
 

 

※裏面（ご家庭へのお願い）もご覧ください。 

日課表 

生
活
に
つ
い
て 

学
習
に
つ
い
て 
そ
の
他 

 

≪短縮≫ 

特５限…14 時０5 分終了 

≪最終下校≫ 

    ４・11～3月･･･16時 

５～10 月･･････16時30分  

 

月・火・木・金 

 

健康 

観察 
１時間目 ２時間目 ３時間目 ４時間目 ５時間目 ６時間目 

13:45 14:30 14:35 15:20 

 

10:25 8:30 8:50 9:40 10:45 11:30 11:35 12:20 9:35 

下校は原則、授業終了後、２

０分以内に行います。児童を

残す場合は、事前に担任から

ご家庭に連絡いたします。 

□上下とも指定の場所に記名をお願

いします。 

□赤白帽のゴムの長さを点検してく

ださい。 

□肩にかかる長さの毛髪はシンプル

なゴムでまとめてください。 

□冬場は、飾りのついていないトレ

ーナ、5 本指の手袋か軍手の着用

が可能です。 

 

体操服 

給食エプロン 

上靴等 

 

絵の具セット 

習字セット 

お道具箱 

等 
 

※月曜セットの中身を追加・変更する場合

は、担任よりお知らせします。 

 

4/ 7（水）入学式 

4/ 8（木）１学期始業式 

6/5（土） 運動会 

7/20（火）１学期終業式

8/25（水）２学期始業式 

9/11（土）土曜参観

10/14（木）～15（金）林間学習 

10/28（木）～10/29（金）修学旅行 

11/12(金) 音楽会、1 日公開、引き取り訓練 

12/24（金）２学期終業式 

1/11（火）３学期始業式 

3/         卒業式(未定) 

3/24 （木）修了式 

欠席、遅刻、早退する場合は、

連絡帳または TEL で担任まで

お知らせください。  決められた通学路を通ります 

 忘れ物をしても取りに帰りません。 

 課外クラブの朝練習の場合は７時

３０分前には登校しません。 

 

 決められた通学路で登校します。 

 課外クラブの朝練習に参加する場合は

７時5０分から登校できます。 

 

□欠席、遅刻、早退する場合は、 
学校にお知らせください。家の
都合等で欠席する場合は、連絡
帳を近所の子どもに預けてく
ださい。ただし、体調不良での
欠席の場合は、学校に電話連絡
してください。 

□遅刻や早退する場合は保護者
の送り迎えをお願いします。 

□連絡がなく登校していない場
合、学校としては児童が事件・
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。 

 

 
・ 子ども達だけで校区外へ行く

ことは、原則禁止しています。

ご家庭の都合上出かける時は、

行先や時間等を確認し、許可し

てから行かせてください。 

・ 子どもの所持金については、家

庭が把握し、トラブルにならな

いようにしてください。 

 

月曜セット 

随時または学

期末に持って

帰ります。 

下校は原則、授業終了後、概ね２０分以内

に行います。遅くとも最終下校時刻までには

下校します。 

大きめの手さげ袋
に入れて金曜日に
持ち帰ります。洗

っていただいて月
曜日に持たせてく
ださい。 

登下校見守りシステム 
児童全員が ICタグを持ち、校門通過時

刻が記録されます。また、正門・西門に

防犯カメラを設置し、登下校を安心して

見守ることができます。 

校門通過を登録した保護者のメールに

送る有料サービスもあります。 

 

一斉メールサービス（無料） 

問い合わせ先 0120-833-214 

〔服装等〕 

 脱ぎ着しやすく動きやすい服、 
また、温度調節がしやすい服 

 動きやすい靴 
 暑い時期は帽子をかぶらせ水筒を
持たせてください。 

〔持ち物〕 
 ハンカチ、ティッシュ、マスク、マス

クをいれる袋、予備のマスクは必ず持

参させてください。 

 学習に必要ない物は持ってきません。 

 持ち物はランドセルに入れて登校させて

ください。（ランドセルは6年間使います。） 

 

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。 

 誰が？→市教育センター派遣の臨床

心理士が担当します。 

 いつ？→月 1～2 回の月曜日（相談日

は学校だよりでご確認ください）。 

 どこで？→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

っています。 

 どうやって？→高小での相談は教頭

か教育センター(６３８４－４４８８)

まで、教育センター来所相談は教育セ

ンターへお申し込みください。 

 

◇出席停止となる主な感染症 
インフルエンザ、百日咳、麻疹、おたふく

かぜ、風疹、水ぼうそう、咽頭結膜熱（プー

ル熱）、新型コロナウィルス 

⇒診断された場合には、学校に連絡をしてくだ

さい。また、感染症ごとに個別に定められた出

席停止期間があります。主治医の指示に従い、

登校を再開してください。 

◇臨時休業（学級閉鎖） 
同一感染症による欠席者が増えた場合、感

染拡大を防ぐため臨時休業の措置を取るこ

とがあります。その際、ツイタもんのメール

配信で連絡します。閉鎖が決まったら13時

頃下校しますので、帰宅できるよう対応をお

願いします。 

[暴風警報][大雨特別警報] 

１.午前７時現在、吹田市に発令されてい
る場合は、登校せず  

２.午前９時までに解除された場合は、通
学路に気をつけて、  

３.午前９時現在で解除されていない場
合は、  

４.児童が在校中に発令された場合は、集
団下校をしますので、連絡がとれるよ
うにお願いします。 

〔地震〕 
登校前に震度５弱以上の地震が起き
た時は臨時休業とし、保護者の監督下
においてください。 

 通常、西門は閉じています。南側
の正門よりお入りください。 

 不審者から児童を守るため、来校
する場合は、

してください。 

 名札を忘れたときには警備員また
は教職員に申し出て指示に従って
ください。 

 自家用車、バイクでの来校はお断り
します。 

 上靴（スリッパ）を必ずご持参くださ
い。 

・ 登校前に健康観察をお願いします。

発熱、せき、だるさなどのかぜ症状

がある時は、症状がなくなるまで自

宅で休養してください。 

・ 登校後、体調が悪くなった時は、お迎

えに来ていただきます。その際、安全

カードを使用します。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。 

・ 児童及び同居のご家族が PCR 検

査、抗原検査を受けることになっ

た場合は、速やかに学校へご連絡

ください。 

 月に２回金曜日（放課後）実施。予

定日は学校便りでお知らせします。 

 

■ 事前に担任から「はなまるカード」 

が配布された児童 

時間帯 

1～3 年生 １４：４０～１５：２０ 

4～６年生 １５：３０～１６：００ 

※教科を問わず、復習や予習・補習を行

います。1 年生児童は、2 学期からの

実施となります。 

持ち物すべてに必ず記名をお願
いします(詳しくは高小ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸで
ご確認ください)。 

筆箱の中には、 

・鉛筆５本以上(削っておく) 

・赤えんぴつ(赤ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ)１～２本 

・青えんぴつ(青ﾎﾞｰﾙﾍﾟﾝ)※高学年のみ 

・消しゴム(四角く子どもの力で

よく消えるもの)１つ 

・定規１本 

※飾りや絵がらの少ないシンプル

なものを持たせてください。 

 

編集・発行 吹田市立高野台小学校 
〒565－0861 吹田市高野台２丁目１６番１号  
TEL：０６-６８７１－０５５２ FAX：０６-６８７１-０５４５  

 

２０２１年度 保存版 

学校生活で必要な経費の内、保護者

の皆様に直接ご負担いただく経費を口

座振替で集金しています。 

〇金融機関：ゆうちょ銀行 

〇振替期間：５月～翌年３月 

〇振替日：毎月５日 

    （休業日の場合は翌営業日） 

※振替できなかった場合は、学校に 

直接現金で納めていただきます。 

※振替金額、振替日は、お便りでお 

知らせします。（振替日は、学校 

だよりでもお知らせします。） 

手続きの流れ 
①転出が決まりましたら、できるだけ早く 
本校にご連絡ください。 

 ※転居先の学校へも連絡してください。 

②市への転出（住民票異動）手続きをして 
ください。（吹田市以外…異動日の２週 
間前から受付 市内…異動日当日受付）

その際「転学通知書」が発行されます。 
③受け取られた「転学通知書」を学校へ提 
出してください。「在学証明書」「教科 

書給与証明書」をお渡しします。 
④転居先の学校へお出しください。 

※教科書について 

高野台小学校と違う教科書のみ、次の学
校で無償給与されます。これまでお使いの 
教科書をすべてお持ちください。 

 

8:35 

集会・読書 

モジュール 

 

４限終了まで同上 

 

 

安全のため、すべりにくいもの

をご用意ください。 

※変更の可能性あり 

水【特５】 

 

 

13:20 14:05 


