
入学するとき 

                                

入学式                 

日 時   平成31年(2019年)４月5日（金）  

受 付   午前９時から      保護者同伴 

開 式      午前９時３０分      時間厳守   

式 場      吹田市立岸部第一小学校 体育館 

 

入学式当日の持ち物 

教材一括購入費 6,000円 

児童調査票、安全カード（記入方法は17ページ） 

教科書などを持ち帰る袋 

児童用上靴（名前を書いたもの）・保護者用上履き・保護者用名札 

入学通知書（吹田市教育委員会から郵送） 

 

学用品などの準備 

     学校で配布する物品 

(1)教科書、副読本（いずれも無償配布） 

(2)学校でまとめて購入するもの 

 

①連絡帳、学習帳（さんすう、こくご）、自由帳 ②算数ブロックセット 

③サインペン、クーピー（１２色程度）、のり、 ④粘土、粘土ケース 

⑤氏名印、給食用お盆  ⑥プリントファイル ⑦連絡袋  

⑧クレパス（１２色程度）  ⑨書き方えんぴつ（２本） 

         

家庭で用意していただく物品 

(1)ふでばこ、えんぴつ（２Ｂを５本）、あかえんぴつ（１本）、けしゴム、 

ものさし（１５ｃｍ程の長さ）、したじき 

(2)はさみ、ねんどばん 

(3)道具箱（２３㎝×２８㎝×６㎝程度） 

(4)布袋を３つ（体操服用・体育館シューズ用・上ぐつ用） 

手提げかばん１つ（上記の布袋３つをいれる）を用意してください。 

 

入学後、参観日等に紹介・販売するもの  

(1)体操服、赤白帽 

(2)給食用のエプロン、帽子、マスク 

(3)紺か黒の水着、水泳帽 

（ラッシュガードは入学後、担任にご相談下さい。使用する場合はファスナー･フードのないも

の。） 

(4)絵の具セット 



物品の購入 

体操服・エプロン等は、入学説明会、水着等は水泳シーズン前に、業者さんが校内で販売して

くれます。（くわしい日時は、そのつどプリントでお知らせします。） 

また、必要に応じて以下のお店で購入できます。 

 体操服・赤白帽・水着…谷本スポーツ店 

            ＪＲ吹田駅前旭通り商店街   ＴＥＬ ６３８１－１９８３ 

 エプロン・帽子…タカタスポーツ 

                        山田西いのこ谷バス停前    ＴＥＬ ６８７７－６２００    

                       

生活態度・生活習慣 

 生活態度のしつけについて 

依頼心の強い幼児から、学校という社会で生活する児童に成長していくのですから、自分 

で自分のことができる子どもにしつけていくことが大切です。 

また、集団生活をしていく上で、みんなと仲良く遊ぶことができるように、先生や友だち 

の話を聞くことができるようにしていくことが大切です。 

次の点に特に留意して、徐々に習慣づけておいてください。 

(1)生活習慣を規則正しく（自分のことは自分でできるように） 

①食事は時間を一定にし、好き嫌いをなくす。（給食を食べる時間は２５分くらい） 

②朝ごはんをしっかり食べる。 

③登校前になるべく大便をすませるようにする。 

④早寝早起きの励行。 

⑤服の脱ぎ着、洗顔、歯みがき、トイレの使い方、ハンカチ、ティッシュペーパーの用意な 

ど、平常の習慣が身に付くようにする。 

⑥自分の持ち物の整理、整頓ができるようにする。（学用品の出し入れ等も） 

(2)自分の名前をはっきり言えるように、また呼ばれたら「はい」と返事ができるようにする。 

(3)持ち物などに書かれた自分の名前が読めて、できれば書けるようにする。 

(4)交通ルールを守り、自分の家と学校の間を、ひとりで往復できるようにする。 

 

   健康面などで、配慮を要するお子さまは、必ず前もって学校にお知らせください。 

         

   記 名（持ち物すべてに） 

学用品や衣類すべてに記名してください。（えんぴつやクレパスなど、１本１本にも記名 

してください。油性ペンでお願いします。） 

 

登下校について 

(1)自分の家と学校の間を、自分で往復できるように、決めた道を通るように確かめてください。 

 （しばらくの間は、教員が近くまで送ります。） 

(2)交通事故に遭わないように、正しい横断・右側通行・飛び出さない等、交通ルールを守るよ 

 うにしてください。 

 

 



事務的なこと 

納入金 ～保護者に負担していただくお金～ 

教育活動に関する経費のうち、保護者の皆様にご負担をお願いしている教材費の一部や給食費は、

指定金融機関の「口座振替」により納入していただきます。 

 指定金融機関及び振替日 

 指定金融機関 振替期間  振替日 摘 要 

ゆうちょ銀行  ５月 ～ 翌年２月※ 

 

  毎月６日 

 (２回目15日) 

  休業日の場合は翌営業日 

※５月、12月、２月分は２ヶ月分の振替となります。 

  口座振替する費目 （平成２９年度） 

   給食費    ＰＴＡ会費  教材費    積立金   １か月合計 

１・２年 3,６５0円   200円(１会員) 

  400円(２会員) 

１000円  4８５0円 

５０５0円 

３・４年 3,７０0円   200円(１会員) 

  400円(２会員) 

１000円  4９００円 

５１０0円 

５年 

 

 

 

６年 

 

 

６年 

3,７５0円   200円(１会員) 

  400円(２会員) 

 

 

 

１000円 4月～7月は3000円 

（9月～3月は2000円） 

7950円(6950円) 

8150円(7150円) 

６年 3,７５0円 200円(１会員) 

400円(２会員) 

１000円 ２500円 ７４５０円 

７６５0円 

 備  考  会員１人につき200円 学習教材 

購入等 

林間学習   修学旅行 

卒業アルバム等 

振替手数料10円

が加算されます 

  ※兄弟、姉妹で本校に在籍しておられる場合、ＰＴＡ会費は上の学年の児童で徴収します。 

 給食費・教材費・積立金の返金 

学校行事等で給食をストップした場合は、その回数に応じた金額を、学年末に返金します。 

各学年教材費や６年生積立金も学年末に精算し、返金があれば給食費と同様に返金します。 

５年生積立金は学年末に精算し、次年度に繰り越します。 

  口座振替までの手続き 

    ①ゆうちょ銀行で口座を開設してください。 

     （ゆうちょ銀行に口座をお持ちの方は、その口座をご利用ください。） 

    ②「自動払込利用申込書」に必要事項を記入・押印の上、ゆうちょ銀行へ提出ください。 

  （自動払込利用申込書の用紙は学校にあります。） 

その他 

 日本スポーツ振興センター掛金(児童一人につき年額４６０円)は６月の口座振替で徴収します。 

校外学習等の費用は別途、集金させていただくこともあります。 

 

自動払込利用申込書 

給食費や教材費など学校で必要な費用を、口座振替で納入していただくためのものです。お子 

さまひとりに１部必要となりますのでご注意ください。 

 

 



①下の記入例に従って、必要事項をご記入ください。 

   ＊特に、「通帳記号」「通帳番号」や「おところ」「おなまえ」及びフリガナについてはお間違 

     えのないようご注意ください。また、「通帳番号」欄は右づめで記入し、前の余白には「０」  

  を入れてください。 

   ＊印鑑欄には、通帳にお届けの印章を１枚目だけでなく２枚目にも必ず押印してください。 

   ＊「ご契約者住所氏名」欄には、お子さんのお名前をお書きください。 

   ＊２人以上のお子さんが在籍の場合、「自動払込利用申込書」は１人のお子さんにつき１枚作   

   成してください。なお、その場合、通帳は共通のもので結構です。（卒業まで有効です。口座  

  を変更する場合は学校へご連絡ください。再度用紙を作成していただきます。） 

     ②提出先はゆうちょ銀行です。４枚綴りのままお出しください。学校には提出しないでください。 
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教科書・副読本 

教科書は無償（費用は国が負担）です。ただし、再給付はされません。紛失等した場合は購入 

していただくこととなります。２学年以上にわたって使用する教科書は特に注意が必要です。 

転校手続き 

校区外に転居する場合は、転校（転出）の手続きが必要です。転居が決まったら（予定でも） 

できるだけ早く学校へ連絡してください。転校に必要な書類の作成や、給食費等の精算を行います。 

校区内で転居する（した）場合は、新しい住所などを学校へ連絡してください。連絡帳で結構 

です。 

 

   転校手続きの流れ 

     ①市役所市民課または出張所で転出届けを出します。（市内転居の場合は転居届） 

        吹田市外は転居予定日の約２週間前から受付 

        吹田市内の場合は転居後14日以内に届け出 

     ②窓口で発行された「転学(出)通知書（赤色で印刷）」を本校へ提出します。 

         市内転居の場合は「転学(出)通知書（赤色で印刷）」「転入学通知書（黒色で印刷）」の２種

類発行されますのでご注意ください。 

     ③本校から「在学証明書」「教科用図書給与証明書」を発行します。 

     ④転出先の市役所等で転入届を出します。（市外転居のみ） 

         窓口の案内に従って手続きします。 

     ⑤転出先の学校に「在学証明書」「教科用図書給与証明書」「転入学通知書」を提出し、転入の手

続きをします。 

 

区域外就学（市外）・指定校の変更（市内） 

学期途中での転居や、自宅の建て替え工事で校区外に仮住まいする場合など、事情により区域外就

学や指定校の変更が認められることがあります。 

 

提出書類の書き方 

  安全カード  （詳細は１７ページ） 

安全カードは、お子さまのケガなどで緊急を要する場合、できるだけ早く処置できるように学 

校に常備しておくものです。（毎年提出していただきます） 

記入に際して、特にご注意いただきたい緊急連絡先欄①②③は、連絡時の優先順位でお書きく 

ださい。なお、連絡先に変更がありましたら、至急ご連絡ください。 

  

 児童調査票 

児童調査票は、学校側がお子さまの状況を十分に把握するためのものです。ご家庭での様子をお

書きください。 

 

 

 

 

 



就 学 援 助 費 制 度 に つ い て 
吹田市では、経済的理由により就学が妨げられることのないよう、市立小中学校に在籍する 

児童生徒の保護者に対し、学校で必要な学用品費、校外活動費等の援助を行っています。 

所得制限があり、生活保護世帯は対象になりません。 

くわしくは「平成３１年度(２０１９年度) 就学援助費 申請のしおり」をご覧ください。 

申請一斉受付  ＊窓口受付： 平成３１年４月１日（月）～４月３０日（火） 

吹田市教育委員会 学務課（市役所本庁舎 低層棟３階）にて 

（月曜日から金曜日） 受付時間：午前９時～午後５時３０分 

（土曜日）４月６日、１３日、２０日、２７日 受付時間：午前９時～正午 

＊日曜・祝休日（２９日）は窓口受付をしません。 

 ＊ 郵送受付： 平成３１年４月１日（月）～４月３０日（火）消印 まで 

必ず、特定記録郵便 または、 簡易書留 でお送りください。 

○ 随時受付期間  

＊窓口受付：平成３１年５月１日（水）～平成３２年３月３１日（火） 

（土曜、日曜、祝休日ほか市役所閉庁日は除きます） 

受付時間：午前９時～午後５時３０分 

＊郵送受付：平成３１年５月１日（水）～平成３２年３月３１日（火）消印まで 

※  随時受付の場合は、申請を受付けた月からの月割支給等の減額措置となります。 

 

新入学児童生徒学用品費の入学前支給について 
  

市立小中学校に入学を予定している児童生徒の保護者の方で、就学援助の認定基準を満たす世帯

を対象に、新入学学用品費を入学前の３月に支給します。 

中学校の新入学生の保護者へは、小学校６年生として認定された就学援助費の３月分に加算して

支給します。 

小学校の新入学児の保護者は、入学説明会の案内等と一緒に配布される申請書を、２月中に学務

課に提出してください。認定されれば３月中旬に指定口座に振り込みます。 

くわしくは申請書と一緒に配布される「申請のしおり」をご覧ください。 

 

就学援助費認定者への医療券（医療費援助）について 
  

就学援助費を申請され、認定となった世帯の小中学生の方が、下記疾病（学校病）の治療のため 

医療機関を受診する場合、保険証と医療券を併用することにより医療費が無料になります。 

 受診される前に、学務課に電話等で連絡し、医療券の発行を受けてください。 

☆対象となる疾病（学校保健安全法で定める疾病） 

トラコーマ、結膜炎＜アレルギー性は対象外。＞、白癬
はくせん

・疥癬
かいせん

  （白癬菌
はくせんきん

・疥癬菌
かいせんきん

による水虫）、 

膿痂疹
の う か し ん

（とびひ）、中耳炎＜急性や慢性・滲出性
しんしゅつせい

を問わず使用できます。＞、慢性副鼻腔炎（ちくの

う症）＜急性副鼻腔炎やアレルギー性鼻炎は対象外。＞、アデノイド、う歯
し

（むし歯：保険診療の

対象となる治療範囲）＜歯周病等の治療、歯磨き指導等の予防的処置は対象外。＞、寄生虫病（虫

卵保有を含む）    ※ これら以外の疾病では医療券の使用はできません。 

  くわしくは「平成３１年度（２０１９年度） 就学援助費 申請のしおり」をご覧ください。 

◆問合せ先  吹田市教育委員会 学務課 電話 ０６－６３８４－１２３１（代表）内線２８２３ 

 ０６－６３８４－２４５８（直通） 

 


