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令和３年度 新入学児

保護者説明会

Ⅰ．日 時 令和３年 ２月 ９日（火） 受付 ９:１５～
説明 ９:３０～

Ⅱ．会 場 体育館

Ⅲ．次 第 学校長あいさつ

１．入学の準備について
・入学前の心構え ・学用品の準備等
・お迎え当番 ・給食ボランティア

２．健康管理について
３．給食について
４．支援教育について
５．学校徴収金について
６．安全・安心メール（谷口小学校メール）について
７．入学式について
８．ＰＴＡあいさつ ＰＴＡ活動について（ＰＴＡの手引き配付）

※登下校の方法について
・ＰＴＡ校外委員さんより
(1)通学路 (2)旗振り当番
(3)地区ごとお迎え当番の話し合い

相模原市立谷口小学校
〒252-0318 相模原市南区上鶴間本町５－１３－１

電 話 ０４２（７４８）９１５１
ＦＡＸ ０４２（７４１）７９８０
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学 校 の 概 要
（１）創立 昭和５６年４月１日

相模原市立南大野小学校、鹿島台小学校より分離し、１６学級 児童数５７４名

で独立開校。

学校長 第１２代校長 田巻 直人

（２）学校教育目標

豊かな心をもち、たくましく生きる子どもの育成
○やさしくけじめある行動 ・自然や人と豊かにふれあい相

手を大切にする子

・見通しをもち、工夫して活動する子

○ぐんと育つ心と体 ・自分の心身に関心をもち、健康づく
りに取り組む子

・自ら状況を判断し、健康安全に気をつけ命を大切にする子

○ちえをはたらかせた学び合い、高め合い
・自分の考えをもち、多様な方法で課題解決に取り組む子
・考えの違いに気づき、教え合い学び合い高め合う子

（３）令和３年度の主な行事予定 （行事内容や期日が変更になる場合もあります）

１ 入学式 １年生を迎える会 授業参観・懇談会 個別面談 社会科見学
学 発育測定 各種検診 小中合同引き渡し訓練 避難訓練 新体力テスト 運動会
期 防犯教育(１.２年） 交通安全教室(３年）

２ 修学旅行(６年） 個別面談 土曜参観日・谷口音楽会 避難訓練
学 ふるさと自然体験教室（５年) 風っ子展(１、３年）
期 遠足(１～４年） 学校へ行こう週間 懇談会

３ 書き初め会・書き初め展 避難訓練 思い出集会 委員会活動報告会
学 授業参観・懇談会 見守りボランティアありがとうの会
期 ６年生を送る会 卒業式（６年） 修了式 退任・離任式

（４）児童数 （ 令和３年 ２月 ８日 現在 ）

年 組 男 女 計 年 組 男 女 計 年 組 男 女 計

ひかり1 3 2 5 ３の１ 15 22 37 ５の１ 16 17 33
ひかり2 4 0 4 ３の２ 16 22 38 ５の２ 17 16 33
ひかり3 3 1 4 ３年計 31 44 75 ５年計 33 33 66

ひかり計 10 3 13 ４の１ 17 22 39 ６の１ 22 13 35
１の１ 14 12 26 ４の２ 17 22 39 ６の２ 22 14 36
１の２ 14 12 26 ４年計 34 44 78 ６年計 44 27 71

１の３ 13 13 26 全校計 238 230 468

１年計 41 37 78

２の１ 15 14 29 学級数 １７学級

２の２ 15 14 29 児童数 ４６８名

２の３ 15 14 29 家庭数 ３８３家庭

２年計 45 42 87

(5)令和３年度 入学予定児童数 ９１名
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【 入学の手引き 】

小学校に入学する時期を迎え、大きな希望と小さな不安を親子ともに感じながら、入
学の日を待ち望んでおられることと思います。
４月当初から、安全で健康的な学校生活ができますように、入学前に次のようなこと

について心がけや準備をしておいてください。

１．入学の準備について

（１）入学前の心構えについて

①入学の日のために

○学校は楽しいところ 楽しくのびのびと過ごす場所という明るい
期待をいだかせる。

○通学路を通って学校まで散歩 入学時の不安をのぞき、家までの道順がわか
るようにする。
横断歩道のわたり方、信号の見方など、 交通
安全の指導をする。

○生活のリズムを整えて 早寝、早起き、朝ごはんなど、生活にリズ
ムを持たせる。朝食を必ず摂る。

②入学前の心がけ

○人の話を聞ける子に 先生や友だちの話を黙って聞き、話している
ことを聞き取れる。

○はっきり話せる子に 「はい」「いいえ」の返事やトイレに行きた
いときなど、はっきり話せる。

○あいさつのできる子に 元気よくあいさつができる。
（おはようございます ありがとうございます
しつれいします ごめんなさい さようなら）

○友だちと仲良くできる子に 友だちと楽しく遊べる。

③入学前のしつけ

○自分のことは自分でできる子に 自分の名前が読める。
衣服の着替えができる。
持ち物の整理・整頓、かさの開閉、ランドセ
ルの扱いなどができる。

○大小便について 自分で用便ができる。
大便は、朝、必ず家ですませる習慣をつける。
和洋式トイレの使い方、手の洗い方ができる。

○食事関係について 正しい箸の持ち方、食器の整理ができる。
静かに落ち着いて、偏食しないで、何でも食
べようとする。
給食時間は準備と片付けを含めて４５分間。
食事時間は２０分程度で食べられるとよい。

○身だしなみ関係 洋服やシャツの着脱ができる。
手足のつめを定期的に切る。
手洗いの習慣（ハンカチ・ティッシュ携帯）。
靴のかかとをふまない。立ったまま履き替え
ができるようにする。
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（２）学用品購入について

①入学前に家庭で用意するもの
○ ランドセルが望ましい
○ 道具箱 大きさ（縦３０cm×横２３cm×高さ６．５cm位）
・ クレパス １６色（クレヨンでも可）
・ はさみ よく切れて先の丸いもの
・ 色えんぴつ １２色（紙箱でないものが望ましい）
・ のり つぼのりと液状のり
・ セロテープ
・ 折り紙 上が閉まる袋に入れる（ケースはさける）

○ ふでばこ カンペンケース、ファスナー付き筆箱は避ける
○ えんぴつ 書き方えんぴつ（Ｂか２Ｂ）５・６本

赤鉛筆１本 をふでばこに入れる
○ 消しゴム よく消える、シンプルなもの
○ 下じき(B5) 無地のものがよい
○ 手さげ袋 体育着、給食着、上履きなどをまとめて入れられる袋

横幅40㎝のイスにかぶせて保管できる大きさのもの
（縦３０cm、横４２cm）

＊学用品は、香りや漫画・絵等が少ないものが望ましいと思います。

②入学後に学校で購入するもの
○一括購入するもの ・ノート（国語・算数・自由帳）・連絡袋・おたよりノート

・ポケット歌集・ネームペン
○鍵盤ハーモニカと絵の具セット・粘土セット（油粘土・粘土板・粘土ケ－ス）は、
希望があれば販売することもできます。

③学習等がはじまる前に用意するもの
・給食着
・体育着（上下）・赤白帽子

（３）衣服等について

○自分で脱ぎ着できるもの ・動きやすく、汚れてもいいもの
○上履き・体育館履き ・白ぐつ（ひもはさける、袋に入れる。足の大きさに

合うものを）※色の指定はありません
○ハンカチ・ティッシュ ・持っていることが習慣となるように
○名札（４月７日配付） ・校内ではいつも左胸につける

※ＰＴＡより贈呈されます。 １組－赤 ２組－黄 ３組－緑
（学級カラーとなります）

○かさ ・現在使用しているものでよい
○体育着（男女共通） ・半袖シャツ（白）

・パンツ（青のハーフパンツ又はクォーターパンツ)
・赤白帽子 ※体育着のセットは袋に入れる。

○給食着（白衣） ・給食用帽子、マスクをセットで袋に入れる。

（４）防災頭巾・防犯ブザーについて

本校では、１年生から６年生までの全児童が、災害避難や防災訓練の際に防災頭巾を
着用することになっています。現在、お子さんが頭巾をお持ちの場合は、それを活用し
てください。お持ちでない場合は、購入していただくか、ご家庭で作っていただくこと
になります。防災頭巾は、カバーをつけ、座ぶとんとして使用します。（座りやすいよ
うにあまり厚みのないものをお勧めします)

なお、次のような名札をつけてください。（大きさの指定はありません。）

学 校 名 相 模 原 市 立 谷 口 小 学 校

名 前

住 所

保護者名

血 液 型 電話番号 ( )

防犯ブザーにつきましては、相模原市より貸与されますので購
入の必要はありません。
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（５）体育着・水着の名札について

（体育着） （水着）※帽子の色は青色

＊青、紺系

＊体育着の名札
横10cm

縦5cm やぐちたろう

（６）体育着入れ、上履き入れ・体育館履き入れ、給食袋の作り方について

（体育着入れ）

（上履き入れ）
（体育館履き入れ）

体育着
（上・下）
赤白帽

４２cm

２６cm

３２cm

１８cm
※袋のサイズは目安です。

（白衣袋）

（上履き・体育館履き）
白衣
帽子
マスク（布マスク）
＊白衣は、市販の
ものでかまいま
せん。

名前は、４カ所に書いてください。
体育館履きと上履きの区別をつけて
ください。

○体と記入するか、色つきのものでも可
ひも付きのものはさける

左
胸
に
名
札

後
ろ
の
右
に
名
札
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「注意すること」
・袋は、ひも１本でフックにかけられるように作る。
・ひもは、すべりのよいしっかりとしたものを使う。(ゴムテープや幅広のテープは使わない。)
・ひもの長さは、袋の口よりあまり長くならないようにする。
・袋の大きさは、体育館履き入れや給食着など、入れるものの大きさに応じる。

★ 持ち物や衣服には ひらがなで 名前を書いてくだ
さい

４～６月の主な予定（現段階での予定です。変更になる場合があります）
月 日 曜 主 な 予 定

４ ５ 月 令和３年度始業式

６ 火 令和３年度入学式

９ 金 １年生を迎える会(児童会主催)

12 月 １年給食開始 1年、ひかり級懇談会

19 月 集団下校訓練

21 水 １年授業参観(3校時)

23 金 ひかり級授業参観(1校時)

30 金 PTA総会

５ ７ 金 小中合同引き渡し訓練

29 土 第 41回運動会

６ １～ 火 個別面談（6/1,3,4,7,8）
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２．健康管理について

（１）定期健康診断について
・学校保健安全法に基づき、毎年４～６月に実施します。（日程は入学後にお知らせします。）

発育測定（身長・体重の計測） 視力検査 聴力検査
校医による検診（内科・耳鼻科・眼科・歯科） 尿検査 心音心電図検査

・学校での健康診断は疾病の確定診断をするものではなく、家庭での健康観察を踏まえ、学校生
活を送るにあたって支障があるような疾病の疑いがあるかどうかを選び出すというものです。

・結果は全て、「結果のお知らせ」というお便りと、健康手帳でお知らせします。疾病の疑いが
あると指摘されたものについては早めに受診していただき、その結果を学校までお知らせくだ
さい。（その際、医師の診断書等は必要ありません）。

（２）学校感染症による出席停止について
【主な学校感染症の出席停止期間：学校保健安全法で定められています】
インフルエンザ 発症した後５日を経過し、かつ解熱した後２日を経過するまで。
百日咳 特有のせきが消失するまで、または５日間の適正な抗菌性物質

製剤による治療が終了するまで。
麻しん（はしか） 解熱した後３日を経過するまで。
流行性耳下腺炎 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後５日を経過し、
（おたふくかぜ） かつ全身状態が良好になるまで。
風しん 発しんが消失するまで。
水痘（水ぼうそう） すべての発しんが痂皮化するまで。
咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状が消退した後２日を経過するまで。
溶連菌感染症
流行性角結膜炎 医師により感染のおそれがないと認められるまで。
急性出血性結膜炎
上記の感染症にかかった場合、欠席ではなく出席停止となります。
・医師の診断を受けたら、必ず学校へ連絡をお願いします。
・治ゆして登校する際は医師の許可を受け、医療機関で発行された「治ゆ証明書」を学校へ
提出してください。（町田市内の医療機関を受診した場合は、登校後に「治ゆ証明書」を
学校からお渡しします。医療機関で記入してもらったうえで、担任にご提出ください。）

・インフルエンザについては、医療機関で発行される「治ゆ証明書」は必要ありません。学
校より「治ゆ報告書」をお渡しします。「治ゆ報告書」は学校のホームページからも印刷
できます。必要事項をご記入のうえ、担任に提出してください。

（３）保健室について
・学校でけがをしたり具合が悪くなったりした際、それ以上悪化しないよう応急処置をした
り、子どもたちが健康な生活を自分自身で送れるようになることを目指して保健指導をし
たりする場です。

・病院とは性質が異なり、継続した治療や家庭でのけがの治療、具合の悪いお子さんを長時
間お預かりすることはできません。

・消毒薬、湿布薬、軟膏類など、応急処置として必要最低限の外用薬を使用することはあり
ますが、飲み薬は使用できないため、保健室には置いてありません。

・授業中などに具合が悪くなったときは、担任が訴えを聴き取った後、保健室で問診、検温
などを行います。症状によって、経過を観察しながら授業を続ける場合、保健室で休養す
る場合（およそ１時間まで）、保護者の方のお迎えをお願いする場合があります。

※緊急連絡先について
・けがをして緊急に受診が必要となった場合や、具合が悪くなり学習を続けるのが難しい場
合は、学校から保護者の方に連絡し、お迎えに来ていただきます。

・確実に連絡がとれるよう、勤務先や携帯電話の番号、親戚の方などの連絡先を知らせてお
いてください。入学後に「緊急連絡カード（保健室用）」を配付しますので記入して提出
をお願いします。
・変更があった場合は、すみやかに担任までお知らせください。

（４）欠席・遅刻・早退の連絡について
・連絡帳に必ず保護者の方が記入し、きょうだいや同じ登校班の児童を通して担任に届けて
ください。
・けがや体調不良などで欠席、遅刻、早退する場合は、具体的な症状を記入してください。
（例：38.5℃の熱がある、下痢をしている、吐いてしまった、全身に発疹が出た など）
・電話連絡は緊急時以外、なるべく避けてください。
※コロナ禍の現在は、感染対策として電話連絡でお願いしています。



- 8 -

（５）日本スポーツ振興センター「災害給付制度」について
・学校管理下(授業中・休み時間・登下校中など)での児童の災害に対し、給付を行う制度で
す。

・完治するまでにかかった医療費の自己負担額が 1,500 円以上になった場合、給付対象とな
ります。
・自己負担分の３割に総医療費の１割分を加えた、４割相当の給付が受けられます。

健康保健負担：７割 自己負担：３割 加算分
：１割

総医療費
災害給付金

・交通事故や生活保護の受給、第三者のために起こった事故で損害賠償を受けるなど、他の
法律による給付を受けている場合は対象外となります。

・小児医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成、重度障害者医療費助成などの「医療証」を
お持ちの場合、学校でのけがであることを医療機関等に申し出ていただき、窓口でいった
ん自己負担分の医療費をお支払いください。その後、学校で災害給付制度の手続きをお願
いします。（完治するまでの自己負担額が 1,500円以下の場合は、給付対象外となります。）

（６）健康な生活を送るため、身につけておきたい習慣
①早寝・早起きの習慣
②朝食を食べる習慣
③排便の習慣（朝食後、トイレに行く習慣）
④自分の体を清潔にする習慣
・食事の前や外遊びの後、トイレの後は石けんで手を洗う。
・外から帰ってきたとき、うがいをする。
・ハンカチ、ティッシュを身につける。
・食事の後は歯みがきをする。
・週に一度は爪を切る。

⑤気候に合わせて衣服を調節する習慣
・暑さ寒さに合わせて、上着を脱ぎ着する。
・下着（シャツ・タンクトップ）を着る。

⑥登校前に健康観察をする習慣
・お子さんが自分の不調を感じ取り、言葉で伝える。
（「頭が痛い」「お腹が痛い」「せきが出る」「体がだるい」「寒気がする」など）
・保護者の方が「普段と違う感じ」をとらえる。
（「顔色」「動作」「声の調子」「食欲」など）
◆普段と様子が違うと感じた場合は、体温を計ってみてください。
◆平熱でも具合が悪そうなとき（例：嘔吐した、頭やお腹を痛がり何度も訴える、明
らかにぐったりしている、顔色が悪いなど）は無理をさせず、休養に努めたほうが
快復も早くなります。
◆登校する場合には、いつもと違う様子や症状などを連絡帳で担任までお知らせくだ
さい。

３.給食について

①学校給食のねらい
学校給食は子どもたちに食事を通して望ましい食習慣を身につけさせるとともに、好ま

しい人間関係の育成を図ることによって、学校生活を楽しく豊かにしようとするものです。
また、子どもたちに栄養のバランスがとれた食事をとらせることにより、健康の増進、

体力の向上、健康や食生活についての理解を深めようとするねらいがあります。

②給食時間やマナーについて
給食の時間は、健康な体作りに必要な栄養摂取だけでなく、身支度や食事のマナー、食

べ物や自分に必要な食事の量を覚える勉強の時間でもあります。学校でも指導いたします
が、白衣の着脱やお箸の持ち方など入学前にご家庭でもご指導お願いいたします。
また、学校では給食の準備・食事・片付けを約 45 分間で行います。食事がおおむね 20 分

程度で食べています。
現在、新型コロナウィルス感染症対策として、席を離し食事中の会話は控える、机にナ

フキンをしいて食事をする等の対策をとっています。

  

朝から一日、心も体も元気な状態で過ごすため必要な習慣です。
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給食用ランチマット（テーブルナプキン） ランチマット用袋(ジッパーつきの袋でも可）

４０cm
２０cm

６０cm １８cm

③給食費について
・月額4,600円
※入院等で長期欠席の申し出があれば、回数食（1食270円）になります。
ただし、月に9回以上喫食した場合は、全額集金になります。

・新1年生は在校生より3日遅れて4月12日（月）から給食開始予定となっております。
月額 － （1食分の金額×欠食数）＝ 新1年生の4月分給食費
4,600 － （270×3）＝ 3,790円

・学級閉鎖の場合は、閉鎖2日目からの分が返金（減額）対象となります。

④給食用白衣について
白衣・帽子・マスクは各ご家庭で用意していただきます。週末には持ち帰りますので、洗濯

をしてきれいなものを持たせていただくようお願いいたします。
その時に帽子やマスクのゴムが緩んでいないか、白衣のボタンが取れていないかのチェック

もお願いいたします。

⑤食物アレルギーの対応について
食物アレルギーで、医師から止められている食品がある場合は、必要な書類を提出していた

だき、面談で除去食やお弁当などの対応をご相談させていただきます。

相模原市では、重篤な症状を発症しやすいことから、給食で「ピーナッツ」「キウイフルーツ」
の使用はしていません。
しかし、アレルギーがないお子さんでも、給食で初めて食べて食物アレルギーを発症し、ア

レルギーがあることに気づくこともあります。ぜひ、ご家庭で入学前にアーモンドやカシュー
ナッツなどのナッツ類や果物、ごま、魚等のいろいろな食品を食べていただきたいです。入
学後は毎月お配りする献立表に使用する食材の記載がありますので、そちらを参考にしてみ
てください。

４.支援教育について

（１）支援コーディネーター：小林 俊幸
スクールカウンセラー：横山 史織（青少年相談センター）

（２）マップをお持ちの方 説明会終了後、校長と面談を行います。後ほど、指示をいたします。

５．学校徴収金について

（１）徴収金の種類
・給 食 費 月額 ４,６００円 （８月を除く毎月集金します。）
※１年生の４月の給食費は、（２７０円×他学年との給食の実施回数の差）を減額して
集金します。
また、学校行事で給食を食べない時は、減額して集金する月もありますので、学校か
らお知らせする集金額を確認してください。

・ＰＴＡ会費 月額 ２００円 (年額 ２,４００円）

・その他の費用 校外学習や教材購入にかかる費用は、学年だより等でお知らせして、原
則として諸費集金日に担任が集金します。

（２）集金方法
・年度はじめの懇談会で集金委員２名を保護者の方より募集し、お願いをしています。
・集金委員２名は、毎月の給食費を集金します。
・集金日は、原則として毎月第３木曜日の朝です。詳しい具体的な方法は４月の集金委員
説明会でお知らせします。
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６.谷口小メールについて

・本校では２月１日現在９９％以上の加入です。運動会等の行事の中止や延期等のお知ら
せ、学級閉鎖状況等をお知らせします。文書、電話での連絡もありますが、加入をお奨
めいたします。

・加入した場合は、相模原市の安全・安心メールの配信もされることになります。
・メール受信にかかる費用は、一般の携帯メールと同じで受信者負担になります。
・３月下旬に登録できたかどうかのテストメールを流しますので、ご確認ください。

７．入学式について

１．日 時 令和３年４月６日（火） 午後１時３０分（開式）

受 付 午後１時～１時１５分
（入学式の入場時間の関係で遅れないように、また、欠席の場合は、
連絡をお願いいたします。）

受付場所 東昇降口

１．式 場 谷口小学校体育館

２．持ち物 ・入学通知書 ・筆記用具 ・上履き（児童用、保護者用）・ランドセル
（何も入れないで）

＊この冊子の最後に、「入学式のご案内」が添付されています。

８．ＰＴＡ活動について
○ＰＴＡあいさつ
○ＰＴＡ活動について
・配付されたＰＴＡの手引きを参照

９．登下校の方法について

○入学前後（また、登下校の様子が心配な時）一緒に安全を確かめながら練習することも
大切です。
・始業時刻は午前８時２０分です。（午前８時～午前８時１０分までに登校します）
・下校時刻は、「学年だより」でお知らせします。
・入学後、３週間程度は安全を考え、保護者の方のお迎え当番により集団下校をします。
・あくまでも、各家庭の責任で登下校させてください。

（登下校班の班長及び班員には、責任がありません。）

○お迎え当番
・下校時の安全を考えて、保護者の方々に、交替で１年生の昇降口のところまでお迎えに

来ていただきます。
・各地区ごとにお迎え当番を決めていただきます。
・期間は、４月７日(水）～４月１６日(金）までです。

各地区分け ＜令和３年度お迎え当番＞
４月７日（水）～４月１６日（金）

・２町内 ７日(水)～８日(木) １１時１０分
９日(金） １２時００分

・３町内 12日(月)～ 16日(金） １３時３０分

・４町内
※ 19日(月)は、集団下校訓練があり

※８コースをリボンで色分けをします。 ます。
※ 12日(月)から給食開始です。

・谷口児童クラブ ４月の学年だよりで、詳細をお知
・学童（どんぐりクラブなど） らせいたします。
・個別お迎え（学区外）

＊お迎え当番は、本日説明会後に、地区ごとに集まって決めます。


