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■日本的学校制度和手续等

○关于日本的学校制度

（１）迁入后的学校

中野区教育委员会规定了各个区立小学、初中的上学区域。根据居住的地

址指定入学的区立学校。

◇经判断需要在健康、上学、家庭情况上对学校生活进行特殊考虑的，可以变

更指定学校。

（２）希望入读区立小学、初中时的手续

“外国人就学申请”

入学手续首先请携带护照、在留卡，再向中野区教育委员会学事系(中野

区政府 5楼 12 号窗口)咨询。将询问您孩子的日语理解程度和家长的希望等

内容。

之后，由学事系介绍的学校进行面谈，决定学校。通常进入与学龄相当

的年级，考虑到语言能力等需要进行培训时，也可与校长咨询后降低年级入

学。

日本的学校规定，小学 6年、初中 3年的 9年期间为义务教育。

外籍人士虽没有入读区立小学、初中的义务，但处于日本义务教育年龄(6

岁～15 岁)的人可申请就读。
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□关于对外国人儿童・学生等的支援（表）

◆入学手续

◆入学前的支援

◆入学后的支援

在户籍居民课(区政府 1楼)办理迁入手续后，在学校教育课(区政府 5楼)填写

“外国人就学申请”，办理入学手续。

※根据需要，对您孩子的日语理解程度和学习的相关情况，由指定学校校长进

行面谈。

面谈后确定迁入入学的日期。

〇如有需要，可由教育支援室提供入学支援。

入学等说明

与学校的日程协调、入学时的同行

１ 日语指导员等派遣事业（最多 80 小时）＜日语指导＞

向学校派遣日语指导员，单独进行日语指导

２ 教育支援室面向外国儿童・学生等进行学习指导（每周 1～2天）

学习补充和升学咨询等（初中生为每周星期二、四，小学生为每周星

期三的下午）

３ 外国儿童・学生等支援员工派遣事业（1年 24 次左右）

在午休和加餐时派遣区内大学的外国人留学生，与外国儿童・学生进行

谈话（在学校每周 1～2次，各 1～2小时左右）
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○次年成为 1年级新生的儿童

对于次年将成为小学 1年级新生的外籍学生家长，10 月左右教育委员会将

寄送入学手续的指南。完成了外国人入学手续的学生，12 月左右由教育委员会

寄送“就学通知书”(指定入学学校的通知书)。

○希望入读区立初中时

居住在日本国内的外籍儿童，要想进入区立初中，必须完成小学课程。

在国际学校和民族学校等各类学校上学的人，由于无法认定完成了小学课

程，即使从该类学校毕业也不能进入区立初中。

◇即使进入了区立小学等，想要进入区立初中时，需要再次提交“外国人就

学申请”。

（３）入学时及入学后的支援 ～日语学习支援等～

◇教育支援室

经申请，可在入学指南的说明、学校的事前咨询、插班编入的第一天与儿

童·学生(家长)同行(陪同入学)等方面提供支持，以便顺利的编入学校。

另外，作为面向外国儿童、学生的学习指导（每周 1～2天)，初中生每周

星期二、四，小学生每周星期三下午(15:00～17:00)对其提供学习补充和升学

的咨询等。
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◇日语指导员的派遣

对于学校生活中需要日语指导的儿童，将向学校派遣日语指导员，对家

庭、学校的辅助联络、日语指导、日语教材制作等进行支援。（可利用的时间

最多为 80 小时）

◇儿童日语班级（小学生）・日语指导集中教室（初中生）

会场：中野 ZERO 西馆

日期：小学生 每周星期二、四 16 点 15 分～17 点 50 分

初中生 每周星期三、五 9点 00 分～11 点 50 分

主办：中野区国际交流协会（ANIC） 电话 03-5342-9169

◇初中夜间学级（有日语学级）

（中野区内没有，详情请咨询下表的各学校）。

以超过日本义务教育的就学年龄，未完成义务教育的人为对象，开设有初

中夜间学级。该夜间学级以日语能力不足的人为对象，为了让其掌握日语能

力，便于理解课程，扫清日常生活中的障碍而开设了日语学级。
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■夜间初中一览

■致小学一年级新生的各位家长

（１）入学手续等

◇就学时体检

以预定进入区立小学的儿童为对象，10 月和 11 月入学时进行体检。就诊

学校为现在居住地的指定校。

办理了外国人入学手续后将向对象家长发放通知。

为了健康地度过小学生活，将确认预定入学的孩子身心健康状态，并根据

需要推荐进行治疗。

学校名称 所在地 电话 日语学

级

足立区立第四初中 足立区梅岛 1-2-33 03-3887-1466 〇

八王子市立第五初中 八王子市明神町 4-19-1 0426-42-1635

葛饰区立双叶初中 葛饰区花茶屋 1-10-1 03-3602-7979 〇

墨田区立文花初中 墨田区文花 1-22-7 03-3617-1562 〇

大田区立糀谷初中 大田区西麹谷 3-6-23 03-3741-4340

世田谷区立三宿初中 世田谷区太子堂 1-3-43 03-3424-5255 〇

荒川区立第九初中 荒川区东尾久 2-23-5 03-3892-4177

江户川区立小松川第二初中 江户川区平井 3-20-1 03-3684-0745 〇
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◇就学咨询（就学地的咨询）

就学咨询中，根据儿童的特性和状态，由就学咨询专员和家长一起考虑有

关学校生活所需的必要支援以及更合适的就学地。希望申请东京都立特别支援

学校或中野区立学校的特别支援学级时，请务必咨询。

担当 中野区教育委员会 儿童特别支援课

◇入学手续

外国人入学手续

10 月前后教育委员会将寄送入学手续的介绍。请在教育委员会学事系的窗口

办理手续。

「就学通知书」

办理了外国人入学手续的人，12 月前后教育委员会将寄送“就学通知书”

（指定入学学校的通知书）。记载有入学学校名称和入学典礼的日期。同时附有

入学说明会的介绍，敬请确认。

◇放学后的场所

中野区设置了儿童馆、儿童广场、学童俱乐部作为小学生放学后的场所。设

置场所、利用対象和利用申请手续请分别咨询各设施。

担当 中野区儿童教育部育成活动推进课
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（２）准备开始学校生活 ～致小学一年级新生的各位家长～

进入小学时，请事先进行准备，让儿童做好以下事项。

◎关于生活

○可独自完成学校的准备。

○可独自完成用具的拿放。

○可独自完成穿衣服。

○早睡早起……每天的生活时间基本固定。

○可在 20 分钟左右吃完饭。

○可独自上厕所。

○可做好身边事物的整理整顿。

◎关于健康

○存在蛀牙、眼耳鼻等疾病时请在入学前治疗。

○充分保证睡眠。

○必须要吃早饭。

○就餐后养成刷牙的习惯。

◎关于问候寒暄

○可大声的回应，问候寒暄。

（例如：可表达是的（好的）、早上好、谢谢、再见、对不起、晚安等）

○可倾听谈话。

○可表达必要的内容。
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◎关于学习

○可读出自己的名字。

○可书写自己的名字。

◎关于交通

○可遵守交通规则行动。

■入学时的烦恼、困难事项 Q＆A

（１）入学前 学校信息、咨询窗口、手续、准备物品

Ｑ1：想让孩子就读学校时在哪里可获得学校的信息？

Ａ：请浏览中野区教育委员会主页或各个学校的主页。

Ｑ２：想让孩子就读学校时去哪里咨询？

Ａ：关于入学的咨询和手续，在中野区政府 5楼 12 号窗口（教育委员会事务局

学校教育课学事系），工作日的上午 8点 30 分至下午 5点受理。

Ｑ３：进入学校的手续需要什么物品？

Ａ：申请区立小学、初中的入学手续，首先请携带儿童的护照、在留卡，前往

教育委员会学事系咨询（询问儿童的语言能力和家长的希望等）。
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Ｑ４：为了办理各项手续，与教育委员会的工作人员对话需要翻译时怎么办？

Ａ：区政府 5楼窗口和各学校设有翻译机。因可对应语言的有限，可能无法提

供服务。此时请由会日语的朋友等同行前来办理。

Ｑ５：进入中野区的学校时，准备物品需要多少金钱？

Ａ：不同学校的金额不同，请直接向学校咨询。

Ｑ６：必要物品在哪里可以准备？

Ａ：教科书由学校发放。其余由家长负担。详情请直接向学校咨询。

Ｑ７：区立学校有制服吗？

Ａ：中野区的区立小学未指定制服。区立初中有指定制服。

Ｑ８：可以选择想去的学校吗？

Ａ：根据儿童·学生的住址指定入学学校，因健康、上学、家庭情况等经判断需

要特别照顾时，可以变更入学学校。
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（２）学校生活 翻译、日语教室、活动

Ｑ９：因不太懂日语，儿童在上课时无法理解，感到困扰。同时家长无法理解学

校的联络事项也感到棘手。此时可以提供翻译服务吗？有无学习日语的地

方？

Ａ―１：关于翻译

在区立小学·初中上学的儿童·学生，可享受“日语指导员等派遣制

度”。获得学习支援、翻译学校向儿童·学生或家长发送的联络事项等服

务。

根据校长的申请由教育委员会派遣。派遣时间有限制。

Ａ―２：关于日语教室

中野区国际交流协会（ANIC）以在区立小学·初中上学的儿童和学生为

对象，每周开办 2天的日语指导教室。

Ｑ10：希望获得１年间的活动预定表。

Ａ：１年间的流程如下所示。详情的活动预定表请从学校领取。无法阅读日语

时，对于重要的活动等内容，可请上述的翻译人员翻译。
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Ｑ11：入学后家长有无了解学校的机会？

Ａ：有以下机会。

①家长会

召集年级和班级的家长开会，与班主任沟通儿童的学习、家庭的生活等情

况。

②学校公开日·周六课程：８月·３月以外，原则上每月第二个星期六（因学校

而异）可以参观上课和休息期间的情况。

③个人面谈

家长和班主任谈话。根据年级情况， 也可能会家长、班主任、孩子３人一

起谈话。

4 月～７月下旬

前期（前半）

○入学典礼 ○开课仪式

○身体检查

７月下旬～８月末

暑假

休息约 40 天。布置暑假作业。

学校游泳池提供游泳的指导。

９月～１０月中旬

前期（后半）

○运动会、学习发布会、展览会

○结课仪式

１０月第２周的周末

秋假
前期与后期之间休息２～３天。

１０月中旬～１２月

下旬

后期（前半）

○开课仪式

年末年初

寒假
休息年末年初的约 10 天。布置寒假作业。

１月上旬～３月下旬

后期（后半）
○结业仪式 ○毕业典礼

３月下旬～４月上旬

春假
该假期结束后，４月起升一年级。



14

（３）加餐

Ｑ12：因宗教上的理由，加餐中有不能吃的食物时怎么办？

Ａ：因宗教上的理由有不能吃的食品等时，请利用一年级新生的家长会等在入

学前向学校申报。可去除不能吃的食品后提供加餐。

Ｑ13：因过敏而无法吃加餐食品该怎么办？

Ａ：请利用一年级新生的家长会等在入学前向学校申报（食物过敏时需要主治

医生的诊断书）。届时请告知无法吃的食品、加热状态、分量及摄取频率。

Ｑ14：平时的主食不是米饭，加餐是怎样的？

Ａ：区立小学、初中现在加餐的主食大致为米饭每月 14 次，面包 3次，面食

（乌冬、中式汤面、意大利面）3次。米饭日无法提供面包等。

（４）教材费、加餐费

Ｑ15：生活比较困苦，加餐费和教材费等有无支援？

Ａ：设有对学习用品、加餐、学校活动等费用进行援助的“就学援助”制度。

家庭成员的所得合计额在标准额范围的家庭属于对象。有需求时请向学校提

交申请书。
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（５）安全・上学 在上学途中、学校内受伤

Ｑ16：上学放学是否安全？

Ａ：考虑到上学放学的安全，各个小学规定了指定路线。

Ｑ17：从家到学校较远，可以骑自行车前往吗？

Ａ：为保证安全，禁止骑车上学。

Ｑ18：在学校不舒服了怎么办？或是在学校受伤后能进行应急处置吗？

Ａ：请告知老师。可以在保健室休息或是在保健室应急处置。根据情况可能会

联系家长或前往医疗机构就诊。回家后再去接受医生治疗时请告知学校。

Ｑ19：在学校受伤时的费用谁支付？

Ａ：在学校受伤时，先在医院暂时自费负担费用，然后向灾害共济给付金提交

申请，后日由体育振兴中心通过学校返还支付的医疗费。详情请向学校的养

护教导员咨询。
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（６）课程・学校教育・成绩评价

Ｑ20：在学校的课程中，例如不会游泳或音乐等时怎么办？还有，学习落后时有

无特别教育？担心能否跟上课程，不知道有无问题。

Ａ：因为学习的内容和以前不同，故很多人存在不安或困惑。首先请向学校咨

询学习的相关方针和具体方法。存在语言问题时，请和能翻译的人一起加入

交谈。可以活用经学校判断后派遣的日语指导员。

此外，教育支援室放学后可对学习或作业中的不懂之处进行辅导，每周提

供 1～2次。有需求时请向学校的老师咨询。

Ｑ21：成绩如何评价，如何打分？

Ａ：各学校制作有评价计划和评价标准，根据其进行评价。

（７）心理烦恼、问题的咨询

Ｑ22：在学校生活和上课中，对于老师和同学的关系感到烦恼时向哪里咨询为

好？

Ａ：儿童因人际关系感到烦恼，或遭受到人权方面的言行侵犯时，请立即向学

校咨询。以班主任、校长、副校长为首，包括其他教职人员在内将了解情

况。各小学、初中将派遣学员咨询员和心理教室咨询员。每周会前往学校数

次，提供咨询。其他还可向中野区的教育咨询室或教育委员会咨询。
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■儿童相关烦恼的咨询处

因儿童性格、学业、身体发育等产生烦恼时，请提早与学校老师联系后向

专门机构咨询。

教育咨询

对于儿童的性格、行动、学业、升学方向、适应性、身体发育等教育相关的

问题提供咨询

当面咨询 03-3385-9313、 电话咨询 03-3385-8001

咨询日 每周星期一～星期五（节假日除外）

受理时间 上午 10 点～下午 5点

地点 中野区教育中心

中野区儿童家庭支援中心

作为中野区儿童及其家人的相关综合窗口，提供未满 18 岁的孩子及其家人

的各类相关咨询。

电话 03-3228-7867

咨询日 每周星期一～星期五（节假日除外）

受理时间 上午 8点 30 分～下午 5点

地点 中野区新井 1-9-1（旧中野区工商会馆 1楼）
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杉並儿童咨询所

对于儿童的性格、行动、学业等以及升学方向、适应性、身体发育等教育相

关的问题提供咨询。

电话 03-5370-6001

咨询申请日 星期一～星期五（咨询日·和担当者决定。）

※星期六、日、节假日的紧急场合 东京都儿童咨询中心（03-5937-2330）

受理时间 上午 9点～下午 5点

地点 杉並区南荻窪 4-23-6
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■中野区的区立小学一览（截至 2020 年 4月）

学校名称 所在地 电话

１ Momozono Dai-ni 6-13-1 Nakano 3363-0661

２ Tonoyama 1-49-1 Chuo 3363-0461

３ Yato 1-26-1 Nakano 3361-3645

４ Nakano Hongo 4-27-3 Honcho 3381-7255

５ Egota 2-13-28 Egota 3385-0411

６ Saginomiya 3-31-4 Saginomiya 3330-7371

7 Keimei 1-18-1 Yamato-cho 3330-2325

8 Kitahara 6-30-6 Nogata 3330-2411

9 Ehara 1-39-1 Ehara-cho 3951-5880

10 Musashidai 5-1-1 Kami-Saginomiya 3999-1655

11 Nishi-Nakano 3-9-2 Shirasagi 3330-3125

12 Kami-Saginomiya 1-24-36 Kami-Saginomiya 3926-6381

13 Toka 5-43-1 Chuo 3381-7251

14 Hakuo 1-2-28 Kami-Takada 3389-0561

15 Heiwa-no-Mori 3-29-1 Arai 3389-1451

16 Midorino 1-17-1 Maruyama 3389-2351

17 Minamidai 3-44-9 Minamidai 3381-7257

18 Minamino 4-27-11 Yayoi-cho 3381-7250

19 Mihato 4-26-5 Yamato-cho 3330-1425

20 Nakano Dai-ichi 1-25-1 Yayoi-cho 3372-2326

21 Reiwa 5‐35‐3 Kami-Takada 3389-1461
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■中野区的区立初中一览（截至 2020 年 4月）

学校名称 所在地 电话

１ Dai-ni 5-25-1 Honcho 3382-7151

２ Dai-yon 1-1-18 Wakamiya 3330-5325

３ Dai-go 4-28-1 Kami-Takada 3389-2341

４ Dai-nana 2-9-11 Egota 3389-4171

５ Dai-hachi 4-7-3 Saginomiya 3330-7571

６ Kita-Nakano 5-7-1 Kami-Saginomiya 3999-3415

７ Midorino 1-1-19 Maruyama 3386-5423

８ Minami-Nakano 5-22-17 Minamidai 3381-7277

９ Nakano 4-12-3 Nakano 3389-1471

10 Nakano-Higashi 5-12-1 Higashi-Nakano 3362-5236
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■資料 学校で使う用語例（日本語）

こくご

国語
 か てい か

家庭科
しゃかい

社会
たいいく

体育
さんすう

算数
がいこくご かつどう

外国語活動
りか

理科
がいこくご

外国語
せいかつ

生活
どうとく

道徳
おんがく

音楽
そうごう てき がくしゅう じかん

総合的な学習の時間
ずが こうさく

図画工作
とくべつ かつどう

特別活動

こうちょう せんせい

校長先生
ほけん せんせい

保健の先生
ふく こうちょう せんせい

副校長先生
そうだんしつ せんせい

相談室の先生
たんにん せんせい

担任の先生
しゅじ

主事さん

こうもん せいもん

校門・正門
としょしつ

図書室
こうしゃ

校舎
きゅうしょくしつ

給食室
こうてい

校庭
ろうか

廊下
きょうしつ

教室
たいいくかん

体育館
こうちょうしつ

校長室
しょうこうぐち

昇降口
しょくいんしつ

職員室
ばこ

げた箱

べんとう

お弁当 しおり
すいとう

水筒
きが

着替え
しきもの

うわぎ

上着
おてふき・おしぼり

あまぐ

雨具
リュックサック

お

置きがさ

きょうか りょういき

■教科・領域など
にほんご、ことばなどについて、べんきょ
うします。

ぬのをぬったり、りょうりをしたりして、べ
んきょうします。

すんでいるまち、にっぽんのれきしなど
について、べんきょうします。しょうがく３
ねんせいからはじまります。

うんどう、けんこうなどについて、べん
きょうします。

かず、かたち、けいさんなどについて、べ
んきょうします。

えいごをはなしたり、きいたりして、べん
きょうします。

しぜん、どうぶつ、しょくぶつなどについ
て、べんきょうします。しょうがく３ねんせ
いからはじまります。

えいごをはなしたり、きいたり、かいた
り、よんだりして、べんきょうします。

みじかなまち、しぜんについて、べんきょ
うします。しょうがく１・２ねんせいでべん
きょうします。

じぶんのきもちやかんがえについて、は
なしたり、きいたりして、べんきょうしま
す。

うたったり、がっきをえんそうしたりして、
べんきょうします。

じぶんでかんがえたことについて、しらべ
たり、たいけんしたりして、べんきょうしま
す。

ものをつくったり、えをかいたりして、べ
んきょうします。

がっきゅうやがっこう、ともだちなどにつ
いて、べんきょうします。

ねんせい せいかつ しゃかい りか

★３年生になると「生活」がなくなり、「社会」と「理科」になります。
ねんせい がいこくご かつどう ねんせい がいこくご がくしゅう

★３・４年生は「外国語活動」、５・６年生は「外国語」の学習をします。
せんせい

■先生
がっこうをだいひょうするせんせいです。

けがやびょうきのときに、みてくれるせん
せいです。

こうちょうせんせいのつぎに、がっこうを
だいひょうするせんせいです。

なやみがあるときに、はなしをきいてく
れるせんせいです。

がっきゅうをたんとうするせんせいです。
そうじやしゅうりなど、がっこうぜんたい
のしごとをしてくれます。

がっこう しせつ

■学校の施設
がっこうのいりぐちにあるもんです。

たくさんのほんがあるへやです。ほんを
かりることができます。

がっこうのたてものです。 きゅうしょくをつくるへやです。

そとでたいいくやうんどうをするひろい
ばしょです。

きょうしつときょうしつをつなぐみちで
す。

がっきゅうのともだちやせんせいが、
いっしょにかつどうするへやです。

たてもののなかにある、たいいくやうん
どうをするへやです。

こうちょうせんせいがいるへやです。
がっこうのいりぐちにあります。くつをぬ
いだり、はいたりするばしょです。

せんせいたちがいるへやです。 くつをいれるたなです。

どうぐ

■道具
いえでつくって、もっていくごはんです。

えんそくなどのよていやもちものなどが
のっているちいさなてがみです。

のみものをいれて、もっていくどうぐで
す。

ふくがよごれたときに、じぶんできがえる
ふくです。

そとですわってごはんをたべるときに、し
くものです。

さむいときなどに、きているふくのうえ
に、きるふくです。

そとでごはんをたべるときに、てをふくぬ
のです。

あめにぬれないようにつかうどうぐで
す。

えんそくのもちものなどを、まとめてい
れて、もっていくかばんです。

あめがふったときにそなえて、がっこうに
おいておくかさです。



22

えんぴつ

鉛筆
なまえ

名前ペン
け

消しゴム ドリル
えんぴつ けず

鉛筆削り
れんらくちょう

連絡帳
ねんど

粘土
たいいくぎ

体育着
ねんどばん

粘土板
うわば

上履き

がくしゅう

学習 めあて
がっきゅう

学級 テスト
だんし

男子 けんか
じょし

女子
しゅくだい

宿題
ていがくねん

低学年
も もの

持ち物
ちゅうがくねん

中学年
わす もの

忘れ物
こうがくねん

高学年
お もの

落とし物
はん

班
てんこう

転校
とうばん

当番
てんこうせい

転校生
かかり

係
ほうそう

放送
にっちょく

日直
ふしんしゃ

不審者
どくしょ

読書
ちく

地区
じしゅ べんきょう

自主勉強
みまも

見守り
めいぼ

名簿
ひなん くんれん

避難訓練

チャイム
しゅうだん とうこう

集団登校
きりつ

起立
しゅうだん げこう

集団下校
ちゃくせき

着席
こうか

校歌

うがい
しんたい そくてい

身体測定
てあら

手洗い
よぼう せっしゅ

予防接種
へいねつ

平熱
むしば

虫歯

がくようひん

■学用品
ノートなどに、じをかくどうぐです。

なまえをかくときにつかうペンです。きえ
にくいペンをつかいます。

えんぴつでかいたじをけすどうぐです。
かんじやけいさんなど、くりかえしべん
きょうすることが、まとまっているほんで
す。

えんぴつをけずるどうぐです。
べんきょうのよてい、せんせいへのれん
らくなどをかくノートです。

ずこうのじかんなど、かたちをつくるとき
に、つかうざいりょうです。

たいいくのじかんにきるふくです。

ねんどをつかうときに、したにしくどうぐ
です。

がっこうのなかではくくつです。

がっこう せいかつ

■学校生活
べんきょうすることです。

べんきょうをするときのもくひょうなど、
めざすないようです。

クラスのこと。○ねん○くみの「○くみ」
をいみすることがおおいです。

べんきょうしたことをわかっているのか、
たしかめることです。かみにかかれたも
んだいをとくことがおおいです。

おとこのこのことです。 あらそうことです。

おんなのこのことです。

いえでするべんきょうです。がっこうか
ら、ないようについてのれんらくがありま
す。こどもが、れんらくちょうにかいてか
えることがおおいです。

１ねんせいと２ねんせいのことです。 もっていくひつようがあるものです。

３ねんせいと４ねんせいのことです。
もっていくひつようがあるのに、わすれ
て、もっていかなかったものです。

５ねんせいと６ねんせいのことです。 だれかがおとしたものです。

なにかをするときの、グループです。
ひっこしなどで、べつのがっこうへいくこ
とです。

きゅうしょくとうばん、そうじとうばんな
ど、じゅんばんに、なにかのしごとをしま
す。

ひっこしなどで、べつのがっこうから、こ
ちらのがっこうに、はいってくるこどもの
ことです。

がっきゅうやがっこうのためになることを
するグループのことです。

がっこうのほうそうしつなどからながす
れんらくやおんがくなどのことです。

いちにちごとに、こうたいでがっきゅうの
ためのしごとをします。

こどもをふあんなきもちにさせるような、
わるいことをするひとのことです。

ほんをよむことです。 すんでいるばしょごとに、わけられます。

じぶんからすすんでするべんきょうです。
みんなできょうりょくして、こどものあん
ぜんをかくにんすることです。

かみなどに、なまえがまとまってかかれ
ているものです。

かじやじしんなどがあったときの、うごき
かたやちゅういすることを、みんなでかく
にんします。

べんきょうとべんきょうのあいだになる、
おとのことです。

まとまったにんずうで、がっこうへいくこ
とです。

たちあがることです。
まとまったにんずうで、がっこうからかえ
ることです。

すわることです。 がっこうのうたです。

■保健
みずをくちにいれて、くちのなかやのど
をすすぐことです。

せのたかさやからだのおもさなどを、は
かります。

てをみずであらって、きれいにすることで
す。

びょうきにかからないように、ちゅうしゃ
などをすることです。

けんこうなときの、からだのおんどです。
くちのなかのばいきんがふえて、はにあ
ながあいたり、いたくなったりすることで
す。
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