
令和５年度 常盤小学校

入学説明会
令和５年２月１日(水) １５：００～１５：３０

着信専用： ０７２－４２７－４９５４

発信専用：①０７０－６８００－0681

②０７０－６８００－0682

③０９０－３９０5－2737

④０８０－７４６９－４８８１

待っている間に、アプリの「リーバー」を
ダウンロードしてください。
（ 別紙参照 ）

よろしくお願いいたします。



説明会次第

①学校長あいさつ

②入学式のご案内及び本校の概要

③通学路、生活指導について

④入学にあたって

⑤支援教育について、支援学級「杉の子」、通級指導教室「ひまわり」の紹介

⑥保健室から

⑦給食室について

⑧学校諸費の口座振替及び就学奨励について

⑨その他

※給食における配慮や管理を希望される場合は終了後、残ってください。



①学校長あいさつ

校 訓 『うつくしいこころ、たくましいからだ』

教育目標 『いきいきと活動し主体性に富んだ

心の豊かな子どもを育てる』

重点目標 「伸びていく子どもたち、伸びていく教職員集団」

～笑顔あふれる常盤小学校～



②入学式のご案内

◆４月６日（木）
◆新入学児童１名につき保護者２名以内
◆当日、参加者確認用紙を受付にて提出
◆8：50 組分け発表
◆9：30 入学式
◆終了 １２時ごろ



②本校の概要

◆7７１人（１月１３日現在）

◆１年生は基本５時間授業

◆7：50～8：２5に登校/14：40ごろから下校

※4月1７日（月）までは

給食なしで3時間授業後、集団下校



お願い

◆緊急連絡先（変更はすぐ連絡）

◆遅刻・早退時の付き添い

◆５本の電話の登録

◆メール・リーバーの登録

保護者→小学校 （着信専用）
072‐427‐4954

小学校→保護者
（発信専用）
070-6800‐0681

070-6800‐0682

090-3905‐2737

080-7469-4881



健康観察アプリ「リーバー」について
～日々の体調管理・欠席や遅刻の連絡～





QRコード
学年「令和5年度新1年生」

にグループ登録を
してください。

アプリの通知はONで設定を
お願いします。



通学路

◆登下校とも、同じ道

◆子どもと実際に歩いて確認

◆登下校ともに正門から

◆通学路図→入学式に提出



◎近くの点線の道に安全に出れるルートを決め、

登下校するように練習してください。

◎点線の道には見守り隊の方が

ポイントごとに立ってくれています。

◎４月１０日～１７日は教職員付き添いで

方面ごとに点線に沿って集団下校を行います。



生活指導について

大切にしたいこと
・元気よくあいさつしよう。

・なかよく遊ぼう。

・物を大切にしよう。

・きまりを守ろう。

詳しくは別紙『常盤の子ども』をご覧ください。



入学にあたって



小学校生活に不安を与えないように…

「ちゃんとしないと、先生に怒られるで！」

「こんなこともできなかったら、小学校に行かれへんで！」

「先生に言うで！」

不安・プレッシャー



「小学校に行ったら、

新しい友だちができて楽しいよ。」

「困ったことがあっても、先生が助けてくれるよ｡｣

「いろいろなことができるようになるよ。」

安心・期待



連絡について
≪学校から≫

◆お手紙の配付・連絡帳

入学後は、毎日必ず点検
≪ご家庭から≫

◆些細な事でも気になること

連絡帳や電話で担任に連絡



入学までに…

◆ 規則正しい生活
◆ 衣服の着脱
◆ 後片付け
◆ 食 事
◆ あ い さ つ
◆ ト イ レ
◆ 名前の読み書き



入学時に
準備していただくもの



筆記用具

◆２Ｂのえんぴつ ５本

◆赤えんぴつ １本

◆消しゴム（よく消える白色のもの）

◆筆箱（ふたつき）



靴ぶくろ

◆持ち手がひも状

◆上部がしまるもの

◆上靴用と体育館シューズ用

が必要



上靴・体育館シューズ

◆すべりにくいタイプのもの

◆甲とかかとの両方に記名

な
ま
え

◆体育館シューズには、

名前の上に 体 と書く



体操服

左胸に当て布をして

分かりやすく、

名前はひらがなで！

一
ね
ん
一
く
み

と
き
わ

は
な
こ



体操服袋

◆上部が絞れ、

ひっかけられるようなもの

◆袋とひもを合わせて

４５ｃｍまでのもの



給食エプロン

◆給食エプロン

（白色・長袖・前開き）

◆帽子

◆エプロン袋

◆マスク 名前はわかるところに！



～学校は学習の場～

◆学校は、学習をするところ

◆学用品は、見た目よりも、

機能的・実用的なもの



すべての持ち物 には、

一つずつ、一本ずつ

ひらがなで記名してください。



支援教育と
支援体制



杉の子学級

◆常盤小学校には、

「杉の子学級」という支援学級があります。

今年度は、８クラス



杉の子学級

◆一人ひとりに合わせた学習カリキュラム

◆少人数で教科学習

◆小集団で自立活動



杉の子学級

◆交流活動

各学年と交流会

居住地校交流

◆各学期ごとに個人懇談会



通級指導教室（ひまわり）

◆ことばやコミュニケーションなどに課題のある
児童が対象

◆学び方の特性に合わせた指導・トレーニング
◆週１～３時間
◆課題が達成できた時点で終了
◆放課後には、他校の児童も



支援体制

◆特別支援教育部会

◆学習しやすい環境

◆どのこどもも落ち着いて学習するために

◆「かがやき」

◆支援相談



保健室から



新型コロナウイルス感染症感染対策

①朝起きたら、検温、健康観察を行う。

⇒健康観察アプリ「LEBER（リーバー）」に入力する。

＊発熱や風邪症状がみられた場合は、自宅で休養する。（出席停止）

＊学校で症状がみられた場合は、お迎えをお願いします。

②ピロティに設置してあるサーモグラフィーを通って、各教室へ

③マスクの着用（予備のマスクを持たせてください。）

③こまめな手洗い、アルコール消毒液の使用



ねるのが遅い

うんこが出ない

生活リズム
の乱れ

夜早くねる

朝早く
起きる

運動やる気あり
楽しい

授業中眠くない
集中力アップ

うんこが出る

朝食を食べる

生活リズム
ができる

１．健康は規則正しい生活から

頭とからだがすっきり！
睡眠と朝食は１日をがん
ばるためのエネルギー！



調子がおかしいなと思ったら、

熱を測ってみてください！

２．朝の健康観察

からだの調子は？

目覚めは？
顔色は？

下痢・便秘は？

食欲は？



３．定期健康診断について

◆毎年４～6月の間に、発育状態を知ったり、早期発見・

早期治療したりする目的で、いろいろな検査・健診が

実施される

◆事前にいろいろな調査票の記入のお願い

◆医療機関での受診が必要な方には、受診票等でお知らせ

→早めに医療機関を受診し、その結果を学校まで



児
童･
生
徒
保
健
調
査
票

健康管理や
健康診断時に
活用します

予防接種歴、
病歴をくわしく

アレルギーの種類
（薬・食物など）、
制限の有無

平成28

22



児
童･
生
徒
保
健
調
査
票

平成28

22

健康管理や健康診断時に活用します
記入もれがないように、お願いします。

脊柱、胸郭及び四肢の状態調査 結核健康診断問診調査票



◆保健室は応急手当の場であり、治療の場ではありません。

その後の手当ては、ご家庭でお願いします。

◆ご家庭でのけがの手当はできません。

◆医療機関での治療が必要なときは、電話連絡いたします。

→医療機関まで来ていただくことになります。

◆体調によっては、学校へお迎えに来ていただきます。

→保護者のお迎えがないと帰れません。

◆保健室では治療行為はできませんので、内服薬は置いていません。

４．学校での病気・けがについて



５．緊急時の連絡について

◆緊急連絡先①から順に連絡します。

◆必ず連絡の取れる連絡先を複数ご記入ください。

◆連絡先が変更になった場合は、お知らせください。

◆担任以外のものが連絡することもあります。



６．日本スポーツ振興センターの「災害共済給付」

◆学校の管理下（授業中・休憩時間中・登下校中）で病院を受診

した場合、定められた範囲内で治療費が補助される制度

◆この場合の文書料は医師会のご厚意により無料

◆掛金（年額）９3５円－市の負担金475円＝４６０円（予定）

◆領収書に載っている総点数が500点以上のものが対象

◆2回以上通院した場合は合計点数が５００点を超えたとき



７．出席停止の病気について

◆感染症にかかった場合は「出席停止」

（欠席にはなりません）

◆感染症（コロナ以外）が疑われた場合は
① 登校を見合わせ受診
② 診断が確定したら必ず連絡
③ 医師に「意見書」(登校許可書)を

書いてもらってから登校
＊風邪症状で欠席の場合は、意見書の提出は、
必要ありません。

＜出席停止の目的＞

・本人の健康回復

・周囲への感染予防



８．汚物の取り扱いについて

◆嘔吐物などで汚れた衣服等は、周囲にウイルスが

飛散し、感染拡大の恐れがあるため、学校で洗う

ことはできません。

◆学校で下着などを貸し出した場合、衛生上のこと

に配慮して下着は新品の物（未使用）を返却して

ください。



９．その他

◆欠席される場合、体調などで気になることがある時は、

リーバーや電話・連絡帳などでお知らせください。

◆お子様の健康上、気にかかることや、事前に知らせて

おくべきこと、学校生活で気をつけることなどがあり

ましたら、ご相談ください。



給食室から



給食そのものが食育

◆安全でおいしい

◆栄養バランス

◆いろいろな料理・食材

◆旬の味

◆郷土料理、伝統料理、地場物

◆調理員が作る温かい給食

◆自然の味・手作りの味



牛乳

◆発育期の子どもたちに大切なカル
シウム・たんぱく質を補うために、
毎日１本（２００ｃｃ）つきます

◆成分は市販されているものと同じ

◆日本酪農協同(株) 毎日牛乳より直送
カルシウムを補います



パン（水・木曜日）

◆大幸食品・Ｋ＆Ｋフーズ・川崎製パン

◆小麦粉 低学年45ｇ･中学年55ｇ･高学年65ｇ

◆無漂白の小麦粉･ショートニング･砂糖･塩･イーストを配合

◆コッペパンの他に 黒糖パン・米粉パン・アップルパン・オ
リーブパンなど

◆28年4月～パンの材料から脱脂粉乳抜き（バターパン・デ
ニッシュパン・クロワッサンのみ乳製品(バター)を使用）

参考資料



卒業お祝い献立
〈赤飯・さわら〉

正月献立
〈白玉雑煮・黒豆〉

節分献立
〈いわしフライ・福豆〉

月見献立
〈芋と団子煮〉



食物アレルギー児童への対応 資料２
・アレルギーガイドラインに基づき除去食を作ります

卵・乳・小麦・えび



学校徴収金
就学奨励について
（別紙）



学校諸費の口座振替
◆大阪信用金庫 で口座開設

◆現在、１年生の引落し額は、教材費１,６００円、PTA会費３００円。

合計で毎月１,９００円

◆引落し手数料は３０円

◆給食費は岸和田市が徴収

◆毎月、６日引落し

◆４月分は５月分と一緒に引落し

◆２・３月分は２月に一緒に引落し

◆２月は調整月



就学奨励制度 (別紙)

◆学習するために必要な費用の

一部を援助する制度

◆申請→５月中旬～５月３１日

※毎年申請が必要

◆学用品・給食費・医療費など



令和５年度入学式
１ 日時 令和５年４月６日（木）９：００～１２：００ごろ

２ 時程 ８：５０～ 組分け発表

９：００～ 受 付

９：３０～ 入学式（体育館）

入学式終了後（体育館）PTA学級委員・学年委員長の選出

（教 室）入学にあたっての説明

３ 持ち物 ・出席者確認用紙 ・就学通知書 ・通学路図

・大きめの手さげ袋(祝い品や教科書など入れる用)

上靴 上靴袋（新入生用） 上履き 靴袋（保護者用）



入学説明会
◆わからないこと、心配なことがあれば、

ご連絡ください。

◆給食における配慮や管理を希望される方は

この後、残ってください。

ありがとうございました

ご入学、お待ちしています


