
令和４年度入学 入学説明会

令和４年２月１０日（木）

川越市立月越小学校
〒３５０－０８２５ 川越市月吉町５１番地

TEL ０４９（２２２）２２６１
FAX ０４９（２２９）１２１７



１ 学校生活をスムーズにはじめるために必要なしつけ

（１）自分のことは自分でできる。

○洗面、歯磨き

○衣服の脱ぎ着（たたむ、靴をそろえる）

時間がかかっても、自分でできるようにする。

○学習用具の出し入れ

○整理整頓（ものを大切に、使ったものは元あった場所に戻す）

○早寝、早起き（睡眠時間は十分にとる）

（２）人の話を聞くことができる。必要なことをはっきり言える。

○「はい」「いいえ」の返事
○トイレに行きたいとき
○身体の具合が悪いとき、怪我をしたとき

（３）自分の名前、保護者の名前、住所：○○町 などが言える。

○自分の名前を読むことができ、平仮名で書くことができる。

【 えんぴつの持ち方 】

（４）一人でトイレに行くことができる。

○規則正しい排便の習慣
○使用後は水を流す。排便後は手を洗う。

（５）自分からあいさつすることができる。

○おはようございます。
○ありがとう。 など

（６）交通安全に気を付ける。

○お子さんと一緒に通学路を歩いて、次のことを確認する。
・ 通学路の危険箇所
・ 通学班の班長、副班長の名前
・ 通学班の集合場所、集合時刻
・ 道路の正しい横断の仕方
・ 横断歩道の標識や信号の見方

。。

下記の物は入学式に配布します。

①ランドセルカバー

（地区名を記入する）

②交通安全ワッペン

（ランドセルの左側に付ける）
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２ 入学までに準備するもの

（１） 服 装

①学年帽：オレンジ色
名前は黄色側（タグ）に書きます。

②名 札：１年生用の名札は、ＰＴ会
から贈呈され、入学式に配布します。

③ 服 ：脱着しやすいもの。

④ 靴 ：運動しやすいもの。自分ではけるもの。

（２） 体育着

○名前は、黒ではっきりと姓を書いてください。同姓の人がいるときは、名前の
始めの１字を小さく書きます。

やまださ 12cm

18cm

（３） 上履き 体育館履と兼用

○前後２箇所に名前を書いてください。
※バレエシューズ等ではなく、必ず所定の物を購入してください。

（４） 学習用具

○以下の用具をご準備ください。これらの用具にはすべて名前をつけてください。
○名前は他の子でも読めるように、大きく平仮名で書いてください。
○お子さんには名前の書いてあるところを示し、教えておいてください。

①教科書 入学式当日配布予定

②引き出し 入学式当日配布予定

③学用品 多目的室にて販売（入学準備説明会時）

・筆箱の中 鉛筆（４Ｂを５本、赤鉛筆、青鉛筆を１本）
消しゴム（よく消えるもの）

※すべての持ち物に、ひらがなで記名してください。

販売店

岡安履物店 ２２２－３３４７

販売店

騎西屋 ２２２－１５３２

フジヤ ２２２－００９６
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○各自でご用意いただくもの ※ご家庭にあれば、それをお使いください。

□はさみ □カスタネット □油粘土（固まりにくい物） □自由帳

□粘土ケース □れんらく袋（Ａ４版の紙が入る物）※クリアファイル不可

□クレパス □全芯色鉛筆（または色鉛筆）

□工作マット □のり（液体のり）

□カラーペン

□防災頭巾（取り外しが簡単なもの、中身が出ないように工夫）

④入学してから購入するもの
※購入時期になりましたら、随時おたより等でお知らせいたします。

・書き方鉛筆、水着、絵の具セット、鍵盤ハーモニカ、算数セット（計算ブロッ
ク、計算カード）は、入学後に購入希望をとります。

・ノート（国語、算数、連絡帳）は、学校で一括購入致します。

★学習に関係のないものはもってきません。
★学用品の整理整頓は、はじめが肝心です。習慣づけをお願いいたします。

⑤ 袋

ア 手提げ袋（２つ）

・１つは、ランドセルに入りきれないものを入れます。
（体育着、上履き袋、給食着等）

・もう１つは、音楽袋として使用します。
（教科書、ファイル、カスタネット、歌集等）

イ 体育着袋（１つ）

ウ 給食袋

・入れる物は、ナフキン、マスク、はし箱セット、
歯ブラシ

※はし箱セットは、市から支給されます。
紛失した場合は、各自で準備してください。

エ コップを入れる袋（１つ）
※右図の大きさは目安となります。
各自コップの大きさに応じ、
用意してください。

全
芯
色
鉛
筆

以 内
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オ 図工袋
・入れる物は、全芯色鉛筆（または色鉛筆）、クレパス、カラーペン、
液体のり（使用できる状態にしておく）、はさみ、テープなど

※しぼって下げた時、４０㎝以上の長さになると床に着いてしまいます。
出来上がりの長さに気をつけてください。

３５㎝以内にお願いいたします。

水拭き用 から拭き用

⑥その他（そうじ関係）

ア ひも付せんたくばさみ ５こ
※４こは雑巾用、１こは帽子用

イ ぞうきん２枚

ウ 三角巾１枚 （小さいと、すぐに名前が見えなくなってしまいます。）

３ 入学してから

（１） 学校給食

○４月１９日（火）から始まります。各家庭では次のことに気をつけて食事を摂
るように心がけてください。

・一人でこぼさないで食べることができる。
・好き嫌いをなくす。
・食事が２０分くらいでできる。
・食事前後の簡単な手伝いができる。
・正しいはしの使い方ができる。

（２） 登 校

○各地区にある通学班ごとの集団登校です。
○通学班は各地区の育成会でつくります。

（３） 下 校

○４月は、保護者の方に順番でお迎えをしていただきます。
○それ以降は、学年下校となります。

（４） 諸費用について
○教材費 必要により集金します。
○給食費 １ヵ月分 ４，３５０？円（児童一人あたり）
※川越市取り扱い金融機関等の指定口座より引き落とします。
○ＰＴ会費 年間６，０００円（１世帯あたり）
※年２回（前期分３、０００円・後期分３，０００円）に分けて現金で集金しま
す。

みず

○○○

から

○○○

↑大きく名前を書いてください
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４ 保健関係について

①定期健康診断

・学校保健安全法により４月から６月までに学校医等による定期健康診断を実施
し、お子さんの健康管理を図っています。

・事前に保健調査票を配布しますので、記入をお願いします。特に、健康面で心
配なことがありましたら、入学後、学級担任までお知らせください。

・実施後、治療・再検査等、必要に応じて結果をお知らせいたします。

②欠席と出席停止

○欠席届 病気等で学校を欠席する場合は、通学班の班長を通じて担任に「欠
席・遅刻・早退届」を提出してください。（用紙は学校で配布します。）
※遅刻・早退も同様にお願いいたします。
※欠席届は本人が登校したとき返却いたします。

○出席停止 集団生活において感染しやすい病気による欠席の場合は、「出席停
止」の扱いになります。医師に診断されたらすみやかに担任までご連絡くださ
い。（溶連菌感染症・マイコプラズマ肺炎・インフルエンザ・感染性胃腸炎等）

③独立行政法人日本スポーツ振興センター

日本スポーツ振興センターは、児童が学校管理下で起きた災害に対
して、その医療費・障害見舞金・死亡見舞金を支給する制度です。

・掛 金 ４６０円（保護者負担）
・給付金 医療費

保険診療による自己負担額が１，５００円を超えた場合、
その１０分の４を支給

※川越市では、「子ども医療費助成制度」がありますが、学校で負っ
たけがの治療については、「日本スポーツ振興センター」の制度を
使っての精算となります。
（ただし治療費の合算が１，５００円を超えた場合から。）

病院窓口で保険証を提示のもと現金精算していただき、後日、保護
者の口座に返金となります。

④保健室からのお願い

入学後は、新しい環境の中で緊張と疲れのため体調をくずしがちです。特に、
登校前にはお子さんの体調について観察し、安心して登校できるよう協力をお
願いします。また、下校後はなるべく休養するようにしてください。

・「緊急連絡カード」の提出
（連絡先を変更した場合は、至急担任までお知らせください。）

・食物アレルギーや既往症のある場合は、担任までお知らせください（心臓疾患
等）。

・学校でけがをしたとき
応急処置後、医師による治療が必要なときは、医療機関へ移送するととも

に、保護者へ連絡し、病院へ来ていただくこと（保険証持参）になります。

・身体の具合が悪くなったとき
保健室で休養し様子を見ますが、原則として内服薬は与えません。回復しな

い場合には保護者に連絡し、同伴で下校していただきます。
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５ 学校関係団体等

（１）子ども会育成会
月越小学校には町内などを単位とした子どもたちを育成する会があり、これを

単位育成会と呼び、全部で７つあります。
この会は、子どもたちが活動しやすいよう地域の団体や学校との連絡を密にし

たり、環境を整えたり、通学班を編成したりすることを通して、安全に配慮しな
がら、のびのびと成長できるような取組を行っています。
また、学年（年齢）の枠を外した縦のつながりを育て、望ましい人間関係の育

成などを図っていきます。
さらに、子どもたちの健全な育成のため、共通な立場で子どもの問題をとらえ、

研修し実践していく成人の社会教育団体ともいえます。
それぞれの単位育成会は、地域にあった「きまり」をもち、会長、副会長、書

記、会計を選び、事業計画や予算を組み、それに基づいて活動します。
町内会の子ども会育成会がまとまって、月越小学校区子ども会育成団体連絡協

議会（校区育成会）をつくり、川越市子ども会育成団体連絡協議会（市子連）に
加わっています。

（２）ＰＴ会
ＰＴ会は、保護者と学校職員が協力して、子ども達の望ましい成長のために組

織されてつくられています。ＰＴ会の会員となられる皆様に、すぐにでもＰＴ会
活動に参加していただけるように、月越小学校ＰＴ会の様子を紹介します。

①ＰＴ会の規約等について

○規約は、ＰＴ会の基本であり、すべての活動はこれに沿って行われます。
○運営上の細かい約束は、細則や内規に定められています。
○規約等は、毎年総会の時に全会員に配付します。

②会 費

○会員は会費を納めます。
○会費をもとに予算を組み、各委員会の活動費等に支出します。
※会費の納入については、年２回の現金集金です。（５月と９月）

前期分 ３，０００円（県ＰＴＡ安全互助会会費 １００円 を含む）
後期分 ３，０００円
合 計 ６，０００円

③主な会議

○総会（通常年１回）
ＰＴ会の１年間の運営方針を決めたり、予算を審議したりするもので、定例

総会は毎年度はじめに開かれます。必要によって臨時総会が開かれることがあ
ります。

○本部会
会員の中から選ばれた会長１名、副会長若干名、書記２名（Ｐ１名、Ｔ１名)、

会計２名（Ｐ１名、Ｔ１名）で構成され、学校職員から学校長、教頭、教務主
任、会計担当が参加します。会員の意見をまとめ、ＰＴ会の舵取りの役目をし
ます。

○理事会
各常置委員会の委員長、学年委員長、各地区選出の理事及び本部役員で構成

されます。ＰＴ会の運営方針や予算に関係のある事柄について審議します。

④ 委員会活動
・ＰＴ会には、広報委員会、環境保健委員会及び学年委員会があります。
・広報委員会、環境保健委員会は各学年より、２名選出します。
また、学年委員会は各学級より１名ずつ選出します。

※令和４年度、教養委員会の選出は、行わない予定です。


