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本日の配布物 

① 「新一年生保護者説明会」の中止及び 

 資料配布等のお知らせ 

② 入学のしおり 

③ 児童連絡票  

④ 児童保健調査票      

⑤ 児童保健調査票の記入の仕方 

⑥ 心臓病調査票 

⑦ メール配信システム登録のお願い 

⑧ 日本スポーツ振興センターのお知らせ 

⑨ 学校給食費口座振替のご案内（他２枚） 

⑩ 新型コロナウィルス感染症対策（ピンク） 

⑪ ＰＴＡ校外委員から 

⑫ 個人情報封筒 

⑬ その他 

※放課後キッズクラブ入会のしおり 

横浜市立二俣川小学校 

 本日の資料は、基本的に通常時の学校生活について記載しています。現在、コロナ対応

により変更になっている部分もありますので、必ず、「新型コロナウィルス感染症対策」を

お読みになり、ご確認ください。 
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小学校 1年生・・・それは、学校生活のスタートです。その第一歩を、健康で明るい 

笑顔で踏み出させてあげたいと思います。保護者の皆様のご協力をお願いいたします。 

１ 入学までに身につけたいこと 

基本的な生活習慣を身につけておきましょう。特に、自分でできることは自分で 

やろうとする、お子さん本人の自覚をうながすことが大切です。 

(1) 身の回りの始末が一人でできるよう練習しておきましょう。 

 □ 一人で洋服やシャツを脱いだり着たりする。 □ 脱いだものを、自分できちんとたたむ。 

 □ トイレを上手に使う。学校は洋式トイレが主です。男の子は、男子用トイレを使用します。 

 □ ランドセルの開け閉めや道具の後始末がきちんとできる。 

 □ 傘を閉じて留めたり、カッパを脱いでたたんだりすることがきちんとできる。 

(2) 自分の名前、返事やあいさつ、自分の気持ちなどをはっきり言えるようにしておきましょう。 

 「はい」「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」「これはどうしたらいいですか」「○○がいたいです」など 

(3) 自分の名前の読み書きができるようにしておきましょう。 

(4) 友だちの中に進んで入っていき、みんなで遊ぶことができるようにしましょう。 

(5) 食事の仕方を身につけておきましょう。（食事時の姿勢・箸の使い方など） 

 ・夏ミカン（1/4 の大きさ）の皮のむき方やゼリー等のふたの開け方なども知っていると役に立ちます。 

(6) 通学路を確認し、登下校の練習をしておきましょう。 

□横断歩道の渡り方、信号の見方、角の曲がり方・危険箇所の確認をしましょう。 

・登校は 1 年生から 6 年生までの集団登校です。待ち合わせ場所と集合時刻を確かめ、遅れないように 

しましょう。遅れたときは、保護者が付き添って、登校してください。 

     ・歩行者専用の信号は点滅が始まったら、渡らないように指導してください。 

・休む時は連絡帳を同じ登校班の人に頼み、担任に連絡するようにしてください。 

・下校は、帰りが同じ方向の友だちと一緒に帰ります。 

   ※交通安全の関係で、登校と下校では通学路の違う班があります。前もって地域の校外委員さん

などに聞いて確かめておいてください。 

○入学前のお子さんは、精神的、身体的に緊張しています。例えば「できないと笑われるよ」「〇〇ちゃ

んはできるのに」「勉強についていけるかな」などの言葉には気をつけましょう。 

「学校には友だちがたくさんいるよ」「給食が楽しみだね」など、喜びをもって入学できるように励ま

し、家族みんなで温かく見守ってほしいと思います。 
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２ 入学のしたく 

入学までに各家庭で用意しておくもの 

※文房具はキャラクターのついたものや香りつき消しゴム等は避け、シンプルなものをお願いします。 

〇筆箱    鉛筆 5本と赤鉛筆 1 本ぐらい入る大きさのもの ※箱型 

     あまり大きいものは、机やランドセルの中が狭くなり不適当です。 

〇鉛筆    芯の柔らかいもの、2Ｂ。※ご家庭で卓上用の鉛筆削りをご準備く 

ださい。学校では鉛筆は削りません。 

〇消しゴム  白いものでよく消えるもの。 

〇下敷き   A4サイズの大きめのものがよい。（絵のないものがよい。） 

〇上履き   白のバレーシューズ型。つま先は何色でもいいです。 

上履きは靴箱に入れて学校において帰ります。 

毎週金曜日に持ち帰り、洗って、月曜日にまた 

持って来ます。※名前を前と後ろにしっかりと 

書いてください。学年・組と名前は 

図のように書いてください。 

○手提げ袋  週末に体育着・上履き・白衣などを持ち帰る際に使います。 

 〇体育着と袋 特に学校で指定したものはありません。 

        白の半そでシャツと紺のクォーターパンツ。 

        シャツの胸と背の両方に、白い布に 

名前を書いたゼッケンを付けてください。 

        紅白帽子(つばあり) ゴムであごひもをつけてください。 

               袋は上記のものが入る大きさで、口をひもでしばるきんちゃく型がいいです。 

紐の長さは袋の幅くらい。体育着と紅白帽子は袋に入れて学校に 

置いておきます。週末に持ち帰ります。洗って月曜日に  

持たせてください。 

 〇清掃用品  雑巾２枚 名前と用途を図のように書いてください。 

洗濯ばさみ４個（ひもをつけてください。机に結びます） 

 〇給食用品  給食用ハンカチ、マスク、給食帽子（当番で無いときも使いま。） 

        給食袋（上記のものが入る大きさで、口をひもでしばるきんちゃく型がいいです。） 

        毎日替えますので、洗い替え用に２セット以上用意しておいてください。 
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〇道具箱   縦 33cm 横 23cm 高さ 7cmまでの丈夫な箱 (これ以上大きいと、机の中に入りません。) 

※ふたも本体も並べて机に入れます。 

                    ＜箱の中身＞・・・すべての物にひらがなで名前を書いてください。 

          プラスティック色えんぴつ(12色)・名前ペン・セロハンテープ 

                    はさみ(幼稚園などで使用したものでも可。キャップ付きが望ましい。) 

                    のり(つぼ型のもの)・さんすうブロック・歌集 

                    折り紙(1袋)～模様のついていないものを袋に入れて持たせてください。～ 

パス(16 色)＊ゴムバンドでとめておくようにします。 

※このほかに油粘土（ケース入り）・粘土板をご用意ください。 

   なお、さんすうブロックにつきましては、使えるようであれば、兄弟の使用したものでも構いません。

２年間使用します。 

 入学準備セット ※販売方法は現在検討中です。決定次第、メール配信及び本校ホームページにてお知ら

せいたします。就学時健診時にお渡しした封筒に、釣銭のないように代金を準備してお

いてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、教科書は無償配布です。入学式当日にお渡しいたします。教科書、購入品すべてにひらがなで名前

を書いてください。 

※入学式の写真を希望の方は、入学式当日の配布物にあります申込用紙で申し込みください。締切日につき

ましては、入学後にお知らせ等で連絡いたします。 

入学準備品（全員購入） 

１．おたよりノート                     １３０円 

２．ノート（こくご・さんすう・じゆうちょう）        ４４０円 

３．給食帽子                        ２６０円 

４．バンダナ                        １１０円 

５．たんけんバッグ             ７００円 

６．計算カード                       ３１０円 

７．ロッカーボックス                    １６０円 

８・貼れるんジャー                     ３１０円 

９．歌集（本校の校歌の歌詞が載っている）          ３３０円 

                        小計   ２，７５０円 

希望者のみ購入 

・さんすうブロック（希望者のみ）                ６３０円  

 

 

 

※歌集は、その他の入学準備品とは異なる業者の販売になります。封筒を 2 種類お配

りしますので、お間違いのないようお願い致します。 
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※鍵盤ハーモニカは、スズキメロディオンです。本体は学校で貸し出して使用しています。幼稚園等で使用

していた鍵盤ハーモニカも使用できます。 吹き口購入希望の方は、入学後申込用紙で申し込みください。 

                                                                                                                                         

「ロッカー箱」について（今年度から一括購入します） 

 

 二俣川小学校では、６年間「ロッカー箱」を使用します。「ロッカー箱」の使用は、 

・ロッカーを使いやすくする 

・ランドセル等の出し入れをしやすくする 

・見た目が整然としてきれいで、目に入る環境も落ち着く 

などの利点があります。 

 学校で用意したロッカー箱が破損してしまった場合は、ロッカーのサイズ以内で、使いやすい

ものをご準備ください。ロッカーの中に入れるもので、隣にランドセルが入るサイズであれば素

材は何でも大丈夫です。ロッカーのサイズは、下図の通りです。よろしくお願いいたします。 

 

ロッカーのサイズ 
 

※上部に少し隙間がある方が、出し入れがしやす

いです。 

 

※ロッカー箱の横の隙間に、粘土板やファイル等

を差し込んで使用する場合もあります。 

 

（例） 

 

 

 

 

 

防災ヘルメット使用について 

35cm 

37cm 

30cm 
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☆防災ヘルメットについて 

横浜市教育委員会より「防災ヘルメット」が入学式後、配布されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※防災ずきんは、使用しませんので、購入の必要はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「横浜市立学校児童防災ヘルメット等取扱要綱」の主な内容 

・保管場所は原則として教室内とします。 

・使用期限は６年間です。 

・防災ヘルメットが破損等で使用できなくなった場合は、予備を使用します。 

・横浜市立学校に転出する場合は、防災ヘルメット等を持っていきます。 

・市外の学校に転出する場合は、防災ヘルメット等を学校に返還し、学校が予

備として保管します。 
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３ 児童の健康管理について 

＜入学前＞ 

 心身ともに健康な子どもを育てるためには、よい生活習慣を身につけながら、生活リズムを整えていくこ

とが大切です。健やかな子どもの成長のために、ご協力をお願いいたします。 

① 睡眠 

 

 

 

 

 

 

② 食事 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 排便 

 

 

 

 

④ 遊びと運動 

 

 

 

 

⑤ 基本的生活習慣 

 

 

 

 

 

 

⑥ 就学時健康診断の結果 

 

 

 

深い眠りは、一日の疲れを取ります。また、日中覚えたことを脳の中に定着させる働きがあります。

脳がしっかり目覚めるのは、起床後２～３時間後といわれています。学校生活がいきいきと過ごせ

るよう良質な睡眠がとれるようにしてください（目安として１０時間）。 

朝食は一日のエネルギーです。必ず朝食を食べさせてから、 

登校させるようお願いします。また、普段より朝食を食べていないときは、体調が悪いことが考えら

れますので、健康観察をお願いいたします。昼食は、給食の前段階として、どのくらい食べられたの

か、好き嫌いせず食べているかなどを確認してください。夕食は、時間を決め、寝る前の間食は避け

るようにしましょう。 

朝、排便をする時間がとれるよう、ゆとりのある生活をしてください。トイレットペーパーの使い方

や、水を流す習慣を身につけておいてください。 

健康的な発育には適度な遊び・運動が必要です。遊びの中で 

運動を毎日続けるようにしましょう。ゲーム（テレビ）は時間を決めてください。 

手洗い・うがい、洗面、歯みがき、排便などの習慣を身につけておいてください。また、1週間に一

度は爪の点検をしていただき、伸びていたら切ってください。毎日ハンカチ、ティッシュを交換し、

ポケットに入れておくようお願いします。 

就学時健康診断で異常が見つかった場合、入学前に専門医で診断・治療を受けておいてください。 
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＜入学後＞ 

入学後しばらくの間は、慣れない環境に緊張の毎日だと思います。体調や行動の変化を見逃さないように

してください。 

① 朝の健康観察 

 

 

 

 

 

 

② 健康診断について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 児童保健調査票・緊急連絡先 

 

 

 

 

 

 

 

④ 欠席・遅刻・早退 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 健康手帳について 

 

 

 

 

登校前に健康観察をお願いいたします。 

顔色、食欲、熱、便通、皮膚に発疹がないか、咳などをしていないかなどをご確認ください。その

日学校で元気に過ごすことができるのかを考え、無理な登校は避けるようお願いします。 

４月から６月にかけて健康診断が行われます。 

学校で行われる健康診断は、学校生活を送るうえで注意すべきことがないかどうかを調べるもの

です。病気の診断をするものではなく、あくまでもスクリーニング（集団の中から疑いがある者

を発見する）です。検査や検診の結果、疑いがあった場合は「受診のおすすめ」をお渡しします

ので、病院で詳しく診ていただいてください。 

この調査票は、学校生活でのお子さんの健康管理や健康生活、また緊急対応の際の資料として使

わせていただきます。記入例をご覧になり、正確にご記入ください。緊急連絡先は、携帯電話だ

けでなく、勤め先の電話番号もご記入ください。児童保健調査票、心臓病調査票は入学式当日に

ご持参ください。 

遅刻や欠席をする時は電話（☎３６４－５１５１または３６４－５１５２）でお知らせください。

かぜなどで休む場合は、症状と熱の有無（何度あるか）を必ずお伝えください。遅刻や早退の場

合、児童の安全確保のため、１人で登下校することはできません。必ず保護者の送り迎えが必要

になっています。 

健康診断の結果などを記録し、自分のからだの理解、家庭との連絡、保健指導などに活用します。

6年間使用しますので、大切に扱い、なくさないようお願いします。入学式当日に配布します。 
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⑥ 学校感染症について 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 日本スポーツ振興センターについて 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 保健室について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨学校医の紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

内科校医 安部医院         安部 重蔵先生 

歯科校医 ふたまたがわ歯科口腔外科 中谷 逸希先生 

眼科校医 三井眼科クリニック    三井 啓司先生 

耳鼻科校医 希望が丘耳鼻咽喉科医院  小宅 大輔先生 

薬剤師 三ツ境薬局        鈴木 絢子さん 

学校感染症（インフルエンザ、水ぼうそう、はしか、おたふくかぜなど）にかかった場合は、医師

の許可があるまで出席停止となり、登校できません。医師の許可がでましたら、学校でお渡ししま

す「治癒届」に保護者の方がご記入の上、学校にご提出ください（該当する病名は健康手帳の裏表

紙に載っています）。 

登下校を含む学校の管理下で起きたけがに対して、医療機関で治療を受けた場合、医療費や見舞金が

支給される制度です。医療機関にかかった場合、学校までお知らせください。詳しくは別紙をご覧く

ださい。  

保健室では、子どもたちが毎日健康で楽しい学校生活を送れるように、主に次のようなことを行

っています。 

・簡単なけがの手当 

・医師に診てもらうまでの応急処置 

・体調が回復するまでの休養 

（内服薬は使いません） 

・心や体に関する相談 

・体や病気に関する資料の提供 

発熱や病気、医療が必要なけがの場合には、保護者の方にご連絡いたします。 
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４ 給食について 

【初めての給食】 

 ４月１２日（月）から始まります。日々の献立については、学校給食基準献立予定表を毎月ご家庭に配布しま

す。また、学校の行事などにあわせて献立を変更する場合は、毎月の給食だよりでお知らせします。 

 

【給食の時間】 

食事の準備 １２：１５～１２：３０ １５分間 

食事 １２：３０～１２：５０ ２０分間 

後かたづけ １２：５０～１３：０５ １５分間 

 

【給食当番】 

 給食当番は、白衣、帽子、マスクを身につけて給食の運搬・返却を行います。爪を短く切り、髪の長い人はま

とめられるようにゴムの用意をお願いします。給食当番が終わりますと、白衣・個人持ちの帽子を持ち帰ります。

洗濯、アイロンがけ(殺菌効果があります)をお願いいたします。 

 

【ご家庭でお願いしたいこと】 

 ご家庭でも一緒に食事をしていく中で、次のようなことを身につけましょう。 

 ・あいさつ (いただきます・ごちそうさま)  

 ・苦手なもの・初めてのものにもチャレンジ 

 ・口にものを入れたまましゃべらない 

 ・食器は手で持ち、良い姿勢で食べる 

 ・食事の時間は、２０分以内にしましょう 

・箸の使い方 

 ・食事中は立ち歩かない・トイレに行かない 

 ・片づけ 

 

【食物アレルギー対応】 

 給食では、食物アレルギーをおもちの方のために除去食対応を行っています。 

給食で除去食を希望する方は、入学説明会終了後に栄養教諭までお声かけください。 

（すべてのアレルギー物質に対応できるわけではありません。） 
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５ ＜学校納入金について＞ 

本校では、学校諸費用（教材費、PTA会費等）の集金方法を郵便局自動引き落とし制度にしています。 

保護者様の郵便局口座から自動的に納入金を引き落としさせていただいております。 

利点  ・児童が現金を学校に持参することから生じる事故を防止することができる。 

     ・各ご家庭で集金日に小銭を用意するなどの手間を省くことができる。 

郵便局の自動引き落とし制度についてご理解とご協力をお願いいたします。郵便局での手続きがまだの方は

早めのお手続きをお願いします。 

【引き落とし金額について】 

《学校納入金１ヶ月分の内訳》 

 １・２年 ３・４年 ５・６年 ５組 

教材費 ６５０円 ７００円 ８００円 ４００円 

PTA会費 ３５０円 ３５０円 ３５０円 ３５０円 

合計 １，０００円 １，０５０円 １，１５０円 ７５０円 

   ・PTA会費は会員で家庭数児童のみ納入していただきます。 

   ・上記の内訳以外に、年度初めには日本スポーツ振興センター（保険）の掛け金１年分として４６０円

と、芸術鑑賞代等が引き落とされます。詳しくは５月にご連絡いたします。 

   ・８月分は PTA会費のみとなります。 

【引き落とし月について】                  

 

【引き落とし日について】 

引き落とし日は２日と１２日です。 

２日に残高不足で引き落としができない場合、入金していただければ１２日に引き落としになります。 

 

＜給食費について＞ 

給食費は公会計方式になっています。公会計方式とは、給食費を学校納入金として引き落とすのではなく、

横浜市に直接納付する形となり、予算として管理するのも学校ではなく横浜市が行うという方式です。こちら

は学校納入金とは別に直接金融機関での手続きが必要になります。詳しくは別添のチラシ等をご確認ください。 

※決められた期間内に手続きをお願いします。 

※ご不明な点がございましたら、副校長または事務職員までお問い合わせください。℡０４５－３６４－５１５１ 

６月 １０月 

４月～９月分 １０月～３月分 
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横浜市安全教育振興会について 

 

横浜市立二俣川小学校ＰＴＡ 

１ 目 的 

     児童の学校管理下外の事故と保護者のＰＴＡ活動中の事故などについて、見舞金の給付事業を行う一方、

安全教育推進事業の開催や助成を目的とする。 

 

２ 給付の対象 

    （１）児童の学校管理下外の事故 

            ＊「学校管理下外」とは？ 

①学校から下校して家に着き、翌日学校に登校するために家を 

           出るまでの時間 

②学校の教育活動が行われていない日 

          ③放課後キッズクラブでの活動中 

（２）保護者の学校行事への参加中やＰＴＡ活動中の事故（移動を含む） 

    （３）児童及び保護者の障害見舞金・死亡弔慰金 

 

３ 手続きの方法 

    （１）負傷見舞金の場合 （入院１日以上、通院３日以上）（歯の事故は通院２日以上） 

            学校に連絡し、「見舞金等請求申請書」と「入・通院証明書」を学校から受け取り、記入の上、 

２枚の書類をそろえて学校に提出します。 

                ＊見舞金等請求申請書    …保護者が記入 

                  入・通院証明書        …医師が記入 

    （２）障害見舞金及び死亡弔慰金の手続きについては、学校へお問い合わせください。 

 

４ その他 

（１）負傷通院の回数は３回以上とする。（１０００円×３回以上＋証明書代） 

（２）証明書代は２０００円が限度額。必ず学校から配布した「入・通院証明書」を使用すること。 

    （３）交通事故負傷の場合は一律３０００円の見舞金とする。 

    （４）事務担当は副校長が行う。（℡０４５－３６４－５１５１） 
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６ 通学路、一斉下校について 

 入学式後、当分の間は下校方面ごとのグループで帰ります。 

担任が引率しますが、解散場所でのお迎えをお願いいたします。 

お迎えが無理な場合は、そのことをお子様にもお伝えください。解散場所から気をつけて帰ることを話しておい

てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正門（校庭側）を利用 

裏門（プール側）を利用 

あか 

正門坂下 

一丁目中央１、２ 

一丁目中央３ 

南仲尾１、２、３ 

マインコーポ１、２ 

ピンク 

旧サトウ生花店付近 

二俣川住宅１ 

南仲尾４、５ 

あお 

安田生命 

四季美台１、２Ａ、２Ｂ、２C、３ 

本村自治９Ａ、９Ｂ、９C 

本村中央４、５Ａ、５Ｂ、６，７ 

本村中央８、９ 

９ 

みずいろ 

図書室前に集合。 

地域と学童の両方

のリボンをつける。 

リボンの色 

リボンの色 

解散場所 

登校班名 

解散場所 

登校班名 

学童児童 

きいろ 

じぇんとるまん 

 
本村自治１、２ 

本村中央１ 

ライオンズ１ 

二丁目東部 1A、1B、2、 

二丁目東部 3,4 

旭ヶ丘１、２ 

二丁目西部２A,２B 

グレーシアタワー１、２、３ 

なのはな・フレンド・マミー 

 

しろ 

じぇんとるまん 

本村自治４A.４B.5..6A 

本村自治７、８ 

本村中央２、３ 

みどり 

小笠原様宅前 

蔵屋敷 1、２ 

蔵屋敷 3、4、5 

ひばりが丘 1、2、3A、3B 
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学校生活を始めるにあたって 

学校生活を始めるにあたって、次のことをご家庭でもご指導いただきますようお願い申し上げます。 

１登校 

・始業時刻は８：２５です。登校時刻は８：０５から８：２０です。 

・決められた通学路を集団登校します。 

・集団登校の時刻を守ります。 

・登校途中、寄り道をしたり、忘れ物を取りに戻ったりしないようにします。 

２下校 

・決められた通学路を通って下校し、寄り道をしないようにします。 

☆入学当初は、色別（コース別）に学年一斉に下校します。４月の給食がはじまる前は、１２：１０下校、

給食開始後（４/１２～）は１３：２０下校の予定です。５月以降の下校時刻は毎月発行する学年だよ

りでご確認ください。おおよその下校時刻ですので、多少時間が前後する場合があります。 

３放課後 

・校庭で遊ぶ場合は、一度家に帰ってから、また、授業の邪魔にならないように遊びます。 

・放課後の校庭開放時間は次の通り ３～１０月（午後４時４５分まで）/１１～２月（午後４時まで） 

・忘れ物は、原則として取りに来ないようにします。 

４その他（保護者の方へのお願い） 

・欠席の場合は、兄弟や登校班の友達を通して、朝のうちに連絡帳で連絡してください。 

・遅刻、早退の場合は、基本、保護者の方が教室まで送り迎えしてください。 

 

＊風水害の発令時における児童の安全確保について 

  ☆午前６時に、横浜市内に【特別警報】【暴風警報】【大雪警報】【暴風雪警報】が発令→ 休校 

  ☆暴風を伴わない警報【大雨警報】【洪水警報】等が発令→学校は通常通り授業 

 登校時に危険を感じた場合は、家庭で安全確認し、登校の判断をし学校へ連絡してください。

（遅刻・欠席の扱いにはならない） 

  ☆登校後に【特別警報】【暴風警報】【大雪警報】が発令→ 校長の判断で適切に対応※原則保護者引き渡し 

入学式  ４月７日（水） 体育館 受付場所：第一昇降口 

【受付時間】 午前９時１５分～９時３５分   【入学式開始】午前１０時   

☆新型コロナウィルス感染症防止対策のため、入学式への保護者の参加は、各家庭１名までとさせて 

いただきます。入学式終了後、お子さんのみ学級ごとの集合写真を撮りますのでご承知おきください。 

 ☆新入生及び参加する保護者の方は、必ず、朝の検温をお願いします。 

☆持ち物 児童→ランドセル・上履き・上履き入れ・ハンカチ・ティッシュペーパー・マスク 

保護者→ロッカー箱・上履き・マスク・就学通知書・【児童連絡票・児童保健調査票・心臓病調査票】 

※当日は、教科書や配布物等を持ち帰ることになります。入れ物をお持ち下さい。 

☆学級編成については、全体受付で配布されるプリントをご覧ください。 

個人情報封筒に入れ

て持参してください 


