


本日の予定

時 間 内 容 場 所

14時45分～ 受付：就学通知書を提出の上，体育館へお進みください。 玄関ホール

15時～

入学説明会：『入学のしおり』に沿って説明します。

体育館
体験入学：５年生といっしょに活動します。

15時40分～
物品受け渡し：一括購入したものをお渡しします。
※一括購入物品を受け取られましたら，お子さまと合流し，
解散となります。
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令和５年度 入学式のご案内

１．日 時 令和５年４月６日（木） 受付 ９時～

開式 ９時30分～

２．場 所 藤井寺市立藤井寺西小学校 体育館

３．お知らせ ・式場では保護者1名が前方にてお子さまといっしょにお座りください。

なお，他の保護者の方は後方保護者席にお座りください。

・式後，体育館にて学級担任からの話・学年委員選出・教科書の配布等の説明をします。

その後，クラス写真撮影をします。

・当日欠席される場合は必ず9時までにご連絡ください。（TEL：939-7125）

また，発熱等体調が優れない方のご参列はご遠慮ください。
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入学するにあたって

学校生活

提出書類

支援学級
通級指導教室



１．本校の概要
（１）学校名 藤井寺市立藤井寺西小学校

（２）所在地 〒583-0024

藤井寺市藤井寺4-1-57

（３）連絡先 TEL：072-939-7125 FAX：072-939-7126

HP：https://fujinishi.com/

（４）創 立 昭和45年4月1日

（５）規 模 児童数 413名

学級数 1７学級（支援学級・通級指導教室）

教職員 27名
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１．本校の概要

（６）学校目標 『個性が伸びる学校』
【 目指す子ども像 】

○考える子…習得した知識・技能を活用し，主体的に学習に取り組む。

○優しい子…自分を大切にしながら人と関わり，生命や人格を尊重できる

豊かな感覚を持つ。

○元気な子…健康な体と健全な心で，何事にもチャレンジする。
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１．本校の概要

（７）日課表



２．入学に際しての心構えと準備

（１）基本的な生活習慣を身につける。

（２）自分の名前を言える。

自分の名前を読むことができる。

（３）住所（町名），電話番号，保護者の

名前が言える。

（４）左右の区別がつく。

（５）「はい」「いいえ」の返事が

できる。

（６）あいさつができる。

（７）相手の顔を見て話を聞くことができる。

（８）自分の気持ちや思っていることを話すことが

できる。

（９）順番やルールを守って，友だちと仲よく遊ぶ

ことができる。

（１０）食べ物を好き嫌いなく食べられる。

（１１）通学路を覚える。

（入学までに何度か歩く。）

（１２）交通ルールを身につける。



３．通学時の服装

【 衣服 】
自分で脱いだり，着たり
できる。
ポケットがついている。

【 名札 】
表裏回転するもの。
※登下校時は裏，校内では表にする。

【 帽子 】
登下校時には赤白帽
（体育時と兼用）を被る。

【 くつ 】
自分のサイズに合ったもの
で，運動しやすいもの。



４．SKYMENU

・クラス担任との健康観察を兼ねて出欠連絡やその他の連絡

・学校からのおたよりや連絡事項
登録や使い方につきましては，
入学式後に説明します。



５．準備するもの

・ランドセル

・えんぴつ５本

（２Ｂなど芯のやわらかいもの）

・赤えんぴつ１本

・消しゴム

・ふでばこ

（カン型やふくろ型などは不可）

・はさみ

・セロテープ

・上ぐつ

・体育館シューズ

・体操服（半袖か長袖，クウォーターパンツ）

・赤白帽子

・手さげカバン（体育用，図書用）

・自由帳（無地のページのもの）





６．学校で一括して購入する物品

〇学習…お道具箱，ソフト下敷き，ピグマックス細字（１２色）

ポケットファイル（Ａ４）

〇国語…かきかたえんぴつ（６Ｂ）

〇算数…ブロック，計算カード，時計

〇生活…『しぜんとともだち』（小冊子）

〇図工…クレパス２０色，油粘土・ケースセット

学用品や持ちもの，衣服（くつ下や

下着も含む）など，お子さまのすべて

の物に必ず名前・学級をひらがな・

数字で書いてください。



７．学校諸費

〇給食費

〇ＰＴＡ会費…ＰＴＡ活動の運営にかかる費用。会員（保護者）一人につき１５０円。

〇学年教材費…ドリル，実験材料費，校外学習費などの学習全般にかかる費用。

〇学校教材費…学校行事などにかかる費用。

〇児童会費…特別活動（あいまつり，なかよし広場など）などにかかる費用。

〇視聴覚費…芸術鑑賞（音楽，演劇など）などにかかる費用。



８．提出書類

（１）学校に提出する書類

①：個人票

②：健康管理カード

③：救急時・災害時における連絡カード

④：食物アレルギーに関する調査

⑤：通学路確認用紙

⑥：学年委員アンケート

（２）藤井寺市オンライン窓口から申請する書類

①：誓約書

②：日本スポーツ振興センター災害共済給付制度への加入

③：藤井寺市学習用タブレットＰＣ貸出承諾書

オンライン授業ライブ配信に係る承諾書

（３）郵便局に提出する書類

①：自動払込利用申込書



①：個人票

優先順位を記入してください

（１）学校に提出する書類



個人情報にかかわります。
忘れずに記入してください



②：健康管理カード

児童氏名・性別を記入してください



児童氏名・生年月日・性別

母子手帳を参考にして記入してください

どの項目にもあてはまらない場合
「上記の項目に該当なし」に〇をつけてください

１～６の項目を家庭で実施し
当てはまる項目に〇をつけてください。

該当がない場合は

「上記の項目に該当なし」に〇をつけてください



記入後は１年の欄の
保護者印のところに印鑑
を押してください

藤
西

藤西 花子

藤
西



③：救急時・災害時における連絡カード

２つある場合は、優先的に連
絡してほしい方を優先順位①
に記入してください。

勤務先が連絡不可の場合は
記入しなくて結構です。

災
害
時
に
引
き
取
り
者
の
確
認
で
使
用
し

ま
す
の
で
、
緊
急
連
絡
先
以
外
の
引
き
取

り
者
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。 その他の緊急連絡先には、保護者の

と連絡がとれないときに、連絡可能
な連絡先を記入してください。



通常よく受診している病院を書
いてください。
特になければ空欄で結構です。

３ケ所必ずご記入ください！



裏面に使用しない食品を
載せています！
確認をしてください。

④：食物アレルギーに関する調査票



⑤：通学路確認用紙



⑥：学年委員選出アンケート

【 留意事項 】
①：学年委員(３～４名)のうち，学年長を
１名選出します。
その学年長は運営委員となります。

②：学年長は運営委員経験者，未就学児
のいる家庭は免除となります。

※学年委員は翌年は免除となります。



①：誓約書

（２）藤井寺市オンライン窓口で申請する書類

②：日本スポーツ振興センター
災害共済給付制度への加入

③：藤井寺市学習用タブレットPC貸出承諾書
オンライン授業ライブ配信に係る承諾書



（３）郵便局に提出する書類

〇すでに口座をお持ちの方
→ 自動払込利用申込書の記入
通帳・印鑑・本人確認（運転免許証・マイナンバーカード
など）を持参

〇まだ口座をお持ちでない方
→ 自動払込利用申込書の記入
印鑑・本人確認（運転免許証・マイナンバーカードなど）
を持参

お子さまのお名前をカナ
でお書きください。
※セイとメイは一文字明けます。



支援教育ってなに？



小学校生活は…

増える運動量

大人数での
集団活動

多くの時間が
机に向かって
の学習になる



集団学習

担任の先生や専科の先生 子ども ３０名程度

教育課程にそって学習が進められていきます。

通常学級での学び



例えば…

学習場面やその他でも困っている

子どもは少なくありません

気持ちのコントロールが
できない

片付けができない

集団の中では話が
聞きとりにくい

交友関係が苦手

集中が
続かない

書くことが
苦手



気になることは、ありませんか？

学校ではどんな
サポートがあるの？

誰に相談したら
いいの？



こどもにとって一番よいと考えられる方法を

専門的な視点で保護者の方と一緒に考えていきます。

担任の先生以外にも・・・

特別支援教育コーディネーター
がいます！



相談が全てのスタート！

まずは…



教育相談
保護者・学級担任との面談

・気がかりなこと・困っていること

・こどもの様子（家で・学校で・生まれてから）

・こんなふうに成長してほしい！

特別支援教育コーディネーターによる見立て

サポート・支援の方向性



通常学級 支援学級

集団学習 個に応じた学習

子どもの学びの場



やまびこ学級での学び

• 小学校または中学校における特別支援学級に係る教育課程については

規定にかかわらず、特別な教育課程によることができる。

学校教育法施行規則昭和22年（文部省令第１１号より抜粋）

・一人ひとりに合わせた教科カリキュラムを
作り，学習を進めることができます。
・自立活動を行います。

つまり！



通級指導教室

通常学級

集団学習

支援学級

個に応じた学習

得意なことを活かし，苦手なことを
補ったり，改善するための学習

校内での支援



スマイル教室での学び

週に1・2時間程度「個別・少人数」指導で得意を活かし，

自分に合った学習方法を習得したり，苦手なことを克服する学びを行うことで

自分なりに解決できる力を育む場です。



おわりに

全ての子どもたちが
生き生きと学校生活を送れるように…


