいれの ⑦れんらくぶくろ

れんしゅう（なまえしらべ） ⑧なふだ（学校保管）

・ロッカー、くつばこ、トイレ、 ⑨こうぼう

すいどうのつかいかたのれんしゅう ⑩ティッシュ

・なまえじゅんのならびかたのれんしゅ ⑪ハンカチ

う ⑫きょうかしょ・ノート

・ろうかのあるきかたのれんしゅう こくご・さんすうのみ

・げこうのがくしゅう（コースべつのなら ⑬提出書類

びかたとみちじゅん） 児童・生徒個人カード

緊急時の引き取り連絡

カード

・あさのかいのしかたをしる。 ①たいいくぎ

８ ・あさのかいをする。 (今週のみ持ち帰りなし)

・ていしゅつぶつをあつめる。 ②きょうかしょ・ノート 11

日 ・きょうかしょやノートのだしいれの こくご・さんすう 時

れんしゅうをする。 ③どうぐばこ 40

・たいめんしきのれんしゅうをする。 （ゴムを付けてクレパスや 分

(金) ・こくごのきょうかしょをみる。 のりなどの道具も入れて） ご

・げこうのしかたをれんしゅうする。 ④上記①、④～⑪の持ち ろ

物（名札は除く）



★まいにちもってくるもの
①ランドセル ②ふでばこ （えんぴつ5ほん、けしゴム） ③したじき ④れんらくちょう
②れんらくぶくろ ⑥こうぼう ⑦ちりがみ ⑧ハンカチ ⑨11にちより、きゅうしょくぶくろ
⑩せいかつリズムチェックシート（押印を忘れずにお願いします。）

★担当の先生
本校では、子ども達一人ひとりの個性を大事にし、つまずき等に応じるため、できる限り

複数の教師で指導することにしています。担任の他に、1年生の指導に当たる教員

を紹介します。

音楽の学習・・・・・・・・松本 紀子

（図工の学習・・・・・・・三浦 佳那子 ）

算数少人数・・・・・・・・川口 多恵子

学力向上専門員・・・・今瀬 幸喜乃

養護教諭・・・・・・・・・・玉田 雅子

★持ち物についての確認事項
（１）連絡帳について
＜家庭から学校へ ＞

・お子さんのことで担任に知らせる必要があること。

・体育の見学など。

＜学校から家庭へ＞

・お子さんのことで担任から知らせる必要があること。

・次の日の予定や持ち物の連絡など。

＜連絡袋について＞

・学校からのおたよりやプリント類、お家からの提出物を入れます。

＊毎日、見せる・見る習慣を付けてください。

＊読まれたら、その都度サインか押印をお願いいたします。

＊提出物は締めきりを守って、遅れないようにお願いします。

ホームページや学校配信メールでお知らせをすることがあります。随時ご確認ください。

（２）道具箱について

入れるもの 名前を記入の方法や規格など

①クレパス クレパスの１本１本、箱、ゴムのバンド（平ゴムを輪にする）

に名前を記入。

②いろえんぴつ 色鉛筆１本１本、箱に名前を記入。

③はさみ ケースがあるときはケースにも名前を記入。

④スティックのり のりの本体・ふたに名前を記入。

⑤おりがみ 普通の大きさの折り紙を、チャック付き袋等に入れる。

（ケースはかさばるので、避けてください。）

⑥じゆうちょう

※セロテープは１学期は使用しません。

２学期以降、連絡があったら持たせてください。

☆お子さんと一緒に確認してください。

☆安全で持ちやすい手さげ袋に入れて、11日（月）までに持たせてください。



(３)防災頭巾について
防災頭巾は、記名の上７日(木)に持たせてください。持ち帰りは長期休みのみです。

（４）うわばき・体育着について

・毎週末に持ち帰ります。洗って月曜日に忘れないように持たせてください。
・うわばき入れ、体育着入れにも見えるように名前を記入してください。

（５）給食当番・給食袋について
11日（月）より給食が始まります。４人の当番が、一週間続けて給食の準備を行います。

白衣を持ち帰った際には、洗濯してアイロンをかけ、月曜日に持たせてください。お手数で

すが、ボタンが取れていたら、付けていただくようお願いいたします。

･給食袋には、ランチョンマットと手ふきタオルを入れてください。

・毎日清潔なものを持たせてください。（すべてに名前を記入してください。）

★保護者会について
○保護者全体会

日時 ４月１2日(火) １５：００～１５：２０

場所 体育館

○１年生保護者会（全体会終了後）

時間 １５：２０～１６：００

内容 ・担任、専科教諭の紹介

・１年生の学習と生活、行事予定 ○初めての保護者会です。

・その他 必ずご出席ください。

PTA役員さんより やむを得ず欠席される方は連絡帳

・PTA活動について にてお知らせください。

この学年便りは、お知らせ、学習予定、用意するもの、お願いなどをのせま

す。お子さんの学校生活が円滑にいきますよう、よくお読みください。よろしくお

願いいたします。


