
入学説明会

令和４年２月1日（火）～１８日（金）

吹田市立佐竹台小学校



入学説明会次第

・校長 あいさつ 学校紹介

・教頭 書類の確認、入学式、学校のきまり

・1年担任 学用品・学校生活について

・養護教諭 給食について 保健について

・事務職員 事務について

・教頭 PTA活動について

・登下校管理システム「ツイタもん」について



学校教育の役割



令和二年度佐竹台小学校
グランドデザイン

《本校教育目標》

自分の力で未来を拓く子どもの育成

《めざす教師像》

「Be Positive Be Creative」
向上心に燃え、指導力を磨き、
子ども達から信頼される教師

《めざす学校像》

一人ひとりが輝き、笑顔あふれる学校

《めざす子ども像》

さ

た

け

さいごまでやりぬく子

たくましく生きる子

げんきにあいさつができる子
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学校の規模
令和３年度

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ひまわり 合計

クラス数 ４ ４ ４ ４ ４ ５ ９ ３４

令和４年度

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ひまわり 合計

クラス数 ４ ４ ４ ４ ４ ４ １０ ３４

１・２・３年生は３５人学級、４年生以上は４０人学級



１年生の時間割の基本
（令和３年度）



様々な教育活動

●校内研究教科：国語科

「考えたい、伝えたい」と思う授業

●学校行事

運動会（6月）

音楽会・図工展等

●宿泊行事

５年：林間学習

６年：臨海学習、修学旅行

令和４年度

年間行事予定については
３月中旬ごろホームページにアップします。



学校生活アンケート（年3回）

学級懇談会
個人懇談

学校公開
学校教育アンケート

いじめ防止週間
（児童会）

いじめ防止授業
トリプル・チェンジ





お子様のご入学を
心からお待ちしております。

吹田市立佐竹台小学校
校長 西岡 孝



≪入学式について≫ P3

•日 程 令和４年(202２年)４月7日（木）

※クラス名簿配布 ８時３５分より

•受 付 ８時４５分から９時１５分まで時間厳守

低学年下足ホール

保護者同伴（各家庭1名）

•開 式 ９時３０分

•式 場 吹田市立佐竹台小学校 体育館

※保護者の方は受付後９時２０分までに 体育館へ

児童は教室にて出席確認、トイレ後並んで入場



≪入学式当日の持ち物≫

•就学通知書（吹田市教育委員会から郵送）

※受付で確認後返却致します。

（再発行されませんのでご注意ください。）

•提出書類を入れた封筒（学校用、PTA用）

•児童用上ぐつ、保護者用上ばき（スリッパ）

•教科書・学用品を持ち帰る袋

• お子様にはハンカチを持たせてください。



学校のきまり P11
・登校時間を守る。（８：００～８：２５）

8時より前に登校しない

・決められた通学路を通る。

・登下校は通用門（運動場側）を通る。

・いったん学校に来たら、

忘れ物があっても取りに帰らない。

・学習に必要なもの以外は持ってこない。

・下校後はまっすぐに家に帰る。



下 校 時 刻 P10
5時間の日 １４：３０～４５

4時間の日（おもに月1回水曜） １３：２０～３０

6時間の日 １５：２０～３５

他にクラブ（4年生以上）の時程や短縮時程あり

※登下校管理システム 「ツイタもん」

○ICタグによる登下校の把握
○全校メール配信システム
学級閉鎖 不審者情報 急な変更等



学校生活について

吹田市立佐竹台小学校



①登下校

②学校生活

③学習

④友だちとの関係

⑤給食

⑥そうじ

⑦下校後 お家で

１年生の学校生活の流れに沿って



①登下校

•基本的に１人でも往復できるように

•防犯上１人で登下校することのないように

• ８時～８時２０分の間に登校

•下校の時刻は決まっている

遅い場合 → お迎え 学校に連絡



下校の様子



入学後３日間

グループで下校

ぼだい池直進

校門を左

校門を右

わかたけ

※自分のグループを覚えておく



下足ホールにて

•靴の履きかえ

•靴をそろえる



•傘の開閉 巻き取り



② 学校生活

•服 動きやすいもの

着替えやすいもの（体育のある日）

•自分の服がわかるように

※名前を書く

•服をたたむ



•靴をそろえる

•整理整頓 お道具箱・筆箱・ロッカー

給食服・体操服

•片付け・準備



低学年トイレ



③学 習

学習指導要領に沿った教科学習

ペア学習・グループ学習

家庭学習の重要性

「学校で学び、家庭で身につける」



④友だちとの関係

•集団だからこそ学べること

得られるものがある

•お互いを知っていき

安心して過ごせる場所になる



休み時間の運動場



子ども 担任 保護者の信頼関係

•子どもの話 わからない

気になる → 担任に

•悪口は言わない



⑤給 食
• 食べる量 自分で調節

• 好き嫌い 少しでも減らす 食べる前に調節

• スピード ２０～２５分
おしゃべりをせず、静かに食べます。

ご家庭でも練習を

• アレルギー 個別に対応

※牛乳キャップ



⑥そうじ

•台ふきんの使い方

•ほうきの使い方

•雑巾の使い方 絞り方

ご家庭でも機会を作りましょう

※いろいろな経験をさせましょう



そうじの時間



そうじの時間



⑦ご家庭で
•子どもの話を聞く

•生活リズムをつける

•あいさつを習慣づける

•ほめることが基本

•プラス思考で対応



子育ての心配・不安
・教育相談員
・スクールソーシャルワーカー
・特別支援教育コーディネーター

いつでも ご相談下さい



小学校生活スタートのために

（１） 生活面
「自分のことは 自分で」

（２） 学用品などの準備のこと



（１）生活面
「自分のことは 自分で」
① 名前を見つけ、机に荷物を置く

② ランドセルから 荷物を取り出す

③ ロッカー、机の中の整頓

④ 着替え（服をたたむ）

⑤ 配膳、自分で食べる

⑥ プリントを 半分に折る

⑦ 帰りのしたくをする
生活面が学習の土台になります！少しずつスピードアップ！



① 名前を見つけ、机に荷物を置く

さ
た
け

た
ろ
う



② ランドセルから 荷物を取り出す



③ ロッカー、机の中の整頓

入れる向きや
入れるものも
そろえます。

お道具箱



お道具箱



名札



④ 着替え（服をたたむ）
体操服・エプロン

ぬいだら たたみます。



（２）学用品などの準備
（１）鉛筆（２Ｂ ５本）、赤鉛筆、

消しゴム、筆箱、プラスチック下じき

（２）はさみ、ねんど板

（３）上ぐつ、体育館シューズ

（４）★体操服、★ハーフパンツ、★赤白帽

（５）★給食用エプロン、★帽子、ガーゼマスク

（いずれも白色無地のもの）

（６）布袋を4種類〈市販のものでも結構です〉
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筆箱

物の管理がしやすい、
箱形のものがおすすめです。

さ
た
け

た
ろ
う

下敷き



なんでもバッグ

教室横のフックにかけます。

うわぐつ
体操着
エプロン
を入れます。



４２ｃｍ
以内

手さげのひも
床につかないように



持ち物には、必ず
ひらがなで名前を書いてください

体操服もわすれずに。

さ
た
け

じ
ろ
う

さ
た
け

た
ろ
う



ブロックにも一つ一つ

名前は１枚１枚に



学校給食について

P17



給食の内容

コッペパン
牛乳

五目うどん
白菜の煮物

ごはん
牛乳

ひじきの炒め煮
肉じゃが



配膳について



安全でおいしい給食のために

•アレルギー対応

鶏卵・うずら卵・牛乳・乳製品の除去食を実施

除去食 牛乳入り

https://school.sedoc.ne.jp/member/modules/myalbum/photo.php?lid=13144&referpage=index


給食で提供されないもの

•そば、ピーナッツ、アーモンド、

カシューナッツ、くるみ、あわび、

いくら、キウイフルーツ、バナナ、

まつたけ、

•生で食べる果物（みかん・ポンカン
は除く）

•加熱していない野菜と果物



小学校入学までに・・・

• エプロンの着脱

•食べることに集中する時間

•早寝・早起き・朝ごはん

・・・規則正しい生活を

•食べたことがない食材に挑戦



保健室からのお知らせ

P14



「安全カード」

病気やケガの時は
安全カードを見て、

連絡します。



必ず連絡がとれるように

・早退する場合には必ずお迎えに
来てもらいます。

・職場の番号を記入して下さい。
・電話番号に変更がある場合は
その都度、担任にお知らせ下さい。



病院の受診について

緊急で病院を受診する事もあります。

保護者の方に、付き添いをお願いします。

※学校の管理下でのケガは

日本スポーツ振興センターの対象になります。

保護者の承諾がないとレン
トゲン・ＣＴをとってもら
えない病院もあります。



保健室でこんなことは出来ません！

・内服薬はありません

・継続した手当ては出来ません(治療は病院へ)



事務手続きについて P19～
◎学校納入金
①給食費

低学年4,000円 中学年4,050円 高学年4,100円

※アレルギーによる欠食は減額

②教材費 1,000～2,500円 （4月にお知らせ）

※１年生の４・５月は7,000円

③積立金 2,500円 宿泊学習 卒業アルバム代等

④日本スポーツ振興センター掛け金（年額） 460円



・指定金融機関 ゆうちょ銀行

・振替期間

５月～翌年２月（４月分は５月、３月分は２月に）

・振替日

各月４日 前日までに入金を

※４・５月分は５月 ２・３月分は２月に振替

振替できなかった場合は現金をご持参頂きます。

＊吹田市の就学援助費制度（P21）

「就学援助費 申請のしおり」参照



◎教科書について

P20

・紛失した場合購入が必要

・転校先でも使用（市内は全て）

大切に保管を！

◎転校・転居

・学校と役所での手続きが必要

・決まりしだい連絡を（予定でも）

・校区内の転居は新しい住所を連絡



PTA活動について



登下校管理システム
ツイタもんについて



佐竹台小学校への

ご入学を お待ちしています


