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〒565－0815　吹田市千里丘北１番３０号　TEL：06-6876-0103　FAX：06-6876-0133 ※本誌は、みなさんのPTA会費より印刷されています。

【服装等】 ■新型コロナウィルスへの対応

■誰が？

■いつ？ →月１～２回の水曜日

■臨時休業（学級閉鎖等） ■どこで？

【持ち物】

■どうやって？

■6年間ランドセルを使用します。

■防災頭巾の持参をお願いします。

８時30分から35分までの間、 1年 2年 3年 4年 5年 6年

健康観察を行っています。 体操服 ● ● ● ● ● ●

８時35分から45分までの間、 給食エプロン ・ものさし（分度器、三角定規） ● ●

朝学習を行います。 上靴 ・色ペン（色えんぴつ） ● ● ● ● ● ● ■回数

※筆箱には、キーホルダー類は つけない。

絵具・習字ｾｯﾄ ※シャープペンシル、多色ペン、 クーピー･色鉛筆 ● ● ● ● ● ●

鍵盤ハーモニカ 　ラメペンは持ってこない。 ● ●

月曜日 色ペンについて ● ● ■時間帯 １５時半まで

火曜日 お道具箱 1・2年･･･赤鉛筆のみ ● ●

体育館シューズ 3・4年･･･赤鉛筆または赤ペン、 ● ● ● ● ● ● ■内容

　 青ペン ● ● ● ● ●

木曜日 5・6年･･･赤鉛筆または赤ペン、 ① ● ● ●

金曜日 名札 　 青ペン ① ● ●

歯ブラシ 防災頭巾 　必要に応じて２色までのﾏｰｶｰﾍﾟﾝ

　タブレットペンも可

■指定金融機関：ゆうちょ銀行 市外転校手続きの流れ(2週間前から受付) ■通常、門は閉じています。

■振替月：5月～12月（4・8月除く）

■振替日　：毎月8日

※休業日の場合は翌営業日

〈登録のしかた〉

①

②

・手数料として10円が必要です。

③

【地震】

　　　　　　PTAに関するお問い合わせ先 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ（senkitapta2022@gmail.com）

⑤転入先の市役所等へ転居届を提出し、窓口案
内に従って手続き（「転入学通知書」等受け取
り等）をしてください。
⑥転入する学校へ転入連絡をする。

■上靴、下靴を入れる袋は必ずご
持参ください。

④児童が在校中に発表された場合は、学
校長の判断で集団下校を行います。児童
が家に入れるように各家庭で事前に相談
し、連絡が取れるようにお願いします。ID票を使ってご自身でメール

アドレスの登録
■児童の遅刻・早退の場合は、必
ず保護者付き添いのもとでお願い
いたします。

⑦転入する学校へ「在学証明書」「教科用図書
給与証明書」「転入学通知書」を提出。

※学校だより・HPに掲載している
　一覧表等をご確認ください。

■振替金額：学年費+積立（5・6年のみ）

　　　　　　+PTA会費（家庭数）

※振替が可能なように　できるかぎり
   前日までに入金をお願いします。

・年度末には会計報告します。

①引越等が決まったら千北小へ連絡します。

②吹田市役所市民課、又は出張所で転出届を提
出し、「転学通知書」を受け取ります。

③千北小へ「転学通知書」を提出します。

④千北小から「在学証明書」と
「教科用図書給与証明書」を受け取ります。

※利用する場合は、必ず保護者と「太
陽の広場」で遊ぶことを確認してくだ
さい。

ここまで行うことで登録完了！ 登校前に震度5弱以上の地震が起きたと
きは臨時休校となります。登校後に起
きたときは運動場に避難し、お迎え下
校となります。

お問い合わせ　0570-081-300 ※校区内転居、市内転居は手続きが異なりま
す。ご不明の点があれば学校、事務室までご連
絡ください。携帯からは　　06-6734-6900

緊急一斉メールサービス（無料）
学校からの緊急連絡をメールで配
信しています。

■朝、お子さんの健康状態につい
ての観察をお願いします。発熱が
あったり、著しく体調が悪かった
りするときは登校させないでくだ
さい。

北大阪[暴風警報][大雨特別警報]

■保護者の方が、来校する場合は
必ず保護者用名札を着用してくだ
さい。万が一忘れた場合は、警備
員に申し出て「来校者」名札を着
用してください。

①午前7時現在、発表されている場合は
登校せず自宅待機。

ぜひ登録をお願いします！ ②午前9時までに解除された場合は、安
全に気を付けて、速やかに登校。

■登校後に体調が悪くなったとき
などは、学校から家庭に連絡する
ときがあります。その際、安全
カードを使用しますので連絡先な
どの情報に変更があるときは、
すぐに学校にお知らせください。

ミマモルメWebサイトより
メール登録の申し込み

■自家用車、バイク、自転車での
来校はお断りします。

③午前9時現在で解除されていない場合
は、臨時休校。

後日学校を通してID票が渡さ
れる

・吹田市ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝの取組により、令和4年度に

　限り小学校給食費が無償となっています。

運動場での遊びです。また、
定期的にイベントなどを開催
しています。

朝の読書 三角定規

朝学習 コンパス

朝学習 分度器

イングリッシュタイム 30㎝ものさし 楽しんで使える英語をめざしています.

水曜日 全校朝礼・児童集会 セロハンテープ
①clear voice   ②smile   ③eye
contact   ④gesture    ⑤reaction
⑥active listening　以上の項目をめあ
てにし、３技能｢話すこと｣（やりと
り・発表)「聞くこと」｢書くこと｣「読
むこと」の力をつけていきます。※朝学習の内容は、学年

によります。

①　学年でまとめて購入し、指示があってか
ら入れます。

さんすうブロック

朝学習 音楽セット 計算/九九カード ■英語の学習

クレパス ● ● ●

■一人一台端末を活用した学習 子どもたちに安心して安全に遊べ
る居場所をつくることをねらいと
して開催しています。

筆箱のなかみ 入れておくもの

・鉛筆５本　・消しゴム はさみ

名前ペン(ﾏｲﾈｰﾑ)

のり 月に１回水曜日の放課後に実
施。予定日は学校だよりでお
知らせします。雨天等の場合
は中止となります。

端末を『魔法の文房具』と呼び、「学
びを深めるために活用することを目的
としています。
時には友だちとつながり、時には自分
に合った学びを。アイデア次第で学び
の可能性は無限大です。
端末を活用し、自分のミライを豊かに
する力を獲得させていきます。

■携帯電話やスマートフォン、メールやイン
ターネットの使い方は、家でルールを決めて
使いましょう。携帯電話同意確認書のご提出
をお願いします。

登校時刻･･･8時～8時20分 ■ハンカチ、ティッシュは必ず持参し、学
習に必要ないものは持ってきません。

下校時刻･･･4時30分
■忌引きについては父母（10日以
内）、祖父母（5日以内）です。詳細に
つきましては学校ハンドブックに記載
しております。

→学校での相談は、教頭か教
育センター(6384-4488)ま
で。教育センター来所相談
は、センターへ直接お申し込
みください。

             (11～1月)･･･4時
■交通ルールを守って、事故に合わな
いように気をつけましょう。

(水曜日)5時間授業時は2時10分　 ■持ち物にはすべて記名をお願いします。

        6時間授業時は3時

本誌作成に当たり、吹田市立吹田南小学校及びＰＴＡ発行の｢よくわかる！吹田南小｣を参考にさせていただきました。


■決められた通学路を通り、近く
の友だちと登下校します。

■児童が欠席、遅刻、早退する場合 ■千里丘中学校区外へは、子どもたち
だけでは行きません。

いじめ・不登校、問題行動や学習や発
達の課題などお子様のことでの悩みが
あれば、教育相談の利用をお勧めしま
す。

必ず連絡帳または電話で、
担任までお知らせください。

■必ず記名をお願いします。
■脱ぎ着しやすく動きやすい服、また、温
度調整がしやすい服。
■運動しやすい靴。（走っても脱げない）
■暑い時期は帽子と水筒を持たせてくださ
い。
■髪どめなどは学習・着替えなどのじゃま
にならないものをお願いします。
■体操服販売については学校ハンドブック
に記載しております。

・児童本人が陽性となった場合または、同居
家族が陽性となった場合は出席停止となりま
す。
・同居家族が濃厚接触者や学級閉鎖となった
場合、本人の体調が良ければ登校できます。
・同居家族が風邪症状などで本人も欠席した
場合は出席停止となります。

■学校に来たら、忘れ物をしても
取りに帰りません。 ■遊びにいくときは、行先・目的・友

だち・帰宅予定時刻を家の人に知らせ
てから出ましょう。■連絡なしで登校していない場合、

学校は、児童が事件・事故に巻き込ま
れた可能性があると判断することもあ
ります。

→市教育センター派遣の
臨床心理士が担当します。

■一度家に帰ったら、学校に遊び
に来ません。忘れ物をしても取り
に来ません。

■忘れ物をしても学校には取りに
来ません。

→千北小相談室で行います。
市教育センター（出口町）で
も来所相談を行っておりま
す。

■用事のない人は、教室には残り
ません。

■遅刻や早退する場合は、保護者の付
き添いのもとで登下校をお願いしま
す。この時、児童だけでの登下校は避
けてください。

同一感染症による欠席者が増えた場合、感染
症拡大を防ぐため臨時休業の措置をとること
があります。新型コロナウィルスの場合、直
近３日間の陽性者及び体調不良者等がクラス
において１５％以上確認された場合は、３日
間の臨時休業とします。閉鎖が決まったら午
後の授業を打ち切って下校しますので、帰
宅できるよう対応をお願いします。学級閉
鎖があった場合、ミマモルメでのメール配
信を行いますので、感染症の動向にご注意く
ださい。

まるわかり！千里丘北小
令和４年度版
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8：00

8：20

8：30

8：45

9：30

・朝の会
・スマイル

タイム

登校

１時間目

9：35

10：20

10：45

２時間目

業間休み

11：30

３時間目

11：35

４時間目

12：20

13：40

・給食
・昼休み
・掃除

13：45

５時間目

14：30

14：35

６時間目

15：20

◆短縮日課(水)

昼休みそうじ

13：05-13：15

短縮５限

13：15-14：00

短縮６限

14：05-14：50

・委員会の日

14：10-14：55

・クラブの日

14：10-15：10
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＜月曜セット＞


