平成３１年度

入学のしおり

平成３１年２月５日

横浜市立上末吉小学校

Ⅰ．入学式について
１．日

時

平成３１年４月５日（金） 午前１０時００分
受付
午前９時２５分～９時４５分
体育館
児童
上ばき 上ばき袋 ランドセルまたは手提げ袋
保護者
上ばき 靴を入れる袋 教科書など配付物を入れる袋
筆記用具
【受付で提出するもの】

２．会
場
３．持 ち 物

１、児童調査票
２、児童保健調査票
３、横浜市立学校児童・生徒心臓病調査票
４、入学通知書（確認後お返しします）
５、給食ボランティア申込書（希望者のみ）
４．当日の流れ
(１)１年校舎入口
(２)く つ 箱
(３)教室前の受付

(４)教

室

(５)式

場

(６)式 終 了 後

・児童名簿を受け取ってください。
・児童は、自分の名前のはってある靴箱に靴を入れてください。
・保護者の方は、持参した袋に靴を入れてお持ちください。
・児童調査票、児童保健調査票、横浜市立学校児童・生徒心臓病
調査票、給食ボランティア申込書（希望者のみ）を提出してく
ださい。入学通知書は、確認後お返しします。
・児童は、名前のはってある机に座り、式の開始まで待ちます。
・保護者の方は、式場へ向かい、保護者席で児童の入場をお待ち
ください。
・在籍数を確認するため、式開始時刻に遅れないようお願いしま
す。個人的な写真撮影はすべて、式終了後にお願いします。
校長・ＰＴＡ会長の話・担任の紹介
歓迎の歌（２年生）
校歌紹介（６年生）
・児童は、各教室へ入り、担任の話を聞きます。
・保護者の方は、式場でＰＴＡ・後援会についての話を聞いてか
ら、教室へ入ります。その後、学級ごとに体育館で記念写真を
撮影します。写真撮影後、再び教室へ戻り、下校となります。

５．その他
(１)
(２)

（３）

学級の色
１組 赤
２組 黄
３組 青
当日出席できない場合
入学式当日、児童が欠席の場合でも、保護者の方は必ず出席してください。
入学式当日、児童も保護者の方も欠席の場合は、必ず学校に連絡してください。
入学式に出席される保護者の方は、靴を入れる袋をご持参ください。
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Ⅱ．入学までに身に付けてほしいこと
◇名前を呼ばれたとき、
「はい」と返事ができること。
◇自分の名前・保護者の名前・住所・電話番号が言えること。
◇ひらがなで自分の名前が読めること。
◇洗顔・歯みがき・手洗いなどの基本的な生活習慣を身に付けること。
◇一人で洋服の脱ぎ着ができること。
（ボタンのついた服の脱ぎ着やたたみ方も身に付けて
おくこと。
）
◇和式の水洗トイレの使い方にも慣れておくこと。
◇一人で学校の行き帰りができること。
・入学までに保護者の方と一緒に通学路を歩いておくこと。
・入学後は登校班による集団登校となるので、朝の集合場所や班名、班長、決められ
た通学路の確認をしておく。
（登校班などが分からないときは近隣の方にお尋ねくだ
さい。基本的に、下校時も同じ通学路を通ります。
）
・４月の下校は方面別の集団下校となるため、解散場所から自分の家まで帰れるよう
にしておくこと。
・交通規則を守ること。
・右側を歩くこと。
・信号を守ること。
・横断歩道を渡ること。
・道路への飛び出しはしないこと。
Ⅲ．保健
◇就学時健康診断で「受診のおすすめ」を受けた場合は、早めの受診をおすすめします。
◇児童保健調査票
緊急連絡先は、自宅以外で必ず連絡が取れるところ、職場、携帯電話番号等を記入して
ください。
◇学校伝染病は、出席停止になります。必ず医師の診断を受け、指示に従ってください。
尚、健康手帳の「病気を治しましょう」の欄に、治癒後、保護者の方が必要事項を記入し、
サインまたは捺印の上、提出してください。
インフルエンザ
百日咳
麻疹（はしか） 流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）結核
咽頭結膜熱(プール熱) 風疹（三日はしか） 水痘（水ぼうそう） その他伝染性疾患
◇保健室では、
体調が悪くなった場合
・学校には、内服薬はありません。休養しても回復しない場合は、お迎えをお願い
します。
・おう吐した場合は、保護者の方のお迎えをお願いします。
けがをした場合
・軽いけがの場合は応急手当をします。帰宅後様子をみてください。
・応急手当では対応できないけがの場合は、医療機関の受診をお願いします。連絡
しますので、保護者の方にも一緒に受診していただけるようお願いします。
薬等を持参する場合
・保護者の方が、連絡帳にて担任へお知らせください。
◇日本スポーツ振興センター(別紙参照)・・・登校から下校までのけが対象
◇安全教育振興会・・・学校管理下外（日常）のけが対象
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Ⅳ．入学のしたく
１．各家庭で準備していただくもの

持ち物には、必ず記名してください。
（児童が読めるよう、ひらがなにしてください。
）
○ランドセル
○黄色い帽子
○防災頭巾（今まで使用していたものでかまいません。
）
※カバーをつける。
・４０㎝ぐらいの平ゴムをつける。(いすに取り付けるため)
・防災頭巾がすっぽり入るもの。
・口は、３，４箇所スナップやマジックテープでとめる。
○体育着 （白半袖シャツ
紺または黒クォーターパンツ）
○赤白帽
名札（白い布）
○体育着を入れる袋
○上ばき
○上ばき入れ
○給食袋（ナフキン・口ふき用のハンカチ１枚・マスク・給食用帽子）
※ ナフキン・・・机の上に敷く物
※ 給食用帽子は、学校で一括購入し、個人持ちとなります。
○筆箱（使いやすい丈夫なもの）
○鉛筆（２Ｂ）５本
○赤鉛筆１本
○消しゴム１個
○色鉛筆（１２色程度）
○スティックのり
○したじき
○おり紙（２０枚前後）
○はさみ
○ぞうきん２枚
○せんたくばさみ２個
○油粘土、粘土ケース、粘土板（今まで使用していたものでかまいません。
）
○手提げ袋（上履き・体育着・白衣などを入れます。）
学習品は学習に集中できる
シンプルなものにしましょう。
２．学校で準備するもの
○教科書（無償）
○健康手帳・給食用帽子は、学年費での購入となります。（入学式で配付いたします。）
○写真（入学記念に入学式後撮影します。）は、入学後、希望者に販売します。
○本日、購入していただいた一括購入品（国語ノート・算数ノート・自由ノート・連
絡帳・連絡袋・マイネームツイン・算数ブロック・整理箱・クレパス・フエルトペ
ンセット・つぼのり・歌集）は、入学までに、すべてにひらがなで氏名を書いてく
ださい。
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Ⅴ．入学後のこと
１．学校納入金等について
◇ 納入金額
・学年教材費
月７００円×１１か月分
・ＰＴＡ会費
月３００円×１２か月分
※兄姉が在籍しているときは、上の学年の児童から引き落とします。
・後援会費
月１口１００円×申し込み口数（入学後に申し込み。変更もあります。）

家庭数
兄姉在籍

学年費

PTA 会費

後援会費

前期支払額

後期支払額

年間支払額

手数料

700 円
700 円

300 円

一口 100 円
一口 100 円

5900 円
4100 円

6600 円
4800 円

12500 円
8900 円

108 円
108 円

※学年教材費は、２９年度のもので、３０年度は変わる場合があります。
※家庭数とは、上末吉小学校の上の学年に兄姉が在籍していない児童。
※兄姉在籍とは、上末吉小学校に兄・姉が在籍している児童。
※合計金額は兄姉の有無、後援会の申し込み口数によって異なります。
※手数料とは銀行が口座から引き落とすための手数料です。
◇引き落とし日

前期

６月３日（予備日 ６月２０日）予定
※6 月 1 日が土曜日のため

後期 １１月１日（予備日１１月２０日）予定
自動引き落とし機関…神奈川銀行末吉支店、横浜信金末吉・駒岡支店
※引き落とし１回に付き、銀行手数料５４円が別途かかります。
※残高不足の場合は現金で学校へ持参していただくことになります。
※兄姉が在籍していても自動引き落としの手続きは必要です。
※臨時集金するもの ・遠足代
・鑑賞会費用
・校外学習費用など
◇給食費について・・・引き落としは５月から翌年３月まで月額４６００円です。
平成２４年度より、学校給食費は横浜市の予算として一括管理する方法（公会計方
式）に変わりました。別紙「学校給食・口座振替による納付のご案内」にそって、口
座振替の手続きをしてください。
※口座振替の手続きは、２月１３日から３月１６日までに行ってください。
※口座振替の場合、毎月２９日（２月は末日）に引き落としです。
※給食費に関する問い合わせ先：横浜市教育委員会健康教育課 ６７１―３６９６
よって、合計金額は兄姉の有無、後援会の申し込み口数によって異なります。
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２．学校との連絡について
◇欠席・遅刻・早退・体育の見学などの連絡は連絡帳で行ってください。
個人のプライバシーにかかわることは、封書で連絡してください。
◇緊急の場合は、電話でもかまいません。
◇遅刻・早退時は、保護者の送り迎えが必要です。
（誘拐・事故防止のため）
３．給食について
◇平成３１年度の給食開始は、４月１１日（木）です。
◇毎日清潔な「給食用ナフキン」
「口ふきタオル」
「マスク」
「帽子」各 1 枚を巾着袋に入
れて持たせてください。
◇給食当番の週は金曜日に白衣を持ち帰りますので、洗濯・アイロンがけ（衛生面から）
をして月曜日に学校に持たせてください。
◇食物アレルギー等がある場合は、必ず学校にお申し出ください。入学後に新たにアレ
ルギー症状がでた場合もすぐにお知らせください。
◇給食開始後 1 週間は、新１年生の給食の準備、片付け等にご協力いただくボランティ
アの方を募集しています。
（別紙 「給食ボランティアのお願い」参照）
◇食事の時間は、２０分を目安としています。
◇毎月献立表を配付します。
≪給食開始にあたり、次の５点についてご家庭でのご協力をお願い致します。≫
①学校給食は児童期に必要な栄養を考えて献立が作られています。給食を残さず食べら
れるように、少しずつ食べ物の好き嫌いをなくしていくようにしてください。
②給食は決められた時間の中で食事をします（約２０分間）
。テレビ等を見ながら食事せ
ずに、食べることに集中できる雰囲気を心がけるようにお願いします。
③児童全員が順番で給食当番になります。食事の準備・後片付けができるように、ご家
庭でもお手伝いをさせてください。
④牛乳パックを開いたり（入学後学校でも指導します。）、みかんの皮をむいたり、ゼリ
ーのふたを開けたり、ジャムなどの小袋を開けたりすることがあります。自分一人で
もできるように練習をしてください。
⑤食べ物は、たくさんの人を通して作られます。感謝の気持ちを持つように、折に触れ
てお話ししてあげてください。
４．保護者証について
◇入学後、保護者証を家庭数で配ります。来校の際には、保護者証を着用してください。
校門で確認させていただきます。
（上の学年に兄姉が在籍する児童には配付されません。
）
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