
 

１ 千城台東小学校の概要 
 

(1)千城台東小学校の概要 

本校は、昭和 48年 4月 1日に千城台北小学校より分離、開校して今年度は創立 47周年

を迎えました。 

現在、12学級（全学年 2学級）児童数 309名(令和４年２月１日現在)です。 

  教職員 27名で教育活動にあたっております。 
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(2)経営の重点 

  ①笑顔あふれる明るい学校 

②個性の伸長 

③確かな学力の育成  

④ユニバーサルデザインの視点による見直し 

⑤体力・健康づくりの日常化 

⑥個に応じたきめ細かな支援 

 
 

千城台東小学校の教育目標 

豊かな個性をもち、たくましく生きる子どもの育成 

こんな子どもに 

こんな教師に 
・すべての子どもに愛情を注ぎ、公平に接

する教師 

・自己研修に励み、わかる授業をする教師 

・情熱をもって実践し、善悪の判断を教え

る教師 

・子どもの個性を尊重し、やる気を伸ばす

教師 

・子ども、保護者、地域社会、同僚から信

頼される教師 

こんな学校に 
 

安心・安全で信頼される学校 

学ぶことが楽しい学校 

明るく活気のある学校 

美しい学校 
地域とともにある学校 

 

子どもを育てるには、保護者・地域・学校が協力していくことが大切です。 
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２ 転入学準備について 

(1)例年の主な学校行事について（感染症の感染拡大状況等によっては、変更・中止する場合もあります） 

４月…入学式、身体測定、避難訓練、学級懇談会、地域訪問 

５月…１年生を迎える会、交通安全教室、ミニ運動会 

   ６月…不審者対応避難訓練、、水泳学習 

   ７月…大掃除、全校集会、夏季休業、保護者面談 

   ９月…引き渡し訓練、夏休み学習・作品展、全校遠足 

  １０月…前期終業式、秋季休業、芸術鑑賞会、校外学習 

  １１月…学習参観、５０周年式典 

  １２月…保護者面談、大掃除、冬季休業 

   １月…全校集会、校内書き初め展、 

   ２月…学習参観・懇談会、学力検査、ありがとうの会 

   ３月…大掃除、卒業式、修了式、学年末休業（春休み） 

 

  ※令和４年度 長期休業期間（予定） 

   夏季休業（夏休み） ･･･ 7/18（月）～ 8/28（日） 

   秋季休業（秋休み） ･･･10/ 7（金）～10/11（火） 

   冬季休業（冬休み） ･･･12/24（土）～ 1/ 5（木） 

   学年末休業（春休み）･･･ 3/26（日）～ 3/31（金） 

 

《 学校での生活を紹介します 》 

１) 学 習 

  国語・算数・生活・音楽・図工・体育・道徳・特別活動を日課表の中に組み入れます。その他、

健康診断・全校遠足・運動会・校外学習・避難訓練などの行事も行われます。 

 

① 主な学習内容 

国語…言葉に関心をもつ、話したり書いたりする、読み物を読む 等 

  算数…たし算、ひき算、かたちや大きさくらべ 

  生活…学校の施設と先生、家族、近所の公園、草花や木の実 

  音楽…歌やリズム、楽器（鍵盤ハーモニカや打楽器） 

  図工…絵画、粘土、造形遊び、工作 

  体育…走る、跳ぶ、マット遊び、跳び箱遊び、鉄棒遊び、ボール遊び、水遊び等 

② 道徳…道徳的価値を自分の事として理解し、多面的・多角的に深く考えたり、議論したりするこ

とにより児童の道徳性を育む。 

③ 特別活動…学校行事や集会活動、たてわり（１～６年）によるなかよし活動、給食や清掃活動の 

     指導などを行う。 
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２) 清 掃 

  入学当初は、６年生に手伝ってもらいますが、徐々に自分たちだけで行います。1年生は、自分

たちの教室とその周辺を行います。清掃は、給食後に行います。 

ほうきの使い方や雑巾のかけ方、しぼり方を学びます。 

３) 給 食 

  清掃と同様に、入学当初は後片付けを６年生に手伝ってもらいますが、徐々に自分たちだけで行

なうことになります。 

  １年生の給食は、4月 18日（月）からの開始予定です。 

４) 休 憩 

  ２校時と３校時の間に 25分間の業間休みがあり、外で元気に遊びます。給食後にも 15分間の昼

休みがあります。その他、学習時間と時間の間にも５分間の準備時間があります。短時間ですので

トイレや水飲み、次の学習の準備などに使うことになります。 

５) 登 下 校 

  登校時刻は、午前８時０５分までです。（昇降口は７時４０分に開きます。） 

８時０５分からは、学校生活（朝の会・健康観察、朝学習または朝読書）が始まります。 

１年生の下校は、特別日課を除き、通常日課の場合は午後 2時 35分～40分ごろになります。 

入学当初（約１週間）は、地区ごとに定められた場所まで職員が送ります。（方面や下校時刻は、

学年便りでお知らせします。）その後は、集団下校の形はとりませんが、事故防止のためできるだ

け複数で下校するよう指導しています。通学路は可能な限り、信号のある大きな道を通ります。 

 ※小池文具店前の信号のない横断歩道は通りません。 

なお、帰宅予定時刻をかなり過ぎても（30 分程度）お子さんが帰ってこないときは、担任と連

絡をとってください。 

６) 欠席届について 

  欠席をする場合は、学校家庭間連絡システム「すぐーる」を使って 8：00までに連絡をお願いし

ております。「すぐーる」の登録用紙につきましては、4 月に配付をします。電話での連絡は、緊

急時ややむを得ない場合に限っています。 

 

７) 早退について 

  児童の安全確保のため、一人で下校させることはできません。いかなる場合でもお迎えをお願い

します。 

３ 入学までの準備について 

千城台東小では、合言葉「み・そ・あ・じ」の指導を行っています。 

   み…みだしなみ  そ…そうじ  あ…あいさつ  じ…じかん 

【１】基本的な生活習慣を身につける 

  次のような生活習慣が身についているか、もう一度確認してください。 

   早寝・早起き・朝ごはん 
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  (1) 早寝早起き（決まった時刻）を心がけ、睡眠時間を十分（10時間以上）確保する   

  (2) 朝食を必ずとる。 

  (3) 歯磨き、顔洗い、手洗い、うがいなどの習慣をつける。             

  (4) 排便は、できる限り毎朝決まった時間にする。                 

  (5) マスク、ハンカチ、ちり紙、名札を身につける。（ハンカチ、ちり紙はポケットに入れる。） 

  (6) 大きな声で、返事とあいさつができる。                                       

  (7) 衣服の着脱ができる。たためる。体操服袋に入れられる。 

  (8) トイレを正しく使える。（※すべての個室が洋式化されているわけではないので、可能であ

れば和式トイレの使い方についてもお話ししておいてください。） 

  (9) 自分の名前の読み書きができる。（正しい筆順で） 

 (10)  話している人の顔を見ながら、話をしっかり聞くことができる。 

 (11)  自分の持ち物には、名前を付け、物を大切にすることができる。 

  (12)  傘をたばねることができる。ぞうきんをしぼることができる。 

   

【２】学用品について 

 (1) 学校で一括購入するもの 

 ・ノート４冊（国語、算数、連絡帳、自由帳）、連絡袋････････････入学式の日にお渡しします。 

 ・計算カードは入学後に学校で原則全員が購入する予定です。 

 (2) 準備していただきたいもの 

①本校指定のもの 

    ・名札（赤色）  ・体操服  ・数図ブロック ※ 小池文具店で取り扱っています。 

   ※数図ブロックは兄姉が使用したものを使っても結構です。ただし、３年生まで使いますので、

兄姉が２・３年生でしたらそれぞれに用意してください。 

②学用品等（□入学時までに準備するもの、○入学後で間に合うもの） 

    □上履き 

□クレパス（12～16色程度）又はクレヨン ※新たに購入する場合は、クレパスをご購入ください。 

     ※クーピーは色鉛筆として使用しますが、クレヨン・クレパスとしての使用はしません。 

□机の引き出し（たて 35cm×よこ 45cm×深さ 7cm以内のもの）プラスチック一体型がよい 

  □色鉛筆（12色程度） 

□筆箱 

□鉛筆（2Ｂの鉛筆を 5本、赤青鉛筆 1本） 

□消しゴム（よく消せる白色角型がよい） 

□線引き（筆箱に入る大きさ）※折り畳み式のものは避けてください 

□はさみ、のり（スティックタイプでないもの）、セロハンテープ（小）、ホチキス 

□サインペン（油性） 

□赤白ぼうし 

□カスタネット 

    □粘土（1キロ⇒事前に練っておいてください）、粘土ケース、粘土板 

  ○絵の具セット（すぐには使いません。５月頃から使います。絵の具は水彩絵の具です。） 

※ 絵の具セットを新たに購入する方には、学校でも紹介します。 

○鍵盤ハーモニカ（32鍵程度）前期半ば頃から使用します。 

 

③教室に備えておくもの（大きさ等は次ページを参照ください） 

□道具袋 

□赤白ぼうしをかけておくゴムひも付きの洗濯バサミ１個 

鉛筆、消しゴム、線引きなどはキャラクターのものの場合、気

になって学習に差支えが生じることがあります。無地のものや

シンプルなものが望ましいです。 

本校では学用品は販売しておりませ

んので、直接お問い合わせください。 
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□ぞうきん（１枚）、大きな洗濯バサミ 1個 

□防災頭巾（幼稚園、保育所等で使っていたもので結構です）※自分で中身が出し入れできるもの。 

□給食セット（歯ブラシ、コップ、ランチョンマットの入った袋） 

□上履き入れ 

 

【３】 その他 

(1) 記名について 

   持ち物には、すべてにひらがなで名前を書くようにお願いします。（消しゴムやティッシュ、

鉛筆１本等） 
 
(2) 通学路を覚える 

  お子さんがどの通学路を利用するか（しているか）、入学後に調査用紙をお配りしますのでご

回答をお願いします。14 ページの通学路マップをご覧いただき、登下校するコースの確認をお

願いします。なお、通学路を登下校し、けがをした場合は、日本スポーツ振興センターの保険が

適用されます。（P.９【５】をご参照ください。） 

  通学路を何度か一緒に歩いて、通行の仕方・通学路の危険なところなどを教えてあげてくださ

い。また、飛び出しによる事故を防ぐために、道路の渡り方（信号のあるところ、ないところ、

横断歩道の利用など）を特に気をつけてください。 

 

(3) 上手にリサイクルを 

  入学時は、何かと費用がかかります。兄姉のもので、十分使えるものはそれを使ってください。 

  （例：鍵盤ハーモニカ、カスタネット） 

 

 

 

(4) 用意するもの 

①道具袋 

・はさみ・のり･セロテープ・ホチキス 

(のりは内側のふたを外しておいてください。) 

・カスタネットなどの道具を入れて、机のわきにか

けておきます。 

・ひもが長すぎると、床につき引きずったりつまず

いたりすることがありますので、短めにしてくだ

さい。 

 

  

 

②ぞうきん(２枚)と大きな洗濯ばさみ(１個) 

 

                         ・ぞうきんは、しぼりやすいように薄手の新

しいタオルで作っていただくと、お子さん

が使いやすいです。１枚ご用意ください。 

                          （記名をお願いします。） 

     

 

                      

ホ
チ
キ
ス 

30㎝ 

まで 

洗濯ばさみにも

記名を忘れずに 
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③給食セット（歯ブラシとコップ、ランチョンマット） 

 

                         ・給食のあとに、歯みがきをします。 

                          歯ブラシとコップを入れる袋です。 

                         ・袋は、通気性のある布地のものが衛生的で

よいと思います。 

                                                   

 

  

 

                         ・給食の時に、個人用のランチョンマットを 

机の上に広げて、給食を食べます。 

                         ・給食セットの袋の中に、ランチョンマット

も入れて下さい。 

                         ・子どもたちの机の大きさは、 

たて 40cmよこ 60cmです。 

 

(5)次のものについては、家庭での洗濯をお願いします。 

  ・毎週末に、上履きや給食用の白衣を持ち帰ります。給食用白衣は当番になった時に持ち帰ります。 

  ・夏休みなどの長期休業前には、引き出しや道具袋、ぞうきん、防災頭巾等を持ち帰ります。洗濯や 

整理、補充をお願いします。 

 

(6)その他 

  ・なわとびを結ぶことができる。 

  ・床に置かなくても洋服をたたむことができる。 

 ５ 第 50回入学式について 

(1) 日 時   令和４年４月８日（金） 午前10時～10時30分の予定です。 

＊ 受付の時間は9時10分から9時30分までです。 

＊ 下校は、11時30分頃の予定です。 

 

(2) 会 場   千葉市立千城台東小学校  体育館 

 

(3) 入学予定者数と学級数 

2月1日現在  男子２３名 女子１６名   計３９名 ＜２学級編制＞ 

 

(4) 当日の準備（下記のものをご持参ください） 

1)  入学通知書（千葉市教育委員会から既に郵送されたものです） 

2) 児童調査票（同封のものです） 

3)  ＰＴＡ役員登録カード・ネームホルダー申込（同封のものです） 

4)  学校徴収金関係書類（同封のものです） 

  ・学校給食申込書 ・学校徴収金（学用品等）に関する同意書  

・千葉市学校給食費等口座振替依頼書 ・就学援助申請書（該当者） 

5)  名札（ふちが赤色：学年と氏名〈ひらがな〉を記入してください） 

ランチョンマット 35cm以下 

55cm以下 
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6)  上ばき（学年と氏名〈ひらがな〉を記入してください） 

＊保護者の方もスリッパ等をご用意ください。 

7)  ランドセルまたはそれにかわるもの（当日、教科書・ノートなどをお渡しします） 

 

(5) 当日の日程（詳細は別にお知らせします。なお、大幅な変更がある場合は、事前にご連絡いたします。） 

1)  受付   9：10 ～ 9：30 

2)  教室確認 

3)  保護者入場  9：35 ～ 9：45 

4)  新入生入場  9：55 

5)  入学式  10：00 ～ 10：30 

6)  新入生退場 10：30 ～ 

7)  記念写真撮影 11：10 ～ 

＊写真撮影が終わりましたら、下校となります。  

 

(6) その他 

1)  感染症予防の観点から、式場内の密を避けるために、当日ご参加できる保護者の人数は

昨年度同様一家庭２名までとさせていただきます。ご理解とご協力をお願いいたします。 

2)   ご近所で今年入学予定のお子さんがおいでなのに、入学式の案内（本日

配付の「入学説明会のしおり」）が届いていないということをお聞きになり

ましたら、ご面倒でも学校までお知らせください。  

3） 次頁に今年度の式場図を掲載しましたので、ご参照ください。 

4)   小学校入学にあたりご不明なことやご心配なことがありましたら、教頭

（多田）までお問い合わせください。（℡ 237-8307） 

  

 

転居、その他の理由でお子様が本校に入学しないことになった場合は、その人数によって学級

数が変わる場合もありますので、必ず本校（千城台東小）と千葉市教育委員会学事課まで早めに

ご連絡ください。 

千葉市立千城台東小学校   ℡ ２３７－８３０７ 

千葉市教育委員会学事課   ℡ ２４５－５９２８ 

 

６ 諸経費の納入の仕方（別紙参照） 

  

７ 就学援助制度 

   千葉市では、お子さまを就学させるのに経済的な理由でお困りのご家庭に対して、学用品費、

給食費などを援助する制度を設けています。 

   詳しい内容を本日配付しましたが、申請の受付開始は入学後となります。申請に必要な書類を

４月の入学式ごろまでに準備しておいてください。 

名前を呼ばれたら、大きな

声で返事ができるようにし

ておいてください。 
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８ ＰＴＡの活動について （別紙参照） 

 

９ その他 

・子どもルームについて 

  本校敷地内には、千城台東小子どもルームが設置されていますが、運営は千葉市社会福祉協議会が行 

っており、学校とは別組織となります。 

  したがって、子どもルームに関わる問い合わせは、東小子どもルーム（237 - 7376）へお願いします。 

 

・卒業後の進路について 

  本校の学区は千城台西中と千城台南中の学区にまたがっているため、お子さんの卒業後は住所によ

って進学先が分かれます。予めご了承ください。 

  現在お住まいの地区がどちらの中学校区に該当するかをお知りになりたい場合は、教育委員会学事

課または本校教頭までお問い合わせください。 

 


