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みなさんの入学を楽しみに待っています 

 

 香住小学校長 岩淺 克友希  

 

 みなさんが１年生に入学してくることを、心から楽しみにして

います。目の前の幼稚園の園庭で見かけるみなさんはとても明るく元気いっぱい

です。そして登園してきた時、ニコニコしている笑顔や大きな声であいさつでき

る姿に感心しています。こんな気持ちのよいみなさんを香住小学校に迎えられる

ことを、とても喜んでいます。 

 多くのお兄さんやお姉さんや先生たちも、みなさんを待っています。香住小学

校の校舎も体育館も校庭もみなさんを待っています。 

 どんな顔で入学してくるのかな、行儀よくできるかな、こんなことを考えるだ

けで、気持ちがわくわくしてきます。 

 みなさん、４月になったら、元気に香住小学校に入学してください。 

 

                  

 

☆入学式について  

             

    令和３年４月８日（木）１３：３０ ～  於：体育館 

   

  （１）保護者同伴でおいでください。 

   （２）児童玄関に掲示の学級一覧表で「学級名」を確認してください。 

   （３）受付は各教室前でします。１２時２０分から１２時４０分の間に 

    お越しください。呼名や歌の練習をしますので遅れないようにして 

    ください。(新型コロナウイルス感染症の状況によっては、呼名や歌は省略させ

ていただくことがあります。) 

   （４）受付が終わりましたら、学級名の貼ってある教室に入ってください。 

 

     ＊  入学式には、男女共に安全帽子と制服を着用してランドセルを持って

     登校してください。なお、女児安全帽子は、幼稚園で着用したもので 

     結構です。 

 

     ＊   名札は、入学式当日にお渡しします。 

       

   ＊  入学式のご案内は改めてさせていただきます。 

＊  駐車場は、香住小学校運動場をお使いください。 

    （雨天の場合等グラウンド状況が悪い場合は、しおかぜ香苑をお使い 

     ください。） 

＊  新型コロナウイルス感染症予防のためマスクの着用をお願いします。 

 



 - 2 - 

入学にあたって 
入学前に、以下のことを、身に付けさせていただきたいです。 

 

 １ 自分のことは自分でできる 

  （１）朝起き・洗顔・歯磨き・登校前の用便・用便後の始末と手洗いができ

る。 

 （２）着替え・衣服の整頓ができる。 

 （３）自分の名前がはっきり言える。ひらがなで自分の名前が読み書きでき

る。 

 （４）名前を呼ばれたら、はっきり返事ができる。 

 （５）「はい」「いいえ」を、はっきり言える。 

 （６）食事は２０分ぐらいで食べ終えるようにする。 

         ・はしを使って、こぼさず、上手に食べる。    

     ・好き嫌いをせず、なんでも食べようとする。 

 （７）自分の持ち物を自分で整頓して、かたづける。 

 （８）人の話を黙って、目を見て聞ける。 

 （９）約束やきまりを守ることができる。 

 （10）家族間での会話を通して、自分の考えや思いを話すことができる。 

 （11）時計の針が指す数字が分かる。(香住小学校はノーチャイムです。） 

 

  ２ 安全なくらしのために              

   地区ごとに集団登校をしますが、下校時は、途中から一人になります。 

  （１）通学路を通り、右側を一列で登下校する。  

            （通学路を一緒に歩いてみてください。） 

 （２）横断歩道の渡り方、信号の見方、歩道のない道の歩き方を覚える。 

  （３）自分の住んでいる地区名が言える。 

  （４）自宅以外のところへ帰るときは、そのことが自分で言えるように、また

そこの地区名が言えるようにする。 

    ※名札に貼る帰る方面の色シール 

       ピンク･･･駅前（一中方面）、油良、間室、森、守柄、加鹿野 

        緑 ･･･西香住、駅前（商店街方面）、七日市、矢田、下浜 

     赤  ･･･香住（文化会館方面） 

    青 ･･･境、一日市、若松、香住(中道方面) 

           黄 ･･･放課後児童クラブ（スマイルかすみ） 

   

 ３  すすんであいさつをする 

  あいさつは一日のはじまりです。特に、自分からする「あいさつ先運動」に

取り組んでいます。また、香住小学校では、あいさつを含む３つのあ「あんぜ

ん・あいさつ・あとしまつ」を、年間を通して推進しています。 

 

  ４ 体の調子の悪いときや困ったときは、はっきり言えるようにする 
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入学準備用品 

 

 １ 教科書 

       教科書は入学式当日に教室で配布します。 

 

 ２ 学用品類 

（１） お道具箱           

（２） さんすうセット 

（３） クレパス 

（４） 工作マット 

（５） 連絡帳 

（６） ソフト色えんぴつ(ｸｰﾋﾟｰ) 

（７） 連絡袋（Ａ４サイズ） 

（８） ソフト下敷き  

（９） 筆箱 

（10） 消しゴム 

 (11)  ６Ｂ鉛筆・４Ｂ鉛筆 

(12） 赤鉛筆 

(13) ノート 

 (14)  工作のり 

 (15)  スティックのり 

（１）お道具箱は、幼稚園で使用された物を、引き続きご使用ください。 

 （２）さんすうセット・・・一つ一つに名前の記入をお願いします。 

 （３）クレパスは、あるものを使っていただいてかまいませんが、内容物が 

    そろっているか確かめて、不足分は買いたしてください。 

（４）筆箱（華美、複雑なもの、カンペンケース、ファスナー付きはさける）

 （５）消しゴム（白くて四角いもの） 

（６）鉛筆６Ｂ・４Ｂ・赤鉛筆（筆箱の中…６Ｂ３本,４Ｂ２本,赤鉛筆１本） 

 （７）ノート（国語・算数・自由帳・・・卒園祝いにいただいたもの） 

※定規は、１年生になってから全員同じものを一括購入しますので、準備し

ていただく必要はありません。 

 
 ３ 制服・体操服 

 （１）制服          （２）通学用帽子（黄色安全帽子） 

 （３）体操服（上下）    （４）体育用赤白帽子（男女兼用） 

  

 ４ その他の準備物 

 （１）ランドセル 

  （２）粘土・はさみ・黄色い袋・跳び縄は幼稚園で使用したものを使います。 

  （３）防災ざぶとん（６ページ参照 いすのサイズ 縦３３㎝ ×横３６㎝ ） 

 （４）ぞうきん２枚(１枚は記名、もう１枚は無記名) 

  （５）ひも付き洗濯バサミ１個（ひも：長さ５０㎝ぐらいを輪にして結ぶ） 

 （６）歯みがき袋、歯ブラシ、コップ（幼稚園で使用していた物を使います） 

 （７）上靴（学校指定のもの）青のラインのものを購入してください。 

      ＊どうしても指定外の靴を使用の場合は、連絡してください。  

 （８）ブックバッグと音楽バッグ（７ページ参照） 

 （９）折りたたみ傘（突然の雨降り用に学校に置いておきます。使い方、片付

           け方などはお家で練習しておいてください。） 

（10）ハンガー（大人用の大きさが好ましい。） 
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５ 給食時の服装・用品 

  （１）当番袋（帽子･当番着） 

    （２）給食袋 

    【ランチョンマット（布またはビニール）･手ふき 

･ぴったりと合う布製マスク】 

＊毎日持ち帰るので２セット必要です。 

 

６ 体育時の服装・用品 

（１） 短パン 

（２）トレシャツ 

            ＊ 幼稚園で使用したもの 

（３）赤白帽子                    

（４）体育袋                            

       （上下服、汗ふき用のうすいタオル、赤白帽子を入れる） 

  （５）跳び縄 

  （６）水着（スクール水着） 

     ラッシュガード可（後日別紙にてお知らせします）     

  （７）水泳帽（幼稚園で使用したもの）                    

       ※学校指定の長袖、長トレパンはありません。 

     冬季の体育の寒さ対策として、体操服の上にトレーナーを着用しても

良い。ただし安全面からフード付き、ファスナー付き、ナイロン系の

ものは避けてください。 

 

        ＊すべての持ち物には記名してください。 

        ＊学用品、制服販売日 

        ３月 ２４日（水）  ９時 ３０分 ～ １０時 ３０分  幼稚園にて 

                                                              

７ その他 

（１) 新型コロナウイルス感染症予防対策に伴うマスク着用について 

      感染予防対策の一環として、マスクの常時着用の徹底をお願いします。 

 

   (２）学校集金について 

個人が使うドリルやテストといった教材費、遠足のバス代やＰＴＡ 

会費等は集金という形で各家庭にご負担いただいております。 

集金方法は、毎月２７日を目途に、全学年一斉の集金日を設定し、 

そのつど集金袋に現金を入れて、お子さんに持って来てもらうように 

しています。 

集金額は、教材や行事に係る費用等により毎月一定額ではありませ 

んが、どの月も２，０００円程度までに抑えたいと考えておりますの 

で、ご理解ご協力をお願いします。 

 

  （３）就学援助について（８～９ページ参照） 
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◎ 当番袋・給食袋・体育袋 のサイズ   
                                    

①当番袋                            ②給食袋〔２袋必要〕 

                 

         ひも５５ｃｍ                            ひも４５ｃｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

２５㎝ 

 

 

 

 

  

 

 

 

２０㎝
 

 

 

 

 

 

 

             

      ［当番袋］    

    ・帽子 

     ・当番着    

 かすみ たろう  

 

 

     ［給食袋］  

     ・ナプキン 

     ・手ふき 

     ・布製マスク   

    

   かすみ たろう  

 

                          ２０㎝ 

 

             ２５㎝ 

 

  

③体育袋                               ④体操服の名前                   

                                                                               

    ひも６０ｃｍ          入学式までに 校章の下に縫いつける。 

 

                                   

             ２８㎝                                    

                                                 

                                                             

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

                      

                                           

      

                  

 ３８ｃｍ             

              

名札のサイズ        

 

 

    ［体育袋］       

  ・体操服  上下 

  ・汗ふき用のタオル 

  ・赤白帽子 

   

  かすみ たろう  

 

 

              ３cm 

 

 

 か す み  た ろ う 

１２㎝ 
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短いゴムの端を入れる 

ぶんをあけておく 

（３～４ｃｍ） 

布 

（外側用） 

布 

（内側用） 

 

①生地二枚を中表（裏返し同士）に合わせ 

その２枚の間中央に長いゴムを、端から 

２ｃｍに短いゴムを入れてマチ針でとめ、 

点線の部分を縫う。 

 

②裏返す 

③キルト芯又は綿を重ねて、荒く仮縫いをする 

（動かさなければ良いので適当で OK） 

④②にキルト芯または綿を入れる 

（すみずみまでていねいに） 

⑥裏表に半分に折り、後頭部側の 

一辺点線部分を縫い合わせる。 

⑦表に返してできあがり ⑧縦３ｃｍ×横１２ｃｍの

名前をつける 

⑨この部分に名前をつける 

⑤④の入り口一辺の縫い代を中に折り込み、 

縫いふさぐ。短いゴムの端も縫い込む。 

生
地
の
短
い
辺
分 

キルト芯 

２～４枚 

又は綿適量 

材料 

●生地３５～３７×７０～７２ｃｍ

×２枚 

●キルト芯又は綿 

 約３５×７０ｃｍ２～４枚 

 綿は好みで適量 

●幅広のゴム（幅２～３ｃｍ） 

 長さ約４０ｃｍ、１０ｃｍ 

防災座布団の作り方 
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ブックバッグの準備をお願いします 

 

「いつもそばに本がある」 

「読みたいときにすぐ本が手に取れる」 

これが、読書への近道です。 

 

子ども達の読書量を増やすため、香住小学校では《ブック

バッグ(本専用手さげ袋)》を机の横にかけ、いつでも本を取

り出して読めるようにしています。また、読書の機会を増や

すとともに、本を大切に扱う習慣も身に付けてほしいと願っ

ています。 

 

 

音楽バッグの準備をお願いします 

 

音楽の学習が始まると、３階にある音楽室で授業を行うこ
とが多くなります。また、２学期からは鍵盤ハーモニカの練
習も始まり、３階までの道のりを大荷物で移動することとな
ります。途中で落としてしまうことのないよう、全校生が音
楽バッグを使い、教室移動をしています。 

ブックバッグ同様の大きさの音楽用手さげバッグをご準備
ください。 

 

 下図サイズ程度のブックバッグ、音楽バッグの準備をお願いします。机の横に

かけるので、持ち手は引きずらないよう、短いほうが適しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  香美町では、経済的理由によって就学困難と認められる小中学校児童生徒の保護者に対して、学用品 

・通学用品費などの一部を援助する制度を設けています。 

◆ 援助を受けることができる人 

香美町に住所が有り、かつ香美町立の小学校又は中学校に在籍する児童生徒のうち、要保護又は準 

要保護に認定された児童生徒の保護者 

◆ 要保護及び準要保護児童生徒の認定基準 

１ 要保護児童生徒 

生活保護を受けている世帯  

２ 準要保護児童生徒 

同一世帯の家族全員の直近年の総所得が一定の基準を満たす世帯で、下記事項に該当し、生活保

護に準ずる程度に生活が困窮しているため、援助が必要と認められる世帯 

※所得基準の算出額は家族構成や年齢により異なりますので、詳しくは教育委員会こども教育課ま

でお問い合わせください。 

 

(1) 申請年度に生活保護を停止又は廃止された世帯で援助が必要と認められる世帯 

(2) 町民税が非課税又は減免された世帯 

(3) 固定資産税が減免された世帯 

(4) 国民健康保険税が減免又は猶予された世帯 

(5) 個人の事業税が減免された世帯  

(6) 国民年金の掛金が減免された世帯 

(7) 児童扶養手当を受給している世帯 

(8) 生活福祉資金制度による貸付を受けている世帯 

(9) 教育委員会が特に援助が必要と認めた世帯 

 

  ※単に「母子家庭だから…」「父子家庭だから…」では認定されません。 

◆ 認定方法 

１ 要保護児童生徒 

教育委員会は、「要保護及び準要保護認定申請書」の提出を受けて認定します。  

２ 準要保護児童生徒 

  「要保護及び準要保護認定申請書」を提出された世帯へ、担当地区の民生委員児童委員が訪問 

させていただき、家庭の状況等のお話を聞かせていただきます。  

教育委員会は、上記「要保護及び準要保護児童生徒認定基準」に該当の有無、学校長及び民生 

委員児童委員からの意見を基に、総合的に勘案し、審査のうえ認定します。 

裏面へ続く 

- 8 - 

 



◆ 援助の内容 

 認定されますと、次の種類の援助費が支給されます。 

１ 要保護児童生徒 

(1) 修学旅行費 

（生活保護を受けている方は、教育扶助費が支給されていますので、小学校６年生と中学校３年 

生のお子さんのいる家庭に修学旅行費のみが支給されます。） 

２ 準要保護児童生徒 

(1) 学用品費・通学用品費  

(2) 校外活動費 

(3) 新入学児童生徒学用品費 （小学校１年生に限ります。） 

  ※すでに１１月中に申請し、認定された世帯は３月に支給されますが、今後申請が必要になった 

   場合は、教育委員会の指定する日（下記参照）までに申請をすれば５月に支給されます。 

  ※支給を受けた後に転出されましても返金は求めませんが、転出先の自治体には、本町で支給 

   した旨を通知します。 

(4) 修学旅行費  

(5) 通学費 

(6) 学校給食費（教育委員会から学校給食センターへ直接、全額が支払われます。）  

(7) クラブ活動費 

(8) 児童生徒会費 

(9) ＰＴＡ会費 

(10) 卒業アルバム代等 

◆ 申請方法 

   認定基準に該当し就学援助を希望される方は、幼稚園から「令和３年度要保護及び準要保護児

童生徒認定申請書」を受け取り、「記入例」等を参考にして必要事項を記入・押印のうえ、以下のとお

り提出してください。 

１ 提出書類    「令和３年度要保護及び準要保護児童生徒認定申請書」 1部 
 

２ 提出期限     令和３年 ３月３１日（水）（厳守でお願いします） 

               ※春休み中であっても、平日であれば１７：００頃までは 

                対応いたします。 
 

  ３ 提 出 先        香住小学校・事務室（担当：今岡） 
 

  ４ そ の 他    ・申請しても、民生委員会等で認定されない場合がありますので、 

             ご留意願います。 

 

【問い合せ先】 

   香美町教育委員会 こども教育課    もしくは      香住小学校 事務室（今岡） 

           ℡ ０７９６－９４－０１０１                  ℡ ０７９６－３６－０００２ 
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健康について 

 （１）朝のスタートを大切に 

  ・朝はあたたかい気持ちで。 

    ゆとりがないと、ついつい子どもをせかせてしまいます。子どもの体調が悪いことに

も気がつきません。親も子も心にゆとりをもって朝のひとときを過ごし、あたたかい気

持ちで、送り出してください。 

  ・健康観察をお願いします。 

 健康観察カードを配りますので、毎朝、検温していただき、風邪症状がないかチェッ

クしてください。あわせて、家族の状況も記入をお願いします。熱があったり、体に異

常が見られたら、家庭で休養させたり、医師の診察をうけてください。欠席の場合は、

必ず学校まで連絡をお願いします。 

その他、表情、顔色、食事の様子などから気になると感じられる時には、担任へ連絡

をお願いします。 

 

 (２)独立行政法人日本スポーツ振興センター 

  ・学校管理下(登下校中を含む)における負傷に関して､給付金が支給される公的共済制度

です。災害発生後について、手続きにより医療費総額が5,000円以上のもの（窓口での支

払いが1,500円以上）が対象となります。（別紙参考） 
 

 (３)学校感染症 

  ・感染症予防の基本「手洗い」が身に付くようにお願いします。毎日の学校生活では、マ 

スクをつけて過ごします。 

・次の病気の場合は、「出席停止」となります。主治医の診断結果をお知らせいただくと 

ともに、医師の指示に従い登校させてください。 

   【新型コロナウイルス感染症、 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）、風疹（三日ばしか）、水痘（みずぼうそう）、咽頭結膜熱、結核、腸管出血性大腸

菌感染症、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症 】 

 

(４)家庭連絡 

・けがや病気でご家庭と緊急連絡を要する場合があります。緊急連絡カード（新学期配布） 

には自宅及び、保護者連絡先もご記入ください。 
 

教育相談について 

どの子もいろいろな特性を持っています。 

しかし、成長や発達の過程は一人一人異なります。人とうまくかかわれないなど、気になる

ことがありましたら、いつでも相談ください。 
 

・香住小学校の教育相談 

  窓口は？ まず 担任 にお話しください。 

教育相談担当者・特別支援コーディネーター・特別支援学級担任・養護教諭・スクールカウン

セラーなどが対応、相談を行います。 
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アレルギーをもつ子どもが安心して学校生活を送るために 

１ 家でできること 

家族と一緒なら、誰かがなんとかしてくれます。でも学校ではそうはいきません。発作が起きた時、自

分で考えて、対処しなくてはいけません。「どうしたらいいの？」と心配や不安がさらに症状を悪化させ

悪循環になってしまいます。家族がそばにいなくても、自分で何とかできたり、周りの人に説明ができた

りするよう、実際に練習をしておきましょう。 

困った時に先生にお話ができるように 

大人が思う以上に子どもたちは気を遣っています。困ったことがあっても「先生」と声を掛けられない

子どもたちがたくさんいます。困ったときは、いつでも相談してよいことを説明して、「先生」と声を掛

ける練習をお願いします。また、いろいろな場面を想定し、「息が苦しくなってきました」「苦しいので保

健室につれて行ってください」など、いろいろな場面を想定して練習しておきましょう。 

 忘れずに薬が飲めるように 

  家では家族が「薬を飲みなさい」と声をかけてくれますが、学校ではそうはいきません。 

 自分でいつ飲めばよいのかしっかりわかるようにしておきましょう。 

発作やかゆみの起きそうなものを避ける 

 ほこり、動物、黒板のチョークの粉、給食の中のアレルギー反応を起こしそうな食べ物など、自分で見

つけて避けるようにしておきましょう。 

上手に運動ができるように 

 運動性誘発喘息が起こりやすい場合、急に走り出したりすると、発作が起こりやすくなります。必ずウ

ォーミングアップをしてから、運動をします。もし発作が起きても、水を飲んで、少し休むと楽になりま

す。苦しい時に先生に伝えられるように練習をしておきましょう。 

 

２ 学校に伝えること 

  保健室には養護教諭がいます。主治医からの指示事項等、保護者の希望する対応、学校生活を送るうえ

で心配なこと等を直接お伝えください。 

 ・学校でどのくらいの頻度で、どのようなアレルギーの症状が起こることが予想されるか。 

 ・その時どんな対応を希望するか。 

 ・日常的に、発作を起こさないために注意してほしいことはどんなことか。（運動、薬、給食、掃除当番、

動物との接触など） 

  学校が始まったら、慣れるまでマメに担任や養護教諭と連絡を取るようにお願いします。 

  また、本人が学級で居心地よく過ごすためには、同級生の理解も重要です。必要な場合は、担任や養護

教諭からアレルギーの説明をします。お互いが温かくふれあってくれることを願っています。 

 

３ 食物アレルギー対応について 

① 担任に除去食を申し出る（最終ページの調査票を２月２５日までに幼稚園に提出） 

② 「アレルギー除去食依頼書」、「学校生活管理指導表」を学校に提出 

③ 担任、養護教諭と学校生活について協議 

 

 

 



 

 

 

   

        ブックバック    



  

音楽バッグ 

 
  



 

 

防災ざぶとん  

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

          ひも付き洗濯バサミ 

 



    

 

 

 

 

 

 

 筆箱 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

ハンガー(大人用が良いです) 



折りたたみ傘 

  



給食袋 

・ランチョンマット 

・マスク 

・手拭きタオル 

 

 

 

 

 



はみがきセット 

 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

体育袋 
・体操服(上下)、汗拭き用のうすいタオル、赤白帽 

  

冬季の体育の寒さ対策として 

トレーナーを着用することも 

あります。 



当番袋 
・当番着 

・帽子 

 


