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■日本の学校制度や手続きなど

○日本の学校制度について

（１）転入学する学校

中野区教育委員会では、それぞれの区立小･中学校ごとに通学区域を定めていま

す。お住まいの住所によって入学する区立学校を指定します。

◇健康、通学、家庭の事情など学校生活への配慮が特別に必要と判断される場合

には、指定する学校を変更する場合があります。

（２）区立小・中学校への入学を希望する場合の手続き

「外国人就学願い」

入学の手続きは、まずパスポート・在留カードを持参のうえ、中野区教育委員会

学事係（中野区役所５階１２番窓口）で相談をしてください。お子さんの日本語の

理解度や保護者の希望などをお伺いします。

その後、学事係から紹介される学校での面談を経て、学校が決まります。通常

は、年齢相当の学年に入学することになりますが、語学力等により教育的な配慮

が必要と認められた場合は、校長と相談のうえ学年を下げて入学していただくこ

ともあります。

日本の学校は、小学校は６年間、中学校が３年間の９年間が義務教育となって

います。

外国籍の方は区立小・中学校に通う義務はありませんが、日本の義務教育年

齢（６歳～15歳）の方は希望すれば通うことができます。
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□外国人児童・生徒等への支援について（チャート）

◆入学手続き

◆入学するまでの支援

◆入学後の支援

戸籍住民課（区役所１階）にて転入手続き後、学校教育課（区役所５階）にて「外国人就

学願い」の記入などの入学手続きをします。

※必要に応じて、お子さんの日本語理解度や学習について、指定校校長と面談します。

面談後に転入学の日を確定します。

〇ご希望により、教育支援室にて入学支援が受けられます。

入学などの説明

学校との日程調整、入学時の同行

１ 日本語指導員等派遣事業（最大８０時間）＜日本語指導＞

日本語指導員を学校に派遣し、別室での日本語指導

２ 教育支援室での外国人児童・生徒等向け学習指導（週１～２日）

学習の補充や進路相談等（中学生は毎週火・木曜日、小学生は毎週水曜日の午後）

３ 外国人児童・生徒等支援スタッフ派遣事業（年間２４回程度）

昼休みや給食時に外国人児童・生徒の話し相手になる区内大学の外国人留学生の

派遣（週１～２回各１～２時間程度学校に）
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○翌年に新１年生になるお子さんの場合

翌年に小学校新１年生になる外国籍のお子さんの保護者には、１０月ころに教育

委員会から入学手続きのご案内をお送りします。外国人入学手続きを済ませた方に

は、１２月ころに教育委員会から「就学通知書」（入学する学校を指定する通知書）

をお送りします。

○区立中学校への入学を希望する場合

国内に居住する外国籍のお子さんが、区立中学校に入学するには、小学校の課

程を修了していることが必要です。

インターナショナルスクールや民族学校などの各種学校に通学している方は、小学

校の課程修了と認められませんので、その学校を卒業しても区立中学校に入学する

ことはできません。

◇区立小学校等に入学されていても、区立中学校への入学を希望する場合は、再

度「外国人就学願い」の提出が必要となります。

（３）入学時及び入学後の支援 ～日本語習得の支援や学習支援など～

◇教育支援室

希望により、入学のしおりの説明や学校との事前打ち合わせ・編入学の初日に児

童・生徒（保護者）に同行（入学エスコート）するなど、円滑な編入学を支援します。

また、外国人児童・生徒等向け学習指導（週１～２日）として、中学生には毎週火・

木曜日、小学生には毎週水曜日の午後（１５：００～１７：００）に、学習の補充や進路

相談等を行います。
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◇日本語指導員の派遣

学校生活で日本語指導が必要なお子さんに対しては、学校に日本語指導員を派

遣し、家庭と学校との連絡の補助、日本語指導、日本語教材の作成などを支援して

います。（利用できる時間数 最大 80時間）

◇子どもの日本語クラス（小学生）・日本語指導集中教室（中学生）

会場：なかのＺＥＲＯ西館

日時：小学生 毎週火・木曜日 １６時１５分～１７時５０分

中学生 毎週水・金曜日 ９時００分～１１時５０分

主催：中野区国際交流協会（ＡＮＩＣ） 電話０３－５３４２－９１６９

◇中学校夜間学級（日本語学級があります）

（中野区内にはないので、詳しくは、次の表の各学校へお問い合わせください）。

日本の義務教育の就学年齢を過ぎ、義務教育が未修了の人を対象に 中学校

夜間学級があります。その夜間学級には、日本語能力が不十分な人を対象として、

日本語能力の習得や授業を理解しやすく、日常生活でも支障がないようするため

に、日本語学級があります。
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■夜間中学校一覧

■小学校新一年生保護者の皆さんへ

（１）入学の手続きなど

◇就学時健康診断

区立小学校に入学予定のお子さんを対象に、10月と 11月に就学時健康診断を実

施しています。受診する学校は、現在お住まいの住所地の指定校です。

対象の保護者の方には、外国人就入学手続き後にお知らせをお渡しします。

健康な小学校生活を送っていただくために、入学を予定しているお子さんの心身の健

康状態を確認します。必要に応じ治療を勧めるなどもします。

学校名 所在地 電話
日本語

学級

足立区立第四中学校 足立区梅島 1-2-33 03-3887-1466 〇

八王子市立第五中学校 八王子市明神4-19-1 0426-42-1635

葛飾区立双葉中学校 葛飾区お花茶 1-10-1 03-3602-7979 〇

墨田区立文花中学校 墨田区文花 1-22-7 03-3617-1562 〇

大田区立糀谷中学校 大田区西麹谷3-6-23 03-3741-4340

世田谷区立三宿中学校 世田谷区太子1-3-43 03-3424-5255 〇

荒川区立第九中学校 荒川区東尾久2-23-5 03-3892-4177

江戸川区立小松川第二中学校 江戸川区平井3-20-1 03-3684-0745 〇
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◇就学相談（就学先の相談）

就学相談では、お子さんの特性や状態から、学校生活を送るうえで必要な支援やより

適した就学先について就学相談専門員が保護者と一緒に考えていきます。東京都立

特別支援学校や中野区立学校の特別支援学級をご希望の方は、必ずご相談くださ

い。

担当 中野区教育委員会 子ども特別支援課

◇入学の手続き

外国人入学手続き

１０月ころに教育委員会から入学手続きのご案内をお送りします。教育委員会学事

係の窓口で手続きをしてください。

「就学通知書」

外国人入学手続きをされた方には、１２月ころに教育委員会から「就学通知書」（入

学する学校を指定する通知書）をお送りします。入学する学校名と入学式の日時が記

載されています。入学説明会の案内も同封されていますので、ご確認ください。

◇放課後の居場所

中野区では、小学生の放課後の居場所として、児童館、キッズ・プラザ、学童クラブ

を設置しています。設置場所や利用対象、利用申し込み手続きはそれぞれの施設に

お問い合わせください。

担当 中野区子ども教育部育成活動推進課
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（２）学校での生活に備えて ～小学校新一年生保護者の皆さんへ～

小学校に入学する時には、お子さんが、次のようなことができているよう、あらかじ

め準備しておいてください。

◎生活について

○学校の準備が一人でできる。

○道具の出し入れが一人でできる。

○衣服の着替えが一人でできる。

○早寝早起き…毎日の生活時間をだいたい決めておく。

○食事は２０分くらいで食べ終わることができる。

○トイレでは一人で用をすますことができる。

○身のまわりの整理整頓ができる。

◎健康について

○虫歯・目・耳・鼻などの病気がある場合は入学前に治療しておく。

○睡眠はたっぷりとる。

○朝ご飯は必ずとる。

○食事のあとは歯磨きをする習慣ができている。

◎あいさつについて

○大きい声で返事をしたり、あいさつをすることができる。

（例：はい・おはよう・ありがとう・さようなら・ごめんなさい・おやすみなさい などが

言える）

○人の話を聞くことができる。

○必要なことを話すことができる。
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◎学習について

○自分の名前を読むことができる。

○自分の名前を書くことができる。

◎交通について

○交通ルールを守って行動することができる。

■入学の時に困ること、困ったこと Q＆A

（１）入学前 学校の情報、相談窓口、手続き、準備する物

Ｑ1：学校に子どもを入学させたいときに学校の情報はどこで得ることができますか。

Ａ：中野区教育委員会ホームページ、または、学校ごとのホームページをご覧くださ

い。

Ｑ２：学校に子どもを入学させたいときは、どこに相談に行けばいいですか。

Ａ：入学についての相談・手続きは、中野区役所 5階 12番窓口（教育委員会事務

局学校教育課学事係）で、平日の午前 8時 30分から午後 5時まで受付してい

ます。

Ｑ３：学校に入るための手続きにはどんなものが必要ですか。

Ａ： 区立小・中学校への入学を希望する場合の入学の手続きは、まずお子さんのパ

スポート・在留カードを持参のうえ教育委員会の学事係で相談をしていただきます

（お子さんの語学力や保護者の希望などお伺いします）。



11

Ｑ４： いろいろな手続きをとるため、教育委員会の係の人と話すときに通訳が必要な

場合は、どうすればいいですか。

A： 区役所５階の窓口と各学校には、翻訳機が用意されています。対応できる言語

に限りがあるので、対応できない場合もあります。その場合は、各自で日本語ので

きる知人等に同行していただくことをお願いしています。

Ｑ５：中野区の学校に入る時、必要な物を揃えるのにどのくらいお金が必要ですか。

Ａ：学校によって金額に違いがありますので、直接学校にお問い合わせけださい。

Ｑ６：必要なものはどこで揃えられますか。

Ａ：教科書は学校で配布されます。それ以外は、保護者の負担になります。詳しくは直

接学校にお問い合わせください。

Ｑ７：区立の学校には制服がありますか。

Ａ： 中野区の区立小学校では制服の指定はありません。区立中学校では 制服の

指定があります。

Ｑ８：行きたい学校が選べますか。

Ａ： 児童・生徒の住所によって入学する学校が指定されますが、健康、通学、家庭の

事情など学校生活への配慮が特別に必要と判断される場合は、入学する学校を

変更することができる場合があります。
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（２）学校での生活 通訳、日本語教室、行事

Ｑ９：日本語がよくわからないので、子どもは授業の時などに理解できないので困りま

す。また、保護者は学校からの連絡事項がわからず困ることがあると思います。

そのような時に通訳を付けてもらえますか。日本語を教えてくれるところはありま

すか。

Ａ―１：通訳について

区立小･中学校に通学する児童・生徒には、「日本語指導員等派遣制度」があ

ります。学習の支援や、学校からの児童・生徒や保護者への連絡事項の通訳など

をしてくれます。

校長先生からの申請に基づいて、教育委員会が派遣します。なお、派遣する時

間数には限りがあります。

Ａ―２：日本語教室について

中野区国際交流協会（ＡＮＩＣ）で、区立小・中学校に通学する児童・生徒を

対象に週２日、日本語指導教室を開催しています。

Ｑ10：１年の年間行事予定表がほしいです。

Ａ： １年間の流れは以下のとおりです。詳しい行事予定表は学校からもらってくださ

い。なお、日本語が読めない場合には、大切な行事等について、上記の通訳者に

訳してもらうことも可能です。
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Ｑ１１：入学後に、保護者が学校を知る機会はありますか。

Ａ：以下のような機会があります。

①保護者会

学年や学級の保護者が集まり、担任の先生と子どもの学習、家での生活等につい

て話します。

4月～７月下旬

前期（前半）

○入学式 ○始業式

○身体測定

７月下旬～８月末

夏休み

約４０日間の休みです。夏休みの宿題が出ます。

学校のプールで、水泳の指導があります。

９月～１０月中旬

前期（後半）

○運動会、学習発表会、展覧会

○終業式

１０月の第２週の週末

秋休み
前期と後期の間の２～３日の休みです。

１０月中旬～１２月下旬

後期（前半）
○始業式

年末年始

冬休み
年末年始の約１０日の休みです。冬休みの宿題が出ます。

１月上旬～３月下旬

後期（後半）
○修了式 ○卒業式

３月下旬～４月上旬

春休み
この休みが終わると、４月からひとつ上の学年に上がります。
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②学校公開日・土曜授業：８・３月以外の原則毎月第二土曜日（学校によって違い

ます）に、授業や休み時間などを見ることができます。

③個人面談

保護者と担任の先生で話をします。学年によっては、保護者、担任、子どもの３人

で話をすることもあります。

（３）給食

Ｑ12： 宗教上の理由で、給食の中で食べられないものがあります。どうすればいいで

すか。

Ａ： 宗教上の理由により食べられない食品等がある場合には、新一年生保護者会

等を利用して入学前に学校に届け出てください。食べられない食品を除去して給

食を提供します。

Ｑ１３：アレルギーがあるため、給食が食べられません。どうすればいいですか。

Ａ： 新一年生保護者会等を利用して入学前に学校に届け出てください（食物アレル

ギーの場合は主治医の診断書が必要になります。この場合食べられない食品、加

熱状態、その量、及び摂取頻度を伝えてください。

Ｑ１４：普段は、ご飯が主食ではないのですが、給食はどのようですか。

Ａ： 区立小・中学校の現在の給食の主食は、おおよそ米飯が月に１４回、パン３回、麺

（うどん・中華めん・スパゲッティ）３回です。ご飯の日にパンを提供する等のことは

できません。
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（４）教材費、給食費

Ｑ15：生活が苦しいのですが、給食費や教材費などの支援はありますか。

Ａ： 学用品・給食・学校で行われた行事などの費用を援助する「就学援助」の制度

があります。世帯全員の所得の合計額が基準額の範囲内にあるご家庭が対象で

す。希望する場合は、学校に申請書を提出してください。

（５）安全・通学 通学路、学校でのけが

Ｑ１６：通学の登下校は安全ですか。

Ａ：登下校の安全を考えて、小学校は学校ごとに通学路が定められています。

Ｑ１７：家から学校まで遠いのですが、自転車で行っていいですか。

Ａ：安全上、自転車での通学は禁止しています。

Ｑ１８：学校で気分が悪くなったら、どうしたらいいですか。また学校でけがをしたら、応

急処置をしてもらえますか。

Ａ： 先生に言ってください。保健室で休ませるたり、保健室で応急処置をします。状

態によっては、保護者への連絡や医療機関で診察を受けてもらうことがあります。

家に帰ってから医師の治療を受けた場合は学校へ連絡してください。
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Ｑ１９：学校でけがをした時の費用はだれが支払いますか。

Ａ： 学校でけがをした場合には、病院等でいったん自己負担額を支払った後、災害

共済給付金の申請をすることで、後日、スポーツ振興センターから学校を通じて、

支払った医療費が返還されます。詳しくは学校の養護教諭に問い合わせてくださ

い。

（６）授業・学校教育・成績評価

Ｑ２０： 学校の授業の中で、例えば水泳や音楽などできないことがある場合は、どうし

たらいいですか。また、勉強が遅れている場合、特別に教えてもらえますか。授業

についていけないのではないかと心配です。大丈夫でしょうか。

Ａ： 今までとは違う内容を学習することになるので、不安に思ったり、戸惑うことも多

いと思います。まずは学習についての方針や具体的な方法を学校と相談してみて

ください。言葉の問題があるときには、通訳ができる方と一緒に話し合うとよいと

思います。学校の判断によっては、派遣された日本語指導員を活用することも可能

です。

また、教育支援室で、放課後に週 1～２回、勉強や宿題のわからないところを教

えてもらったりすることができます。希望する場合は学校の先生に聞いてみてくださ

い。

Ｑ２１：成績はどうやって評価して、どのようにつけるのですか。

Ａ： 各学校が評価計画や評価基準を作成していて、それに基づいて評価を行ってい

ます。
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（７）心の悩み・トラブルの相談

Ｑ２２： 学校生活や授業のこと、先生や同級生との関係で悩みがある場合には、どこに

相談すればいいですか。

Ａ： お子さんが対人関係で悩んでいたり、人権上問題のある言動を受けた場合には、

すぐに学校に相談してください。担任・校長・副校長をはじめ、その他の教職員でも

話をお伺いします。各小中学校には、スクールカウンセラーと心の教室相談員が、小

学校には心の教室相談員が、週に何回か学校に来ますので、相談することができま

す。 その他、中野区の教育相談室や教育委員会に相談することもできます。

■子どもに関する悩みの相談先

お子さんの性格や学業、体の発達などで悩みが生じたときには、早めに学校の先

生と連絡をとりながら専門機関に相談しましょう。

教育相談

子どもの性格や行動、学業、進路や適性、体の発育などに関する教育上の問題につ

いて相談を受けます。

来室相談 ０３－３３８５－９３１３、 電話相談 ０３－３３８５－８００１

相談日 毎週月曜日～金曜日（祝日をのぞく）

受付時間 午前１０時～午後５時

場所 中野区教育センター
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中野区子ども家庭支援センター

中野区の子どもとその家族に関する総合窓口として、１８歳未満の子どもとその家族

に関するあらゆる相談を受けます。

電話 ０３－３２２８－７８６７

相談日 毎週月曜日～金曜日（祝日をのぞく）

受付時間 午前８時３０分～午後５時

場所 中野区新井１－９－１（旧中野区商工会館 1階）

杉並児童相談所

子どもの性格や行動、学業等、進路や適性、体の発育などに関する教育上の問題に

ついて相談を受けます。

電話 ０３－５３７０－６００１

相談申込日 月曜日～金曜日（相談日・担当者と決めます。）

※土・日・祝日の緊急の場合 東京都児童相談センター（０３－５９３７－２３３０）

受付時間 午前９時～午後５時

場所 杉並区南荻窪４－２３－６
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■中野区の区立小学校一覧（２０２０年４月現在）

校名 所在地 電話

１ 桃 園 第 二 中野 6-13-1 3363-0661

２ 塔 山 中央 1-49-1 3363-0461

３ 谷 戸 中野 1-26-1 3361-3645

４ 中 野 本 郷 本町 4-27-3 3381-7255

５ 江 古 田 江古田 2-13-28 3385-0411

６ 鷺 宮 鷺宮 3-31-4 3330-7371

7 啓 明 大和町 1-18-1 3330-2325

8 北 原 野方 6-30-6 3330-2411

9 江 原 江原町 1-39-1 3951-5880

10 武 蔵 台 上鷺宮 5-1-1 3999-1655

11 西 中 野 白鷺 3-9-2 3330-3125

12 上 鷺 宮 上鷺宮 1-24-36 3926-6381

13 桃 花 中央 5-43-１ 3381-7251

14 白 桜 上高田1-2-28 3389-0561

15 平 和 の 森 新井 3-29-1 3389-1451

16 緑 野 丸山 1-17-1 3389-2351

17 南 台 南台 3-44-9 3381-7257

18 み な み の 弥生町4-２７-1１ 3381-7250

19 美 鳩 大和町４－２６－５ 3330-1425

20 中 野 第 一 弥生町1-25-1 3372-2326

21 令 和 上高田5‐35‐3 3389-1461
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■中野区の区立中学校一覧（２０２０年４月現在）

校名 所在地 電話

１ 第 二 本町5-25-1 3382-7151

２ 第 四 若宮1-1-18 3330-5325

３ 第 五 上高田 4-28-1 3389-2341

４ 第 七 江古田 2-9-11 3389-4171

５ 第 八 鷺宮4-7-3 3330-7571

６ 北 中 野 上鷺宮 5-7-1 3999-3415

７ 緑 野 丸山1-1-19 3386-5423

８ 南 中 野 南台5-22-17 3381-7277

９ 中 野 中野4-12-3 3389-1471

10 中 野 東 東中野 5-12-1 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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