
令和３年度入学新１年生保護者説明会 

令和３年２月１２日（金） 
                                 受付 １３：３０～ 

                                 開始 １４：００～ 

                                 場所 体育館 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 学校長挨拶、学校概要（①②③） 

２ ＰＴＡについて（別紙） 

３ 放課後子ども教室「けやきッズ」について（別紙） 

４ 学校行事説明、生活時程（③） 

５ 入学前にできるようにしてほしいこと（④） 

６ 持ち物・服装（⑤） 

７ 健康について（⑥） 

８ 給食関係について（別紙） 

９ 準備する学用品について（⑦） 

10 入学式について（⑧） 

11 通学路について（⑨） 

12 教材費について（別紙） 

13 その他 

                       丸数字は本資料の番号を表します。 
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新１年保護者説明会資料 

学校名   府中市立府中第六小学校      校長    忍足 留理子 

所在地   府中市天神町４丁目１４番地    電話   ０４２－３６３－９１３６ 

                                           

① 開 校   昭和３０年４月１日（開校記念日  ６月１０日） 

② 規 模    学級数２３   児童数  ７３８名（１月６日現在） 

       教職員数 ３２名  市職員、支援員、講師、専門員 ３６名   ＡＬＴ １名 

警備員 １名  解錠・施錠員 ３名 スクールカウンセラー１名(毎週金曜日) 

③ 六小の教育 

  １ 教育目標 

人権尊重を基盤とした明るく平和な社会の形成者として、知・徳・体の調和のとれた人間

性豊かな児童の育成を目指す。     

        ○ 自分で学べる子 

        ○ 仲よく助け合う子 

        ○ たくましい子 

  ２ 新１年生に関わる主な学校行事予定（令和３年度） 

    ※ 感染症の状況により、延期または中止となることがあります。 

    １学期 

          入学式  対面式  ＰＴＡ総会  健康診断  保護者会  児童引き渡し訓練  

個人面談  遠足（６月）  交通安全教室  読書旬間   歩行者シミュレーター  

学校公開  スポーツテスト  セーフティ教室   水泳指導  ラララコンサート  

終業式  夏季休業（７月２１日～８月２６日）  夏季休業中水泳指導  

２学期 

始業式  運動会  生活科探検  不審者対応訓練  読書旬間   

就学時健康診断  地域清掃  学校公開  展覧会（学習発表会と隔年開催） 

道徳授業地区公開講座  保護者会  終業式  冬季休業（１２月２６日～１月１０日）  

３学期 

始業式  もちつき大会・お正月遊び  校内書写展  学校公開  読書旬間 

幼稚園・保育所交流会  お別れたてわり班活動  ６年生を送る会  修了式   

春季休業（３月２６日～） 

  ★ ＰＴＡ（おやじの会）主催の行事として、希望者だけが参加するもの 

 防災キャンプ   六小縁日 

３ 週行事（令和２年度） 

       月  全校朝会    水  児童集会       土 土曜授業日 ※ 学期に1回程度 

    ※ 朝会や集会のない朝の時間は、朝学習を行います。 

府中第六小学校ホームページ http://www.fuchu06s.fuchu-tokyo.ed.jp/ 

http://www.fuchu06s.fuchu-tokyo.ed.jp/
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※ 行事によって授業時間の変更がありますので、学年便りを必ずご確認ください。 

※ 登校時間は、８：１０～８：２０です。８：１０にチャイムが鳴り、教室に入ります。 

チャイムが鳴るまでは、昇降口の前で並んで待ちます。 

 

４ 生活時程 
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④入学前にできるようにしてほしいこと 

 １ 自分の身のまわりのこと 

（１）自分の名前を言うことや、ひらがなで読むことができる。 

（２）返事・あいさつが、しっかりできる。 

「はい」や「いいえ」、「おはようございます」や「さようなら」、「ありがとう」や 

「ごめんなさい」など 

（３）自分のことは、自分でできる。 

・衣服の脱ぎ着、たたむこと。 

※ 体育着ズボンのヒモを自分で結べるように練習しておいてください。 

・自分の持ち物の整理整頓。 

・食器の準備・後片付け。 

・ランドセルや雨具などの扱い。(傘はバンドでまとめられるようにしておいてください。) 

・トイレ（洋式・和式）の使い方。（水を流してから出る。） 

※入学してから、１学期の間は、名札をつけます。安全ピンのついている名札を自分で

つけられるように練習しておいてください。 

（４）マナーを守って食事ができる。 

※ 感染症対策のため、全員が前を向き、黙って食べます。 

※ 入学当初の食事時間は20～25分を目安にしています。 

（５）困ったことがあったら伝えることができる。 

    例 おなかが痛いです。 

  ２ 交通安全について 

（１）通学路を通って登校、下校ができる。 

※ 入学までにお子さんと一緒に何回か歩いて道順を確認して、 一人で帰れるようにし

ておいてください。 

（２）交通規則を守る。 

※ 横断歩道・信号・歩道橋の利用など。通学路を歩く練習をしておいてください。 

（３）見知らぬ人に話しかけられても、ついていかない。 

 

⑤持ち物・服装 

１ 入学時に配付される黄色い帽子・ランドセルカバー・交通安全ワッペン・防犯ブザーを着用

します。 

  ２ 着たり脱いだりしやすいものを着させてください。（背中のファスナー・うしろボタン等は

着替えが大変です。）上下分かれた服装が最適です。 

  ３ 持ち物には、すべて名前（ひらがな）をつけてください。 

下着・くつ下にもはっきりと書いてください。 

色鉛筆などは箱・ふた・中の鉛筆１本１本にも記名をお願いします。 

※ 名前シールははがれてしまうことがあるため、できるだけ直接記名をお願いします。 

水筒本体・水筒カバーにも記名をお願いします。 
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⑥健康について 

  １  心身ともに健康な状態で入学を迎えましょう。 

健康診断で見つかった病気や異常は、できるだけ早く受診し治療や相談をしましょう。 

  ２ 規則正しい生活をし、良い生活リズムをつくりましょう。   

（１）寝る時刻・起きる時刻を決め、規則正しい生活にしておきましょう。 

早寝・早起きをし、朝食はしっかりとりましょう。 

（２）食事、排便、洗顔、歯磨き、勉強、遊び、おやつ、睡眠等、一定のリズムで良い習慣をつ

くりましょう。特に、食事、遊び（運動）、睡眠は丈夫な体と心を育てる上で大切です。 

  ３ 学校と家庭、地域の連絡を密にしましょう。 

（１）緊急時の連絡先を、正しくお知らせください。 

（変更があった時は、すぐに学校に知らせてください。） 

※お迎えが必要な場合、緊急時の連絡先につながるまで電話をします。 

 お迎えが可能な方から順に、本日配付する『指導の手引き』、入学時に配付される『健

康管理票』にご記入ください。 

＊携帯電話には、学校の代表番号を登録していただきますようお願いします。 

               （府中第六小学校 ０４２－３６３－９１３６） 

（２）お子様の健康上（アレルギー含む）のこと、知らせておきたい家庭の事情などは、本日配

付する『指導の手引き』、入学時に配付される『健康管理票』にご記入の上、できるだけ

早く担任にお知らせください。 

（３）欠席の場合は、必ず理由を書いて連絡帳と連絡袋で、届け出てください。 

電話連絡は原則としてご遠慮ください。連絡帳を届けられる近所の六小の児童を探し、了

解を得ておいてください。（できれば１年生と他学年で複数名） 

（４）遅刻や早退の場合は、必ず保護者に付き添っていただきます。 

・遅刻の場合は、教室で引き継ぐ。 

・早退の場合は、教室か保健室で引き継ぐ。 

  ４ 学校でけがや病気をしたときの対応について 

保健室で応急手当をしますが、薬を出したり、継続して治療したり、長時間ベッドで休ま

せたりすることはできません。治療の必要なけがは病院で受診し、病気の時は自宅で休養す

ることが大切ですので、保護者の方に迎えに来ていただくことになります。詳しいことは、

本日配付した「保護者の皆様へ」「独立行政法人日本スポーツ振興センター『災害共済給付

制度』加入のお知らせ」のプリントをご覧ください。  

 

⑦ 準備する学用品など［入学前に一度、使い方を練習しておいてください。］ 

 １ 入学までに準備していただくもの 

・ランドセル  ・体育着入れ  ・体育着  ・紅白帽  ・防災頭巾 

・上履き    ・上履き入れ  ・手さげ袋（音楽用と図書用の２つ） 

・道具箱（箱とふたを開いて机に入れる。横幅２３ｃｍ以内。右図参照。） 

・筆箱（箱型、無地。鉛筆が一本ずつ差し込めるもの。６年間使えるもの） 

＜図＞道具箱 

23cm 

33.5cm 

6cm 
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・鉛筆（２Ｂ ４本、 赤鉛筆１本）  ・消しゴム（よく消える白いもの） 

・パス(クレパスなど１６色、クレヨン不可)   

・油粘土（１kg程度）・粘土ケース 

・色鉛筆(１２色、発色のよいもの・クーピー不可) 

・はさみ（刃先にケースがついているもの）  ・のり（壺状の容器に入ったもの） 

２ 入学式当日配布する学用品 

・連絡帳・ノート３冊（国語・算数・自由帳）・防犯ブザー【市から貸与】 

３ 本日購入できるもの 

・体育着・紅白帽 

「とよしまスポーツ株式会社」 ℡０４２－３６０－５２８１ 府中市宮西町３－１６－２ 

 シャツ       1800円から2100円 

 ズボン       2100円から2380円 

 赤白帽子      470円から500円 

 合計        4370円から4980円 

   ゼッケン    100円 

・防災頭巾・防災頭巾カバー・道具箱 

「（株）ダイイチ」 ℡０４２－５７５－９０５５ 

 防災頭巾      1800円 

 防災頭巾カバー   700円 

 道具箱       520円 

 

※鍵盤ハーモニカは、入学後、４月の第１回保護者会で販売を行う予定です。 

４ 防災頭巾カバーについて 

防災頭巾は、平常時には二つ折りにしてカバーに入れ、椅子の背もたれに各自かけておきま

す。 

ご家庭で作成される場合は、以下をご参照ください。 

 

※内側にマジックテープを取り付ける。※取っ手をつけると、子供が持ち帰りやすい。 

 

袋にして二つ折りにした頭巾を中に

入れ、落ちないようにマジックテー

プなどでとめる。 

 

 

 

 

背もたれにかける部分 

ここに椅子の背もたれをすっぽりとか

ぶせる。 
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５ 手提げ袋・体育着袋・上履き袋について 

 

【手提げ袋】（音楽用と図書用の２つ） 

大きすぎると、机のフックにかけた時に引きずった

り、足に引っかかったりしますので、右記の寸法程度で

ご用意をお願いします。 

 

 

【体育着袋・上履き袋】 

学校での販売はありません。 

持ち手が太くて固いと、フックから外れ落ちやすいので、 

ひも状の持ち手のものをご用意ください。 

  

 

６ 上履きについて 

上履きの色や形の指定はありません。紐のないものを用意してください。 

上から見てわかるように、学年と学級、名字（平仮名）で記名してください。

（学級は、入学式後に教室で記入。） 

 

※かかとの部分 

（名字のみ平仮名で記入） 

 

 

７ 体育着について 

上は校章が左胸に入っている半そで、下は紺の半ズボンです。半ズボンは、中の

タグに名前を書く場所があるので、平仮名で記名をお願いします。 

 

【半そでの名札のつけ方】 

縦５㎝×横１０㎝の白地の布

に、学年学級（○－△）と名前

（平仮名）を黒のマジックで記入

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－１ 

ふちゅう たろう 

体育着の左胸（校章の下）に縫

い付けます。 
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８ 防犯ブザーの携行についてのお願い 

防犯ブザーは危機管理上、市より新１年生全員に貸与されます。本校では、児童の登下校の際に

ランドセルに携行させています。入学式当日に配布しますが、すでに購入されて必要のない場合

は、担任を通して返還していただいても結構です。また、故障・紛失した場合は、ご家庭で新しい

ものをご用意ください。使用については学校でも指導いたしますが、ご家庭でも合わせて指導して

いただきたいと思います。 

【約束事】①防犯ブザーは、必ず毎日携行する。 

     ②友達同士でふざけて、防犯ブザーのひもを引っ張らない。 

     ③緊急時以外で、むやみに防犯ブザーを作動させない。 

⑧入学式について     

１ 日時・場所    

令和３年４月６日（火）  午前１０時３０分開式      式場  体育館 

 

 ２ 当日の持ち物  （児童・保護者ともマスク着用） 

・ 児 童 → ①ランドセル  ②ハンカチ  ③ティッシュ  ④上履き 

・ 保護者 → ① 就学通知書  ②指導の手引き  ③学校給食申込書 

（②と③は封筒に入れてください。） 

④上履き  ⑤筆記用具  ⑥名前ペン（上履きなど記名用）  

⑦大き目の袋（教科書など、配布物を入れる用）  

⑧アレルギー関係の書類（必要な方のみ） 

３ 受付 

（１）時間 

 

 

 

※受付前は校舎・体育館には入場できません 

※例年、正門で記念撮影をするため、長い列ができています。入学式後にも撮影でき

ますので、受付が遅くならないようにご協力をお願いします。 

（２）場所 

     正門で、学級編成表を受け取り、東側校舎昇降口の校庭側で、お子さんの組の受付

をしてください。名札をお子さんの胸に付けますので、必ずお子さんと一緒に受付をして

ください。消毒のご協力もお願いします 

   

（３）提出していただくもの 

 

 

 

 

※アレルギー関係の書類は受付では提出しません。入学式後回収します。 

受付時間 ９：４０～１０：１０ 

「就学通知書（市教育委員会から送付されたもの）」 

「指導の手引き」 

「学校給食申込書」  本日の資料が入っていた封筒に入れる。 
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（４）受け取っていただくもの 

 

 

 

４ 式の内容や参列者についての今後の連絡方法 

３月上旬に府中市教育委員会からの基本方針が府中市教育委員会ホームページに掲載され 

ます。第六小学校ホームページにも入学式案内を掲載します。ご確認ください。  

    また、本校の「連絡網システム」でメールを流します。事前に、本日配布の資料の中の

「連絡網システム」に、必ず登録を済ませておいてください。 

    

  ５ その他 

欠席される場合は、早めにお知らせください。  

⑨通学路について 

＜集団下校用方面別リボン＞ →ランドセルの横に結んでください。 

※ 入学式後、１週間程度、方面別の集団下校を行います。途中まで迎えに来て頂き、徐々に下校 

 に慣れさせてください。 

※ 複数帰宅する家がある場合（例：火と金は祖父母宅など）は、必要な本数のリボンを持って行っ

てください。通常と異なる帰宅先（自宅以外）の場合は、連絡帳で担任にその都度ご連絡くださ

い。 

 

本日お帰りの際に集団下校用リボンをお取りください。 

★ ご自宅に郵送された就学通知書の右側の個人情報が未投函の方は至急お願いします。 

 

 

桃→正門を出てバス通りを東方向へ  浅間町２、４丁目 天神町４丁目 

 

赤→正門を出て学童角を右折、南方向へ 天神町２、４丁目 

 

黄→正門を出て歩道橋を渡り東方向へ 浅間町３丁目（エルフォレスト方面） 

                     新町２丁目（五中方面） 

 

青→正門を出て歩道橋を渡り西方向へ 新町２丁目 

（田中保育所、日神パレステージ方面） 

 

緑→正門を出て西方向へ           天神１、２、３丁目 

                                  （プラウド、ファーレ、ウェルシア方面） 

 

白→学童クラブ（学童に行っている児童は２本のリボンになります。） 

 

※東門は、登校時のみ使用します。 
 

 

配布物が入った封筒 
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