
入学説明会

吹田市立吹田第三小学校



入学式
・日 時 令和５年４月７日（金）

・受 付 午前８時４０分～８時５０分まで

・開 式 午前９時３０分 時間厳守！ 保護者同伴

・持ち物 ①入学通知のはがき（受付で提示）

②スリッパ（保護者）

③上ぐつ（児童）

④教科書・学用品を入れる袋（大きめ）

＊感染症防止のため、必ずマスクを着用してください。

＊感染症防止のため、１家庭２名までの参列とさせていただきます。

小さいお子様連れはご遠慮ください。在校生も参加できません。



入学式当日の流れ
１ 受付① 【下足ホール前】 ※名簿配布、掲示はしません。

・入学通知のはがきを提示する。（確認後、返却）

・個票（クラス、番号等）を受け取る。

・上ぐつとはきかえる。

２ 受付② 【各教室前（C棟２階）】

・受付は学級別 組別の名札をつけ、子どもたちは、教室で待機。

３ 式場へ

・保護者の方は、お子様の机上にある、教科書、学用品、配布物を

すべて持って、式場（C棟３階 体育館）へ移動する。

４ 入学式

５ 式終了後

・子どもたちは、移動し、写真撮影、担任の先生と出会いの授業。

・保護者の方は、体育館で、学用品等の説明を聞いていただく。

クラス、番号、
下校ルートの確認を
お願いします！



学用品などの準備（P.２）

（１）無償配布されるもの

教科書・副読本

（２）学校で一括購入して配布するもの

①計算カード ②連絡帳 ③ノート類

④ねん土セット（ねん土、ねん土箱）

⑤ファイル ⑥クレパス ⑦名札 ⑧連絡袋

⑨でんぷんのり ⑩水のり ⑪ネームペン

⑫クーピー ⑬道具箱

すべてに
名前を記入して
ください！！



学用品などの準備
（３）ご家庭で用意していただくもの

【服装等】

□通学服（自由な服装）

①体育の服装

②帽子（校章入り、黄色）

□はきもの

（下ぐつ・③上ぐつ・④体育館シューズ）

⑤給食の服装（エプロンセット）

番号がついているものは、
あとで説明します。①～⑧



学用品などの準備
【学用品等】

□ランドセル等

⑥筆箱 □下じき □はさみ □粘土板

⑦手さげ袋

□布袋 ３つ（体操服用、 給食エプロン用、

⑧鍵盤ハーモニカホース用）

□靴袋 ２つ（上ぐつ用、体育館シューズ用）

□雑巾 ２枚



（３）ご家庭で用意していただくもの

①体操服（袋）

半袖は、校章の下
ズボン、赤白帽

すべてに名前を記入

た
た
ん
で
袋
へ



②黄帽 裏側に名前を記入

（３）ご家庭で用意していただくもの



③上ぐつ（袋） ＊白地のもの
足の甲のところと

かかとのところに
ひらがなで名前を記入

袋
へ

（３）ご家庭で用意していただくもの



④体育館シューズ（袋）
＊底が波型で

すべらないもの
足の甲のところと

かかとのところに
ひらがなで名前を記入

袋
へ

（３）ご家庭で用意していただくもの



⑤給食セット（袋）
【袋に入れるもの】
・エプロン
・帽子
・マスク
・マスク用の袋

（ジップロック等）

た
た
ん
で
袋
へ

（３）ご家庭で用意していただくもの



（３）ご家庭で用意していただくもの

⑥筆箱（箱型のもの）

【入れるもの】
・えんぴつ（２B) ５本
・赤えんぴつ １本
・消しゴム １個
（消しやすいもの）

※布や缶のものは
ご遠慮ください。



⑦手さげ袋
かけたときに、
40cmまでに
なるように！

前のスライドにある
①体操服の袋
③上ぐつの袋
④体育館シューズの袋
⑤給食セット

を、手さげ袋に入れます。

（３）ご家庭で用意していただくもの



⑧鍵盤ハーモニカホース用袋

1辺１５㎝程度の巾着袋

※個人の鍵盤ハーモニカを
使用する場合は、必要ありません。

（３）ご家庭で用意していただくもの



子どもたちの健康について
〈 保健室から >



不織布マスクの着用

汚れてしまったり、
落としてしまうこと
があります。

ランドセルに予備
のマスクをご準備
ください。

学校でいるときはマスクを着用します
（登校、下校も含めて）。

登下校時、給食、運動時など外で活動
するときは、マスクをはずします。

マスクをつけて生活する、練習をしておい
てください。

マスクをつけて生活する時間
が長くなります。

気分がわるくなったときは、
自分で伝えられるように練習
しておいてください。



健康観察カード

毎朝、家で健康観
察をします。

検温、健康状態を
記入して毎日学校
に持ってきます。



ケガをしたとき（P.10）

保健室での手当て

ケガの状態によっては、病院の受診が必要と判断します。
その際は、保護者の方に連絡をします。

保護者の同意がないと処置してもらえないことがあります（縫合の必要
なケガ、麻酔を使用する、歯の治療など）。

★ お子さまの不安を軽減するためにも、保護者同伴をお願いしていま
す。

★ 学校でケガをしたときは、自分で担任の先生に伝えるように指導を
します。
おうちでも話をしておいてください。



体調のわるいとき（P.10）

保健室での手当て

教室での経過検察、保健室での休養後、学校で過ごすことが難しい場
合は、早退（途中で帰る）になります。

早退は、必ず保護者の方のお迎えが必要です。
お子さまだけで下校することは、できません。

※ 感染症の状況によって、経過観察、保健室での休養せずに、
早退の判断をすることもあります。



安全カード

優先順位の順番に
書いてください。
※ 番号順に連絡を

とります。

① 母 携帯
090-

② 母 職場
090-

③ 祖母自宅



飲み薬について

1-1 すいさん たろう

（頭が痛いときの薬）
１回２錠

学校には内服薬はありません。
必要な人は自分で持ってきます。

持ってくる薬は、ジップロックに入れて、
名前を書いてランドセルのポケットに
入れてください。

★ 同じ薬を持ってきている児童が
います。



★ 下着
直接肌に身に着けるものなので、新しいもの
に着替えます。
新しいものを返却してください。

★ 服
洗濯をして返却してください。

★衣類が汚れてしまった場合は、
ご家庭で洗濯をお願いします。

（洗濯せずに袋に入れて持って帰ります）

貸出衣類について 低学年の間は、トイレに間に合わな
かったり、失敗することがあります。

体調がわるくなって、嘔吐して服が
汚れてしまうこともあります。



食物アレルギーへの対応について（P.1３）

学校給食を安全に提供するために
全員に食物アレルギーの確認を行
います（入学説明会の日に提出）。

この用紙に基づいて、個別に対応
していきます。



★ かかりつけの医師の
診断を受ける。

★ 書類の提出が必要。

《 学校給食 》

・ 卵、乳・乳製品、小麦の一部 除去食

・ アレルギー食品を含むおかずの欠食
（必要に応じて代替食を持参）

※ 給食に提供されない1３品目にアレルギーが
ある場合は、書類の提出は必要ありません。
令和5年度より山芋が追加され、1３品目に
なります。

個別の対応

入学までにご準備いた
だく書類があります。
本日、お渡しします。

《 学校給食以外 》

・ 校外学習、調理実習等
アレルギー担当、担任と行事前に相談。



１．配信情報の内容について

○突発的な事象が発生したとき（自然災害や不審者情報、学校行事の変更、学級閉鎖時など）

○学校やPTAからのお知らせ

メール情報配信システム

『ミマモルメ』の登録について

２．メール受信登録について
○『無料の一斉メールサービスの登録』をお願いします。

（『登下校メールサービス』はオプションの有料サービスとなるので、

必要な方のみご登録ください。）

○在校生にきょうだいがいても、必ず両方の学年で登録をしてください。

（学年のみに配信する場合もあります。）

登録について詳細は同封のチラシをご覧ください。
無料メールサービスは、本日、登録をお願いします。



ミマモルメの登録の仕方
①QRコードを

読み取る

②メールアドレスを登録後、

認証キーを入力する。

③お子様の情報を

入力していく。



③続き

お子様の情報を入力していく。

④新規の申し込みをチェックし、

確認ボタンをおす。



ご不明のことがありましたら
遠慮なくご質問ください。

問い合わせ先（電話番号）

０６－６３８１－０４１３
※午後5時までの受付になります。

※この資料のカラー版はHPにアップします。


