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背表紙の校章について 

校章選定委員会及び学校新設プロジェクト会議で評価・協議の結果、

市内にお住まいの中島仁也（なかじまじんや）さんのデザインを選定し

ました。 

大畔地区にある菅原道真公ゆかりの神社に関わりのある「ケヤキ」や

「フクロウ」などの自然と地区名の「おおぐろ」がモチーフとなってい

ます。「ケヤキ」は成長や発展、「フクロウ」は学問の象徴であることか

ら、「子どもたちに自然の中ですくすくと勉学に励んで欲しい」という

願いが込められています。 

この校章デザインが学校のシンボルとなって、校旗や講演台、名札や

各種お手紙等の様々なものに活用されていきます。 

  



保護者説明会の内容をお伝えします。

資料の確認をします。資料はすべてA４サイズです。
資料Aは、パワーポイントの資料で、メイン資料となります。こ
ちらの資料を中心に説明します。
資料Bは、補助資料です。文字が小さい資料等は、こちらで
ご確認ください。
資料Cは、御提出いただく資料です。
資料Dは、新１年生のお子様がいる保護者様のみに配布す
る資料です。
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おおたかの森地区社会福祉協議会からお祝い品として、新１
年生全員に、持ち方鉛筆３本、定規１つ、消しゴム１つ、各クラ
スに折り紙を１０束をお渡しします。
入学式の後に、担任の先生からお渡しさせていただきます。
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説明会当日の次第です

2



学校の施設についてご説明します。

3



場所は、流山おおたかの森駅から西に約１．３ｋｍの場所に
位置しています。
敷地は約21,300㎡で地下１階、地上３階の建物となってい
ます。建設地の大畔地区は、豊富な地下水や清涼な環境にあ
り、市内でも貴重な自然が残る場所で、周辺の恵まれた自然
環境と調和するように、主に千葉県産材を活用した木造校舎
となっています。
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校舎は、北棟１と北棟２と南棟２に分かれます。
令和３年４月の開校当初は、普通学級３２学級対応とし、児
童生徒推計に合わせ、普通学級４８学級に対応できるように
南棟１が増築できるようになっています。
校庭は、１００ｍ直線コース、１５０ｍトラックが設置できる広さ
を確保します。校庭でミニバスケットボールもできます。砂場
や遊具も各種設ける予定です。
周辺道路整備は、歩車分離を図り、児童の安全を確保して
います。
工事の進捗ですが、校舎建設工事は開校に向けて、現在は
外装及び内装工事を実施しています。外構工事については、
校舎建設工事を工期延長した影響により、開校時には一部遅
れる見込みとなっています。工事の様子は、流山市ホーム
ページで定点写真をアップしておりますので、ご覧頂ければと
思います。
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地下１階は給食室です。将来、普通学級48学級となっても対応でき
る広さとしています。
１階には校長室や職員室などの管理諸室や特別支援教室、学童クラ
ブの各諸室を配置しています。
学童クラブは６教室、定員２４０人規模を設けています。
以上の諸室は、１階に配置することで、昇降口に近く、外部空間と行き
来がしやすくなるようにしています。また、学校施設を利用する方が利
用しやすい動線とし、開かれた学校となるようにしています。
２階は、主に特別教室が配置されています。
北棟１は、実験や工作、調理や被服、音楽等の実技を行う特別教室と
しています。普通教室と離れた場所に配置することで、音漏れを気にせ
ず、伸び伸びと活動できるように配慮しました。
北棟２は、図書室や地域連携室等を設けています。
地域連携室は、地域と学校が交流できるスペースになります。
３階は、全フロアに普通教室と多目的室を配置します。多目的室は、
普通教室に転用できるようにしており、児童数の増加にも対応できるよ
うにしています。
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正門付近では、基本コンセプトにある「森の中の木の学び
舎」を表すような季節の変化に富んだ色とりどりの緑が、毎朝
元気に登校してくる児童を温かく迎え入れます。

7



高台にあり見通しがよい校舎からは、校内各所に植えられ
た高木や周辺の緑を見ることができ、校舎外を眺める児童に
やすらぎを与えます。
誰もが利用しやすいようにユニバーサルデザインで計画さ
れており、メインエントランスまでのアプローチはバリアフリー
となっています。校舎内には、児童用エレベーターを１基と、多
目的トイレを設けています。
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体育館は、木造の柱や梁（はり）が見られる特徴的なつくり
で、木のぬくもりを感じることができます。
ミニバスケットボールやバレーボール、バドミントンなど各種
スポーツができるようにしています。おおたかの森小学校の体
育館と同じくらいの大きさです。ミニバスケットボール及びバ
レーボールは２面、バドミントンは３面確保できます。
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プールは２階に設けます。可動屋根付きのプールのため、天
候に左右されることなく水泳学習を行うことができます。
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１ゾーンに普通教室８室分を設けます。多目的室を近くに整
備し、少人数学習などができるように配慮しています。
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普通教室の内装にも木材がふんだんに使われています。
勾配屋根の特徴を生かした天井高さとしています。
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小学校を地域の防災拠点、避難所としての役割を担う施設
とするために、防災備蓄倉庫、かまどベンチ及びマンホールト
イレを設けています。
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教育内容についてご説明します。
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指導課から「教育課程について」説明します。
教育課程につきましては、校長が着任された後に決定されま
すので、今回は一般的な例としての説明となります。
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学校経営方針については、校長が目指す児童像及び教師
像について、開校後、保護者の皆様や地域の方へお知らせす
る予定です。
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一般的な例として、５時間の日程と６時間の日程を記載して
おります。
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３校時で終了の場合、４校時で終了の場合、５校時で終了の
場合について、下校時間を記載しております。
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市内の小学校では、運動部としての陸上部とミニバスケット
ボール部、文化部として吹奏楽部を開設しています。
おおぐろの森小学校で開設する部活動については、現在は
確定しておりません。開校後、改めてお知らせする予定です。
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年間行事予定について、開校後、改めて正式な予定をお知
らせいたします。
今回は主な行事を一般的な例として示していますが、５年生
の林間学校と６年生の修学旅行は確定しております。
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旅行行事につきましても、一般的な例としてあげさせ
ていただいておりますが、５年生の林間学校と６年生の
修学旅行は確定しております。
５年生の林間学校は６月２８日から３０日に、群馬県

赤城方面で実施予定です。６年生の修学旅行は１０月１
５日、１６日に、栃木県日光方面で実施予定です。
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特別支援教育については、現在、保護者の希望状況を踏ま
え、特別支援学級及び通級指導教室の設置について検討し
ております。設置の決定につきましては、３月中旬以降になる
見込みとなっていますので、希望される保護者には、決定次
第、改めてご連絡いたします。
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開級についての相談は、指導課までご連絡ください。
開校後の相談については、担任及び特別支援教育コーディ
ネーターにお声かけ下さい。
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始業式は、令和３年４月５日に実施します。登校については、
各地区の集合場所に集まり、教職員の引率の元、集団登校を
実施します。詳細は後ほど事務局からお知らせいたします。
児童は８時１０分までに登校し、体育館に集まります。その後、
体育館にて学級発表を行い、教室へ移動する予定です。あま
り早く登校しないようにお願いいたします。
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感染症予防のためにマスクの着用をお願いします。健康観
察カードにつきましては、４月１日からの記録をお願いします。
健康観察カードは別添資料Bをお使いください。
なお、ここに記載してある内容については、現時点での予定
であり、今後コロナウイルス感染症等の状況により変更が生じ
る場合は、ホームページでお知らせすると共に、メールにて連
絡いたしますのでぜひ、メールの登録のご協力をお願いいた
します。

※健康観察カードは、別添資料Bの２ページをお使いください。
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入学式は、令和３年４月８日に実施します。正門までお越し
頂ければ職員が御案内させて頂きます。
受付は、８時４５分より昇降口で行いますので、その際に入
学通知書をご提出下さい。なお、学級発表は当日行います。
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式典の時間は、９時３０分から１０時３０分、新入生の下校は
１１時４０分頃を予定しています。
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感染症予防のためにマスクの着用をお願いします。
健康観察カードについては、別添資料Bにあります。４月１日
から記録していただき、入学式翌日から提出をお願いします。
なお、ここに記載してある内容については、現時点での予定
であり、今後コロナウイルス感染症等の状況により変更が生じ
る場合は、ホームページでお知らせすると共に、メールにて連
絡いたしますのでぜひ、メールの登録のご協力をお願いいた
します。

※健康観察カードは、別添資料Bの２ページをお使いください。
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来年度から、流山市では、児童１人に１台のタブレット端末を
配付し、学習などで使用します。また、校内は無線のネットワー
クが整備されているため、インターネットや写真や動画、ドリル
ソフトなどタブレット端末を活用することで、児童の学びの充
実が図れると期待されます。
使い方やルールなどは、開校後、学校で児童に指導を行い、
保護者の皆様には文書等でお伝えする予定です。
また、教室には、電子黒板機能付きのプロジェクターを整備
しており、タブレット画面を投影した学習などを行うことができ、
児童の発表する力の向上が期待されます。
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今後、始業式や入学式等について、緊急に連絡をする必要
がある場合、連絡手段の１つとして、メールを利用させていた
だきます。
現在、流山市内の小中学校では「スキットメール」を利用して
います。こちらは、一度登録していただきますと、４月以降も引
き続き利用することができます。
このメールでは、学校からの連絡及び、教育委員会からの市
内の小中学校保護者への一斉メールが配信されます。
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登録方法について説明いたします。
別添資料Bにあります「SchIT Mail3iメール＆アプリ登録
方法」をお読みいただき、登録をお願いいたします。
別添資料Cにあります、「SchiT Mail ３i 利用同意書」に必
要事項を御記入いただき、御提出ください。
メールの登録について、何がご不明な点がございましたら、
教育委員会指導課までお問い合わせください。また、登録が
できない等のシステム上の問い合わせは、コールセンターへ
お願いします。

※説明会に参加されない保護者様は、別添資料Cにあります
「SchiT Mail ３i 利用同意書」に必要事項をご記入いただき、
学校施設課（〒270-0192 流山市平和台１－１－１ 流山市
教育委員会学校施設課）に提出してください。
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教育に関わることについてご説明します。
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学校教育に関わる説明内容です。
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通学路に関する事項はご覧のとおりです。
流山市は、各小学校において、指定通学路を定めておりま
す。
指定通学路は、学校長が決定していくものですが、学校が
開校前ですので、今回は、教育委員会が暫定的に指定させて
いただき、学校が開校後に保護者様、児童、また、地域の方た
ちの意見を伺いながら、学校を中心に適宜、変更等していくも
のとなります。
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指定通学路（案）について、既存の流山市立小学校において
も、防犯上の観点から、市ホームページでは一切公表はして
おりません。
このことから、恐れ入りますが、おおぐろの森小学校に関して
も、指定通学路の案とはいえ、防犯上の観点から、保護者説
明会で配布予定の通学路に関する資料について、市ホーム
ページ上では公表致しません。

※令和３年２月６日（土）の説明会では、保護者様へ紙で配布
します。

この点、説明会へ参加されない保護者様には、お問い合わ
せがあれば、教育委員会にて個別でご案内（通知等）致します。

＜問い合わせ先＞
流山市教育委員会学校教育課
電話番号 ０４（７１５０）６１０４
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ご覧いただいている資料は、令和２年度に各学校から児童
へ配付した案内チラシです。令和３年度も基本的に同様の内
容となります。
申請については、入学後に学校から全児童へ案内がありま
すので、必要な方は、学校の指示に従い、学校へ申請して頂
きますようお願い致します。
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令和３年度の入学が予定されております学年ごとの児童数
及び学級数になります。
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毎朝、担任が健康の確認を行いますが、ご家庭でも登校前
にお子様の様子をよく観察して、具合が悪いときは無理をさ
せず休ませてください。
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この災害共済給付制度は、学校の管理下における児童生徒
等の災害について災害共済給付を行うことによって、学校教
育の円滑な実施に資することを目的としていますので、原則
全員加入となります。詳細は、入学後に御案内します。
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おおぐろの森小学校では、学校に配置された栄養士が献立
を作成し、学校内の給食室で調理する自校式を採用しており、
作りたての美味しい給食を提供します。
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原則、口座振替による集金となりますので、まだ手続きがお
済みでない方はお早めにお願いします。
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教育委員会が作成した『流山市学校給食における食物アレ
ルギー対応ガイドライン』に基づいて、市内小中学校で統一し
た食物アレルギー対応を実施しています。

42



新１年生の保護者の方は、別添資料Dの新入生用保護者説
明会資料に目を通し、今後の食物アレルギー対応についての
スケジュールをご確認ください。
新２年生から６年生の保護者の方でご不明点がある方は、
通学している学校にご相談ください。
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学童クラブについてご説明します。
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学童クラブとは、保護者が労働等により昼間家庭にいない
小学校に就学する児童を対象に、授業終了後や土曜日、夏休
みなどに、適切な遊びと生活の場を与え、その健全な育成を
図ることを目的とした施設です。
おおぐろの森小学校では、校舎内に概ね４０人を１単位とし
て６単位、定員２４０人規模のおおぐろの森小学校区学童クラ
ブを整備し、令和３年４月１日から開設いたします。
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おおぐろの森小学校区学童クラブでは、指定管理者制度に
より株式会社明日葉（あしたば）が学童クラブの管理運営を行
います。
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開設時間は、学校の授業が行われる日は授業終了後から１
８時まで、延長保育時間として１８時から１９時まで、土曜や夏
休みなどの授業が行われない日は８時から１８時まで、延長保
育時間として７時から８時まで及び１８時から１９時までとなっ
ています。
日曜・祝祭日・年末年始につきましては閉所となります。
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保育料は、月額９，５００円、延長保育料は１回につき１００円
となります。
また、１９時から２１時までは指定管理者の自主事業として、
夜間特別保育でのお預かりが可能です。料金や利用方法など
の詳細は指定管理者にお問い合わせください。
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次に、入所手続きについてご説明いたします。
入所の受付、入所決定は学童クラブを運営する指定管理者
が行います。令和２年１２月中に入所申請書を提出された方へ
の入所決定に関する通知書は２月中旬頃の発送を予定して
います。
令和３年４月の入所を希望されている方で、まだ入所の申し
込みがお済みでない場合は、指定管理者までお申し出くださ
い。
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入所基準はスライド番号５０，５１のとおりとなりますので、後
ほどご確認ください。
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以上で学童クラブについての説明を終わります。
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その他、これまでの説明以外のことについてご説明いたしま
す。
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生活に関する基本的なことを自分でできるようにしてくださ
い。

※詳しくは、別添資料Dの新入生用保護者説明会資料をご覧
ください。
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ご家庭で用意していただくものは、①～⑱を入学前にご用
意ください。資料Dの５、６ページの図を参照し、決められた位
置に記名をお願いします。記名は、持ち物すべてにお願いしま
す。鉛筆なら１本ずつすべてです。ひらがなで記名をお願いし
ます。

※詳しくは、別添資料Dの新入生用保護者説明会資料をご覧
ください。
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入学後に学校で一括して購入するものは、①～⑤です。これ
らは、ご家庭での購入は必要ありません。

※詳しくは、別添資料Dの新入生用保護者説明会資料をご覧
ください。
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学用品の主な販売店です。

※詳しくは、別添資料Dの新入生用保護者説明会資料をご覧
ください。
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小学生の持ち物について、既存校と大きく変更する部分は
ありません。制服や指定のジャージはありません。体操服・上
履き・通学用帽子は、現在着用、使用しているものをおおぐろ
の森小学校でも継続して使用できます。
通学用帽子は２年生まで使用していただくことになる予定で
す。正式には、開校後に校長が決定します。
学校指定のカバンはありません。
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名札は、学校で一括購入し、教材費として後日徴収します。
新２年生から６年生は始業式で、新1年生は入学式でお渡しし
ますので、購入の必要はありません。
なお、紛失等による購入は、市内の販売店以外に、学校の預
かり販売も行う予定です。価格は１００円になる予定です。
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給食費は学校教育課からの説明の通り、原則、口座振替による集金
となりますが、給食以外の集金について説明します。集金内容には、教
材費、学級費、校外学習費があります。詳細は、４月以降、学校から連
絡します。
上記以外に、既存校ではＰＴＡ会費を集金しています。おおぐろの森
小学校においても、ＰＴＡが発足した際は、規約に基づいた会費の集金
があります。
毎月の集金額は一定額で集金しますが、詳細は、同じく４月以降、学
校から連絡します。
なお、PTA組織は、PTA組織設置プロジェクトを発足し、メンバーの
方々と新しい形のPTA組織の立ち上げを準備しています。現在、11名
のメンバーがいらっしゃいます。本格的な協議はこれから行いますので、
ご興味のある方は、学校施設課までご連絡ください。

＜問い合わせ先＞
流山市教育委員会学校施設課
電話番号 ０４（７１５７）２７５５

59



登校について、ご家庭へのお願いがあります。始業式・入学
式までに、お子様と一緒に、徒歩による自宅と学校の通学路
の往復をお願いします。その際、どのくらいの時間がかかるか、
危険な箇所はないか、安全な歩き方ができているかをご確認
下さい。
新２年生から新６年生は４月５日の始業式当日から数日間、
新1年生は、入学後数日間は、朝、職員が集合場所から学校
まで引率し、集団登校します。

※別添資料Bの１０、１１ページをご覧ください。
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集団登校の集合場所になります。コースのうち、自宅から最
も近い拠点地に、時間に遅れないように集合してください。地
図で確認し、お子様に教えておくようお願いします。
バス通学を検討されている方も、開校後数日間は、こちらに
お集まりください。

※別添資料Bの１０、１１ページをご覧ください。
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集団登校の注意点です。
集合場所行くよりも学校が近い場合は、８：１０までに学校に
着くようにしてください。拠点地に早く着きすぎないように早く
ても出発の１０分前に着くようにしてください。引率職員が到
着するまで、近隣の方の迷惑にならないように、しずかにその
場で待機させてください。時間になったら出発しますので、遅
れた場合は他のグループに入るか、個人での登校をお願いし
ます。
引率者は、黄色のベストまたは腕章を着用し、安全旗または
誘導棒を持っています。注意点をよくお読みになり、お子様に
教えておいてください。
下校時の安全確保のため、習い事等へは、一度帰宅してか
らか、保護者の方のお迎えをお願いします。
集団登校終了後は、安全に気をつけ各自で登校となります
ので、兄弟姉妹や近所の友だちと一緒に登校してください。

※別添資料Bの１０、１１ページをご覧ください。
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1年生は、入学後しばらくの間、職員が付き添い、学年で集
団下校します。登校時と同じ拠点別になります。入学後からの
下校時間は、入学後、学校から連絡します。保護者の方は、拠
点までのお迎えをお願いします。
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校章は、市内にお住まいの中島仁也（なかじまじんや）さん
のデザインを選定しました。
大畔地区にある菅原道真公ゆかりの神社に関わりのある
「ケヤキ」や「フクロウ」などの自然と地区名の「おおぐろ」がモ
チーフとなっています。「ケヤキ」は成長や発展、「フクロウ」は
学問の象徴であることから、「子どもたちに自然の中ですくす
くと勉学に励んで欲しい」という願いが込められています。
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３名の方々に、校歌の制作をお願いしました。
作詞は、一青窈さん。一青さんは、「ハナミズキ」や「もらい泣
き」などヒット曲を多数発信し、日本レコード大賞や日本有線
大賞等、数々の新人賞を受賞。NHK紅白歌合戦に5回出場
しています。
作曲は、木村弓さん。木村さんは、宮崎駿監督映画「千と千
尋の神隠し」の主題歌等を作曲して歌い、日本レコード大賞金
賞、日本アカデミー賞主題歌賞、他を受賞し、NHK紅白歌合
戦にも特別ゲストとして出演しています。
編曲は、中川俊郎さん。中川さんは、日本作曲家協議会常
務理事、日本現代音楽協会理事、お茶の水女子大学非常勤
講師等を務め、日本の現代音楽シーンを牽引しつつ、有名企
業のCM曲作曲等も多数手掛けています。
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おおぐろの森小学校の概要については、市の広報やホーム
ページだけでなく、こうした「学校施設だより」を発行して、お
おぐろの森小学校や１年後に開校する中学校、また通学区域
に関わる既存校の様々な情報を発信してまいりました。
今後も通学区域に関わる学校に配布したり、学区内の公共
施設や主要な公共施設に配置したりしていきます。こちらは、
ホームページからもご覧いただけます。スマートフォンでもご
覧いただけます。
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学校ホームページが完成しております。今後、最新情報を発
信していきます。開校が近づくにつれ、発信する情報が増えて
まいりますので、こまめにご確認いただきますようお願いいた
します。
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説明会当日の質疑応答内容は、後日、学校及び市ホーム
ページの「開校準備Q＆A」でお伝えする予定です。
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御質問は、各担当課にメールもしくは電話にて各担当課まで
お問い合わせください。

※別添資料Bの１２ページをご覧ください。
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新１年生の保護者様は、別添資料Cの２ページにあります
「令和3年度新入生保護者説明会提出資料」をご記入いただ
き、ご提出ください。

※説明会に参加されない新1年生の保護者様は、学校施設課
（〒270-0192 流山市平和台1-1-1 教育委員会学校施設
課に郵送をお願いします。
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説明は以上です。
始業式・入学式で子どもたちに会えるのを楽しみにしております。
※提出資料の御提出をお忘れなくお願いします。

＜提出物＞
【説明会に参加されない新1年生の保護者様】
①資料Cの１ページ「SchiT Mail ３i 利用同意書」
② 資料Cの２ページ「令和3年度新入生保護者説明会提出資料」

【説明会に参加されない新２～６年生の保護者様】
①資料Cの１ページ「SchiT Mail ３i 利用同意書」

＜郵送先＞
〒270-0192 流山市平和台1-1-1 流山市教育委員会学校施設課

＜提出締切日＞
令和３年２月１９日（金）※必着
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