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１ 学校概要 
 

（１）学校教育目標 

 

本校では、各教科における道徳教育や生活指導をはじめ、学校教育活動全

般にわたって、下記の学校教育目標等を念頭に取り組みを進めています。 

◇学校教育目標 

ゆめ なかま いのちを育み、未来を拓く 

  ◇めざす学校像 

   すべての子どもに居場所のある安心・安全な学校 

◇めざすこども像 

   ・自ら考え、希望を持ち、未来への夢を語れる子ども 

   ・自らを高め、支え合い、励まし、 

   ・自分や友だちの持ち味を認め、命の大切さを知る子ども 

 

（２）学校規模 

 

児童数 251名 

教職員数 48名 

学級数 10学級 

支援学級数 5学級 

   令和 5年（2023年）1月現在 

※教職員数は、他校兼務・学童保育室等を含む 
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２ 入学式について 
 

日 時 令和 5年（2023年）４月７日（金） 

      受付：午前９時２０分～９時４５分 

      開式：午前１０時～（写真撮影等を含めて 1時間程度で終了予定） 

 

式 場 箕面市立北小学校 体育館 

     ※正門（校舎西側）近くの児童玄関前にお越しください。 

 

持ち物 ・上履き（お子様用・保護者様用） 

    ・ネームペン 

    ・教科書やお祝いの品物を入れる袋（手提げ袋程度） 

 

その他 ・必ずマスクを着用の上、ご来校ください。事情により、マスク着

用が困難な場合は、事前に学校にご相談ください。 

    ・受付時に学級が分かり次第、上履きに学級名をお書きください。 

・受付終了後、お子様を教室へ誘導します。保護者様は式場（体育

館）へお入りください。 

    ・式後、入学記念の写真を撮影いたします。 

     ・その後、担任からの話があります。 

     ・始業式以降の持ち物や学習内容等については、入学式当日に、担

任が学年だよりでお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（重要）新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う対応について 

・今後の感染状況等によっては、式にご参加いただく保護者様の人数を制

限させていただく等の方針が市から示される可能性があります。その場

合は、学校からの一斉配信メール「ライデン・スクール」でお知らせし

ますので、必ず、「ライデン・スクール」にご登録をお願いいたします。

（詳しくは、同封書類をご覧ください。） 

・式当日、お子様や保護者様、その他同居のご家族に風邪症状等の体調不

良が見られる場合は、無理をせず、ご欠席されますようお願いします。

（その場合は、学校までご連絡ください。） 
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３ 登下校について 
 

（１）登校について 

  ・大阪府発出の「学校園における新型コロナウイルス感染症対策マニュア

ル」に基づき、現在、集団登校は行っていません。 

・また、登校時の密を避けるため、地区ごとに学校到着時刻（下表）を指

定し、児童には学校到着時刻から逆算して自宅を出るように指導します。

（「地区別時間差登校」と呼んでいます。） 

  ・ただし、新１年生については、登校に慣れるため、４月中に限り、「近所

の高学年」と一緒に登校します。（上の学年にきょうだいがいる場合は、

きょうだいと登校） 

・４月 11日（火）に児童が地区ごとに集まり、顔合わせをしたうえで、登

校方法を相談します。決定した地区割や登校方法についてはその日のう

ちにお手紙で持ち帰りますので、ご家庭でもご確認をお願いいたします。 

・なお、初日の４月 10 日（月）と 4 月 11 日（火）については、８：１５

～８：２５までの時間帯に保護者のかたが学校まで児童を送っていただ

きますようお願いいたします。 

 

学校到着時刻 地区 

午前８：１５ ５丁目① ３丁目 

午前８：２０ ５丁目② ４丁目 １・２丁目 

午前８：２５ ５丁目③ ６丁目 

   ※５丁目①～③の地区割については、４月 11日（火）に持ち帰るお手紙

でご確認ください。 

 

（２）下校について 

  ・４月中旬までは、地区ごとのグループで一緒に帰ります。途中までは教

職員が付き添います。それ以降は、できる限り、近所のお友だちと一緒

に下校するよう指導します。 

  ・４月中は下校時刻が変則的になります。別途「学年だより」でお知らせ

しますので、ご確認をお願いします。 
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４ 入学までに練習しておいてほしいこと 
 

お子さまの入学が近づいてまいりました。楽しい小学校生活を送るためには、

学業のほかにも、人の話をしっかり聞いたり、いろんなお友だちと仲良く遊ん

だりすることも大切です。また、小学校では、授業をはじめ、給食、掃除、休

憩時間など一日の時間が決まっているため、けじめのある生活を送ることがで

きるように指導します。 

 このため、下記の点について、ご家庭でもチェックいただき、入学までの生

活についてご配慮・ご準備くださいますようよろしくお願いいたします。 

 

 

 

□ 早
はや

ね、早
はや

おきができるかな。 

□ 朝
あさ

ごはんを食
た

べているかな。 

□ すききらいをせず、食
た

べているかな。 

□ 顔
かお

を洗
あら

っているかな。歯
は

をみがいているかな。 

□ 元気
げ ん き

に返事
へ ん じ

ができるかな。 

□ おうちの人
ひと

や近所
きんじょ

の人
ひと

にあいさつができるかな。 

□ トイレを正
ただ

しく使
つか

えるかな。 

□ 手
て

あらい・うがいができるかな。 

□ 正
ただ

しくマスクをつけることができるかな。 

□ しんどいとき、周
まわ

りの大人
お と な

につたえられるかな。 

□ 遊
あそ

んだあとの片
かた

づけができるかな。 

□ 一人
ひ と り

で服
ふく

を着
き

たり脱
ぬ

いだりできるかな。 

□ だれとでもなかよく遊
あそ

べるかな。 

□ 学校
がっこう

への道順
みちじゅん

を知
し

っているかな。 

□ 車
くるま

や自転車
じてんしゃ

に気
き

をつけて登校
とうこう

できるかな。 

□ お手
て

つだいができるかな。 

□ 自分
じ ぶ ん

の名前
な ま え

が読
よ

めるかな。見
み

て書
か

けるかな。 

 

 ※現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、学校での歯みがき、うがいは

行っていません。 

ひとりでできるかな 

ぜんぶできなくても

だいじょうぶ。 

小学校でみんなと 

いっしょに 

がんばろう！ 
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５ 保健室から 
 

  保健室は、子どもたちが元気で健やかに学校生活を送ることができるよう

に、応援・サポートします。 

 

（１）毎朝おうちで健康観察を 

  ・からだやこころの調子が悪いとき、かならずサインを出しています。毎

朝、ご家庭で健康観察を行って体温や健康状態の確認をお願いします。 

  ・調子が悪いときは、無理をせず、登校を控えておうちで休養させてあげ

てください。 

 

（２）欠席について 

・体調不良やケガ等で学校をお休みになる場合は、デジタル連絡帳（詳細

は別途ご説明します。）から学校にご連絡をお願いします。緊急の場合は、

お電話でご連絡ください。（電話：072-721-3118 平日 8：15～16：45） 

※夜間や休日に緊急にご連絡いただく必要が生じた場合は、上記電話番

号にかけていただくと、警備会社を通じて学校管理職につながります。 

・感染症の疑いのある場合は、医師の診察を受けてください。医師の許可

があるまで登校できない場合もあります。 

・感染症は「出席停止」となり欠席にはなりませんので、診断された場合

は学校までご連絡ください。（診断書は不要です。） 

 

 

 

 

  ・お休みの間、オンライン（zoom）で授業を配信することができます。 

ご希望の場合は、お申し出ください。 

 

（３）日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度について 

・学校管理下（学校内および登下校時等）でケガ等をしたときには、日本

スポーツ振興センターの災害共済給付制度により、医療費等の給付が行

われます。学校管理下のケガで病院を受診した際には、学校までご連絡

ください。※「箕面市子どもの医療証」との併用はできませんのでご注

意ください。 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症 インフルエンザ 風疹 麻疹 水痘 

流行性耳下腺炎 感染性嘔吐下痢症 マイコプラズマ感染症 

溶連菌感染症 等 
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（４）心疾患・アレルギー等の子どもの緊急時覚え書きについて 

  ・心疾患、アレルギー、てんかん等、医師の指示により緊急搬送の可能性

のある場合は、覚え書きに記入いただき学校へご提出いただきますよう

お願いします。 

・いただいた情報をあらかじめ消防署に登録し、もしもの場合の適切な救

急処置と円滑な搬送に繋げます。該当されるご家庭に覚え書きの用紙を

お渡ししますので、学校までお知らせください。 

 

（５）新型コロナウイルス感染症予防のためのお願い 

  ①毎朝の健康チェック 

   ・登校前に、同居のかたも含めて、必ず検温など健康状態のチェックを

お願いします。 

   ・なお、児童本人はもちろん、同居のきょうだいや保護者が体調不良の

場合も、無理をせずに登校を控えるようお願いします。（その場合、出

席停止となり、欠席にはなりません。） 

  ②登校時には、必ずマスクを持たせてください。また、手洗いや消毒につ

いて、日頃からご家庭でもご指導ください。予備のマスクもお願いしま

す。 

  ③校内は常に換気を行っています。季節や体調に合わせて、温かい上着を

持たせてください。 

  ④万が一、新型コロナウイルス感染症に感染された場合や、保健所から「濃

厚接触者」や「念のため検査者」と特定された場合は、必ず学校にご連

絡ください。（医療機関及び保健所等から学校に連絡は入りません。必ず、

ご家庭からご連絡ください。） 

 

（６）その他 

・体調不良やケガなどが発生した場合、保護者にお迎えに来ていただくこ

とや病院の受診について相談することがあります。必ず、日中連絡のつ

く電話番号を家庭連絡票にご記入ください。（職場の連絡先も可） 

・就学時健康診断で治療勧告された疾病がありましたら、入学までに受診

しておいてください。 

・保健室での手当はあくまでも応急手当です。その日、学校管理下で起き

たケガの手当しか行えません。 

・保健室には内服薬はおいてありません。また、教職員による投薬や、薬

のお預かりもできませんのでご了承ください。 

 

 

 



- 8 - 
 

令和 4年（2022年）９月 1４日 

保護者の皆様 
 

本市における児童及び教職員に陽性者が確認された場合の基本的な対応 
について  

 
 平素は、本校の教育にご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 
標題の件につきまして、大阪府教育委員会の方針の変更を踏まえて、一部変更しております。下
記破線部箇所をご確認いただきますようお願いいたします。 
健康観察については、引き続き毎日実施し、「健康観察カード」をお子様に持参させてください。
ご理解とご協力いただきますようよろしくお願いします。 
 

記 
【 児童に陽性等が発生した場合に備えてのお願い 】 
児童に陽性が確認された場合、本校では、下記のとおり対応しますので、保護者の皆様におかれ
ましては、陽性が疑われる事例が発生した場合や PCR検査等の受検が必要となった場合は、速や
かに学校へご連絡いただきますようよろしくお願いします。 
 
 

※PCR検査等とは、PCR検査他、抗原検査等をさします。 

 

 

①「陽性」 

の場合 

・陽性者が有症状の場合は、発症日から７日間を経過するまで「出席停止」 

・陽性者が無症状の場合は、検体採取日から７日間を経過するまで「出席停

止」（無症状で、５日目に抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認

した場合は、６日目から解除が可能） 

※状況に応じて、オンライン授業を受けることができます。 

②「濃厚接触者」 

の場合 

・陽性者と最後に濃厚接触をした日の翌日から、５日間の「出席停止」（た

だし、２日目及び３日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認

した場合は、３日目から解除が可能） 

※原則としてオンライン授業を実施します。※できる限り、外出は自粛して

下さい。 

③同居の家族が

「陽性者」の場合 

・陽性者と最後に濃厚接触をした日の翌日から、５日間の「出席停止」（た

だし、２日目 

及び３日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は、

３日目から 

解除が可能） 

※原則としてオンライン授業を実施します。※できる限り、外出は自粛して

下さい。 

④同居の家族が

「濃厚接触者」

の場合 

・「濃厚接触者」の方の陰性が明らかになるまでは登校を控えて下さい。 

・「濃厚接触者」が受検できない場合は、「濃厚接触者」の自宅待機期間が完

了するまでは登校を控えて下さい。 

※原則としてオンライン授業を実施します。※できる限り、外出は自粛して

下さい。 

⑤家族が PCR 検

査を受ける、又

は発熱等の症状

が見られる場合 

・PCR検査結果が明らかになるまで、登校を控えて下さい。 

※原則としてオンライン授業を実施します。※できる限り、外出は自粛して

下さい。 

６ 新型コロナウイルス陽性者確認時の対応について （R4.9.14保護者配布文書） 
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※①に記載の待機期間「７日間」ですが、１０日間を経過するまでは、検温などご自身によ 

る健康状態の確認等を行っていただくようお願いします。 

①②③に記載の待機期間「５日間」ですが、７日間を経過するまでは、検温などご自身に 

よる健康状態の確認等を行っていただくようお願いします。 

（令和４年９月８日付、厚生労働省通知） 

新型コロナウイルスについては、日々状況が変化しているため、必要に応じて変更が生じる 

場合があります。引き続き、状況の変化及び提供できる情報が入り次第お知らせします。 

※タブレット端末の持ち帰り、タブレット端末を活用したオンライン授業の実施を想定して、 

各ご家庭で、通信環境を整えていただきますようお願いいたします。なお、就学援助を受給さ 

れるご家庭に対しては、通信環境にかかる経費の支援をします。 

  

【 発熱等の風邪症状がある場合 】 

・ＰＣＲ検査等を受検するような場合を除き、児童本人に、発熱等の風邪症状がある場合は、 

その症状がなくなるまでご自宅での療養をお願いします。 

・ＰＣＲ検査等を受検するような場合を除き、同居するご家族に発熱等の風邪症状がある場合 

は、その症状がなくなるまで児童の登校を控え、オンライン授業を受けていただくようお願 

いします。 

 

【 児童及び教職員に陽性等が確認された「学校」の対応 】 

・児童または教職員に陽性者が確認された場合は、学校が教育委員会と協議のうえ、濃厚接触  

者の候補を特定し、該当児童を出席停止とし、速やかに下校させます。また保健所と情報共  

有します。 

  ・濃厚接触者の候補として特定した児童は出席停止としますが、学校は休業いたしません。 

ただし、陽性者が多数になる等、聴き取りに時間を要する場合などは臨時休業とすることが  

あります。 

 

【 学級閉鎖・学年閉鎖・臨時休業の基準について 】 

  〇陽性者及び濃厚接触者が学級に複数（１５%以上）確認された場合は、３日間の学級閉鎖と  

します。 

※陽性者及び濃厚接触者数の算定は、２日前までの期間、学校に一度も登校していない児童 

を除きます。 

  〇複数の学級を閉鎖するなど、学年内で感染が広がっている可能性が高い場合は、学年閉鎖と 

します。 

〇複数の学年を閉鎖することに加えて、閉鎖していない学年に感染者が存在するなど、学校内 

で感染が広がっている可能性が高い場合は、学校全体の臨時休業とします。  
 

【 学級閉鎖・学年閉鎖中の教育活動等 】 

〇 学級閉鎖・学年閉鎖が確定した時点で、 

・閉鎖対象となる当該児童は学童保育室を利用できません。 

〇 児童への対応については次のとおりとします。 

・閉鎖対象となる児童の外出は控えてください。 

・学級・学年閉鎖初日はオンラインホームルーム、学級・学年閉鎖２日目以降はオンライン 

授業を行います。 

・翌日以降の連絡は、１７時までにライデンメール等を活用して児童及び保護者の方にしま 

す。 
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【 臨時休業中の教育活動等 】 

〇 臨時休業が確定した時点で、 

・学童保育につきましても、原則１日を臨時休室とします。 

  〇 児童等及び教職員への対応については次のとおりとする。 

・児童の外出は、できる限り控えるようご協力をお願いします。 

・臨時休業初日はオンラインホームルーム、臨時休業２日目以降はオンライン授業を行いま 

す。 

・翌日以降の連絡は、１７時までにライデンメール等を活用して児童及び保護者の方にしま 

す。  
 

例、学級閉鎖・学年閉鎖が３日以上になる場合  

 

 

 

【 学級閉鎖・学年閉鎖・臨時休業後の継続について 】 

   ・３日間の閉鎖・休業期間が終了しても、陽性者及び濃厚接触者、その他事由の欠席者が複

数いる場合、学校は学校医、教育委員会に相談の上、学級閉鎖・学年閉鎖・臨時休業を継

続することがあります。 

【 新型コロナウイルス感染者に対する差別や偏見について 】 

○新型コロナウイルスには誰もが感染する可能性があります。感染した人が悪いということでは  

ありません。学校においても、感染症対策をしっかりと講じつつ、新型コロナウイルス陽性者 

に係る差別や偏見を持たないような教育を行っていますが、各ご家庭におかれましても、ご理 

解・ご協力をお願いいたします。 

なお、新型コロナウイルス感染症への対応については、日々状況が変化しているため、必要に  

応じて変更が生じる場合があります。状況の変化及び提供できる情報が入り次第お知らせしま 

すので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。  

学級・学年閉鎖１日目 学級・学年閉鎖２日目 学級・学年閉鎖３日目以降 

○オンラインホームルームの実

施 

【当該学級・学年】 

○オンライン授業の実施 

【当該学級・学年以外】 

○通常授業の実施 

【当該学級・学年】 

○オンライン授業の実施 

○通常授業再開の準備 

【当該学級・学年以外】 

○通常授業の実施  
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７ 給食について （１年生の給食開始は４月２６日（水）の予定） 

 

  北小学校では、校舎内にある給食室で調理をしています。給食は単なる昼

食ではなく、成長期にある子どもにバランスのとれた栄養のある食事を提供

し、健康の増進を図ることや、望ましい食習慣を養うこと等を目的としてい

ます。また、友だちと一緒に給食準備や食事することなど様々な経験を通じ

て、食に関する知識や感謝の心をはぐくむ食育に取り組んでいます。 

 

（１）献立内容 

・主食は米飯で、２品程度のおかずと 200ml の牛乳を提供します。月２回

程度牛乳がヨーグルトドリンクになります。 

・旬の食材を中心に、１ヵ月に約 100種類の材料を使います。 

・献立や栄養価は、毎月配信する給食だよりをご覧ください。 

 

（２）食器 

・強化磁器食器の、ごはん茶碗・大皿・汁碗・小皿で、献立により箸また

はスプーンがつきます。 

 

（３）ご家庭でご用意いただくもの 

  ①給食当番のとき 

・給食当番はエプロン・給食帽・マスクを着用します。給食当番の週は以

下のものを持たせてください。週末に持って帰ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ②毎日 

・勉強机が食卓に変わります。毎日清潔なナフキン  を袋に入

れて持たせてください。 

◇エプロン（以下のいずれか） 

◇給食帽（三角巾やバンダナも可） ◇ひもつき袋（エプロン等

を入れる。） 

前ボタン型 かっぽうぎ型 

＋ 

袖なし型＋腕カバー 
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（４）給食時間 

・食事前後の手洗いを徹底しています。 

・適切な換気を行うことにより、大声での会話を控えるように指導します。 

・給食時間は準備、片付けを含めて４０分間です。ご家庭でも、配膳や片

付けの手伝いをするようにしていだけるとありがたいです。 

 

（５）食物アレルギー等の対応（重要） 

・食物アレルギーなどの理由で、医師の指示により、献立表どおりの給食

が食べられない場合は、対応（除去食等）をすることができます。詳し

くは、同封の「食物アレルギー等の対応について（お知らせ）」をご覧く

ださい。 

・なお、箕面市では、できるだけ多くの子どもが同じ給食を食べられる献

立づくり（低アレルゲン給食）を行っています。すべての給食で、卵、

牛乳・乳製品、小麦・小麦製品、えびを使用しない献立としています。 
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８ 学用品について 

（ご用意いただくもの） 

1 筆箱  

2 鉛筆 B・2Bの芯のやわらかいもの（４本程度） 

3 赤鉛筆 1本 

4 色鉛筆 12色セット 

5 消しゴム シンプルで消しやすいもの 

6 下敷き A4サイズ 

7 道具箱 横 23㎝×縦 30㎝×高さ 6㎝くらいのもの 

8 のり 
「スティックのり」と「カップのり」の 2種類

をご用意ください。（使い分けます。） 

9 クレパス 12色セット（クレヨン不可） 

10 はさみ  

11 セロテープ  

12 上靴 
Ｖシューズ、バレーシューズ、上履き兼体育館

シューズのいずれか（p.13図 1参照） 

13 体操服 

上…白の体操用シャツで、生地・型は自由 

  ※気温や体調に応じて、半袖・長袖を選ん

で持たせてください。 

下…青系のハーフパンツ 

14 赤白帽 
ゴム（あごひも）が付いたもの。ひもの長さは

調節してください。 

15 エプロン・給食帽・袋 給食当番用（p.1１参照） 

16 
手提げ袋 

（５種類） 

①体操服用 

②図書の本入れ用 

③音楽セット用 

④タブレット PC用 

⑤給食用（ﾅﾌｷﾝ・コップ入れ） 

17 
マスク・マスク入れ（ジ

ップロック等） 

給食等、マスクを外すときは、マスク入れに入

れます。 

 ※項 12・13・14・15については、同封の「体操服等販売について」のチラシ

にある販売業者でもご購入いただけます。 

（ご留意点） 

・必ず、すべての持ち物に、ひらがなで氏名を記入してください。 

・幼稚園や保育所等で使っていたもので間に合うものがあれば、新たに購入

いただく必要はありません。 

・華美なものは避け、できるだけシンプルな学習用具を持たせてください。 

p.13 

図 2参照 
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（その他） 

・入学祝いとして、北小地区福祉会様から絵の具と筆を、北小校区青少年を

守る会様からパレットと水入れをいただく予定です。 

・ノート類は、はじめはすべて学校で用意します。 

・「れんらくちょう」「れんらくぶくろ」も学校で用意します。 

 

【図１】 

 

 

 

 

 

 

 

【図２】 

①体操服用 ②図書の本入れ用 ③音楽セット用 ④タブレット PC用 

＊机にかけても引きずらない長さ（38cm以内）のものをご用意ください。 

＊体操服用は、巾着袋でも結構です。 

 ＊タブレット PCのサイズは、Ａ４用紙より一回り小さく、厚みは 1.5cm程度

です。市販のタブレット用かばんでも構いません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤給食用（ナフキン・コップ入れ） 

現在、感染対策として、歯磨き
は行っていません。再開のお知
らせがあるまで、ナフキンのみ
持たせてください。 

１－〇 
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９ 学校徴収金等の納入手続きについて 
 

（１）学校徴収金等について 

・学校活動に必要となる経費のうち、保護者様にご負担いただくものとし

て、「給食費」「教材費等」「日本スポーツ振興センター災害共済掛金」

「PTA 会費」があります。これらをまとめて、「学校徴収金等（または学

校諸費）」と呼んでいます。 

・徴収事務は、箕面市教育委員会事務局の学校事務センターが行います。 

 

（２）納入手続きについて 

  ・「学校徴収金等」は、口座振替（引き落とし）により納入いただきます。

同封の「箕面市学校徴収金預金口座振替依頼書 兼 児童手当にかかる学

校給食費等の徴収等に関する申出書」にご記入の上、取り扱い金融機関

にお持ちください。 

  ・取り扱い金融機関は、「池田泉州銀行」もしくは、「三井住友銀行」です。

支店はどこでも対応可能です。 

  ・上記の金融機関の口座をお持ちでない場合は、お手数ですが口座開設を

お願いいたします。 

 

 

 

（３）学校徴収金の口座振替時期・金額について 

・振替期間は原則６月～３月です。振替内容や金額の詳細につきましては

入学後お知らせいたします。 

 

（参考：令和 4年度１年生 年間徴収計画）          （単位：円） 

徴収月 該当分 給食費 教材費等 スポ振 PTA会費 合計 

6月  4・5月分 5,592 2,700 - 400 8,692 

7月 6月分 3,961 2,700 - 800 7,461 

8月 7月分 3,961 2,700 - 0 6,661 

9月 9月分 3,961 2,700 - 400 7,061 

10月 10月分 3,961 2,700 - 400 7,061 

11月 11月分 3,961 2,700 - 400 7,061 

12月 12月分 3,961 2,700 460 400 7,521 

1月 1月分 3,961  - 400 4,361 

2月 2月分 3,961 - - 800 4,761 

3月 3月分 3,961 - - 0 3,961 

合計  41,241 18,900 460 4,000 64,601 

【金融機関窓口への提出期限】 

 令和 5年（2023年）２月２８日（火）まで 
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10 北小学校における災害時の対応について 
 

北小学校における災害時（地震・風水害）の対応について、下記のとおりお

知らせいたします。必ずご家庭でお子様と一緒にご確認いただきますようよろ

しくお願いいたします。 

 

 １ 大地震 （震度５弱以上） の場合                                                                           

（１）児童が在校中に大地震が発生したとき 

・ただちに授業を中止し、児童に身の安全を確保させ、揺れが収まってから、

安全な場所（運動場）に一時避難します。※天候等によって、校舎内に移動

する場合があります。 

・保護者のかたは速やかに児童のお迎えをお願いします。 

・非常時の混乱を避けるため、お迎えは事前に学校に登録いただいたかたに限

らせていただきます。たとえ、ご近所の友だち同士であっても、登録の無いか

たが一緒に連れて帰ることはできません。 

・北小校区の避難所は、北小学校ではなく、「箕面市立メイプルホール」です。

運動場への一時避難後、避難所（メイプルホール）までの経路の安全が確認で

き次第、教職員の誘導のもと、児童を避難所へ移動させます。お迎えのタイミ

ングによっては、メイプルホールにお迎えに行っていただく必要があります。 

※避難所への移動の際は、ライデンメール（一斉配信メール）や、正門前への  

掲示でお知らせします。 

・震度４以下の場合であっても、被害状況によっては、同様の対応を行う場合

があります。 

 

（２）児童が登下校中に大地震が発生したとき 

・児童は、自宅と学校のどちらか近い方へ避難してください。ただし、保護者

が出勤されていて、自宅に帰っても児童がひとりになるような場合は、学校に

避難してください。 

・避難にあたっては、通学路におけるブロック塀や家屋の倒壊、落下物、道路

の損壊等から身の安全の確保を最優先にするよう指導します。 

・学校に避難した児童は、保護者のかたが迎えに来るまで保護しますので、必

ず迎えにきてください。なお、前項同様、運動場に一時避難後、避難所（メ

イプルホール）までの経路の安全が確認でき次第、教職員誘導のもと、児童

を避難所へ移動させます。 

・児童が、自宅に避難した場合は、児童が帰宅次第、速やかに学校に連絡して

ください。（電話での連絡が困難な場合は、近所のかたで協力し合ってメモ書

きをし、代表のかたが直接学校に知らせる等の対応をお願いします。） 
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（３）大地震発生に伴う臨時休校措置について 

・震度 5弱以上の地震が発生した場合、当日は、臨時休校とします。 

・翌日以降については、学校施設や通学路、教職員の出勤状況等を勘案したう

えで、学校再開の可否を決定することとし、再開が可能な場合は、学校からの

ライデンメール配信により、保護者の皆様にお知らせいたします。学校から再

開の連絡が無い場合は、引き続き臨時休校となります。 

 

【よくある質問】 

Ｑ１．学校で子どもを預かるような事態になった場合、ライデンメールなど

で連絡してもらえますか。 

Ａ１．学校からのライデンメール配信による連絡を実施します。しかしメー

ルが送信できない場合も想定されます。連絡がなくても、必ず学校ま

たはメイプルホールに迎えに来てください。 

Ｑ２．子どもを連れて帰るときに何か手続きはありますか。 

Ａ２．引き渡し名簿に必ずサインをしてから連れて帰ってください。 

Ｑ３．交通機関がストップして、保護者がしばらく迎えに行けない場合はど

うすればいいですか。 

Ａ３．深夜でも、翌日になっても、迎えに来られるまで、学校またはメイプ

ルホールでお預かりします。 

Ｑ４．子どもを学童保育に預けています。学童保育利用中に地震が起きた場

合、どうなりますか。 

Ａ４．学童保育においても、学校と同様の対応をします。保護者のかたは、

速やかに児童を迎えに来てください。迎えに来られるまで、学校また

はメイプルホールでお預かりします。 
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【北小学校から避難所（メイプルホール）までの避難経路】 

 

●箕面北公園

箕面郵便局● 箕面●

警察署

なか幼稚園●

阪
急
箕
面
駅

メイプルホール
（北小校区避難所）

桜
通
り

サンクスみのお1番館●

箕面●

消防署

●芦原公園

北小学校

 
 

 

※道路の被害状況によっては、経路を変更する場合があります。 
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 風水害の場合                                                                           

 

風水害は、震災と違って、ある程度は事前の予測が可能です。大型台風が接

近する場合などは、気象情報に十分注意してください。 

 

（１）休校や時程の変更の「基準となる警報等」の種類 

①「暴風警報」「大雨警報（浸水害）」「大雨警報（土砂災害、浸水害）「暴風

雪警報」または各種の「特別警報」（特別警報は、その種類を問いません）

が発令されている場合 

 ※大雨警報（土砂災害）は対象外です。（とどろみの森学園のみ対象） 

②校区内に「市の避難情報」が発令されている場合 

 ※市の避難情報…「高齢者等避難」「避難指示」 

 

（２）休校や時程の変更等の「基準となる時間」 

◆午前７時の時点で基準と

なる警報等が発令されて

いる場合 

自宅待機してください。 

◆午前7時から午前9時まで

の間に、基準となる警報等

が解除された場合 

安全に留意して登校してください。 

→基準となる警報等が解除され次第、

ライデンメールにて、登校時間の目

安をお知らせします。 

◆午前９時の時点で、基準と

なる警報等が発令されて

いる場合 

休校とします。 

 

 

 

 

（３）児童が在校中に基準となる警報等が発令され、下校困難な場合 

・天候により下校時刻を早めて下校または学校で待機かを判断します。 

・荒天等により、非常時の対応をとる場合の学校からの情報発信は、ライデン

メールで行います。 

・学校への問い合わせの電話は、緊急時の対応ができなくなりますので、ご遠

慮願います。 

・下校が早まる可能性がある場合で、保護者のかたがやむを得ず留守にされる

場合は、連絡先をお子様に伝えておいていただきますようお願いします。 

 

※上記いずれの場合においても、校区内に市の避難情報のみが発令

されている場合の自宅待機や休校等については、市教育委員会が

判断します。（判断が決定次第メールでお知らせします） 
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【発災時の対応フローチャート】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※北小校区の避難所はメイプルホールです。

発災

学校自宅

一時保護

保護者へ児童を

引き渡し

残る児童を

避難所まで引率

避難所対応へ

移行

原則、近い方へ避難

◆ライデンメール（学校からの一斉配信メール）登録のお願い 

 
学校から緊急にお知らせする必要が生じた場合には、原則としてライデンメールを

配信します。どなたでも登録できますので、必ず手続きをお願いします。 

 

【手続きの方法】 

①携帯端末等から、次のアドレスに、空メール(件名、本文不要)を 

送信してください。p.m-kita-es@s.ktaiwork.jp 

(右の登録用 QRコードをご利用になると便利です。） 

②「メールサービス本登録のご案内」というメールが届きます。メールに記載された

URLからホームページにアクセスしてください。 

③登録画面が表示されますので、児童氏名を入力→お子様の学年にチェック→登録ボ

タンを押してください。 

④「メールサービス登録完了」のメールが届けば、登録完了です。 

※保護者は児童名で登録してください。（きょうだいがいる場合は児童ごとに登

録してください。） 

※北小校区の避難所は 

「メイプルホール」です。 

（箕面市箕面 5-11-23） 
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11 支援教育について 
 

  箕面市では、障害のある子どもや特別な支援を必要とする子どもが、通常

の学級でクラスの友だちと「ともに学び、ともに育つ」ことをめざした支援

教育に取り組んでいます。一人ひとり、子どもたちにはたくさんの可能性と

素晴らしい個性があります。その個性に寄り添った支援を行うため、支援学

級担当の教職員が担任・保護者と連絡を取りながら、教室での学習の手助け

をしたり、支援学級でその子どもにあった学習をしたりしています。 

  すべての子どもたちが、ともに育ち合う大切な存在として、互いに認め合

い、支え合うことができますよう、ご理解とご協力をよろしくお願いいたし

ます。 

 

12 子育て相談・教育相談について 
 

  箕面市教育委員会から派遣されるスクールカウンセラー（ＳＣ：臨床心理

士等）及びスクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ：社会福祉士等）による相

談窓口を月１～２回設けています。「どのように子どもに向かいあったら良

いか」「どのような福祉サービスが受けられるか」など、子育ての悩みや不

安について、一緒に考える身近な存在としてご活用ください。 

 

 

 

 

 

 

 ＊令和５年度の相談対応可能日については、決定次第、学校だより等でお知

らせいたします。予約枠がいっぱいの場合は、次月以降になる場合があり

ますので、ご了承ください。 

 ＊保護者のかたの相談だけでなく、お子様だけでも、保護者同伴でも、対応

可能です。 

 ＊箕面市教育委員会事務局の児童生徒指導室でも、同様に教育相談を実施し

ています。詳しくは、児童生徒指導室までお問い合わせください。 

   電 話：０７２－７２４－６７９７ 

相談日：平日、土曜 ９時００分～１７時００分 

 

 

 

 

【ご予約】 

 箕面市立北小学校（教頭まで） 

  電 話： ０７２-７２１-３１１８  （平日８時１５分～１６時４５分まで） 

  F a x： 072-722-2479 
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13 生活指導 （みんなの約束） について 
 

北小学校では、「みんなの約束」として、子どもたちに下記の生活指導を行っ

ています。ご家庭におかれましては、指導内容についてお知りおきいただくとと

もに、指導内容にご協力いただきますようお願いいたします。 

 

（１）登下校のきまりを守りましょう 

・登校するときは、地区ごとに決められた学校到着時刻を守りましょう。 

学校到着時刻 地区 

午前８：１５ ５丁目① ３丁目 

午前８：２０ ５丁目② ４丁目 １・２丁目 

午前８：２５ ５丁目③ ６丁目 

・登下校時は、自動車や自転車に気を付けて、登校しましょう。 

・学校には、自転車に乗ってこないようにしましょう。 

 ・信号待ちをするときは、車道から 2歩離れて待ちましょう。 

 ・一度登校した後は、忘れ物があっても、家に取りに帰ることはできません。 

 ・最終下校時刻を守りましょう。 

（2月～10月…午後 4時 45分 11月～翌 1月…午後 4時 30分） 

 

（２）学校生活のきまりを守りましょう 

 《持ち物について》 

 ・持ち物には必ず名前を書き、自分で大切に管理しましょう。 

・人のものには勝手に触らないようにしましょう。 

・学校生活に必要なものだけを持ってきましょう。また、文房具は学習に集中

できるシンプルなものを選びましょう。 

・家から本を持ってくる場合は、学習に関連した本を選びましょう。 

 ・学校のタブレット PCは袋に入れて大切に持ち運び、落としたり無くしたり

しないようにしましょう。 

 ・携帯電話・スマートフォンを学校に持って来たり、学校の中で使用しない

ようにしましょう。（※緊急時の連絡手段等、やむを得ない事情により、携

帯電話等を持たせて登校させる場合は、事前に、学校内での使用ルール等

をご理解いただいた上で、「箕面市立小中学校における携帯電話の取り扱

いに関する同意確認書」を学校にご提出いただく必要があります。必要な

かたは学級担任までお申し出ください。） 

 

《校舎や運動場の使い方について》 

・廊下を走ったり、階段を飛び降りることは自分や友だちの命にかかわる事

故につながります。絶対にやめましょう。 
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 ・教室のベランダに出るときは、先生に許可をもらってから出ましょう。 

 ・特別教室や北館には、用があるとき以外は行かないようにしましょう。 

 

《休み時間の過ごし方について》 

 ・雨の日や、運動場に水たまりがある日、暑さ指数が高い日は、教室で静か

に過ごしましょう。 

・雨で運動場が使えないときは、体育館で遊ぶことができます。ただし、必

ず先生が来てから体育館で遊びましょう。 

・遊具を使った鬼ごっこや、サッカーゴールやバスケットゴールの支柱など

に登ったりぶら下がるなどの行為は、危険なのでやめましょう。 

 

（３）学校の外でのきまりを守りましょう 

 ・ゲームセンター、ショッピングセンター、カラオケなどには、子どもだけで

行かないようにしましょう。 

 ・用もないのに、スーパーマーケットやコンビニ等に出入りしないようにしま

しょう。 

 ・火遊び、火薬遊び、エアガン等の危険な遊びをしないようにしましょう。 

 ・人通りの少ない場所で遊ばないようにしましょう。 

 ・公園や図書館など、公共の場では、その場所のルールを守りましょう。 

 ・遊びに行くときは、誰と、どこに行くのか、何時に帰ってくるのか、お家の

人に伝えるようにしましょう。また、もしものときに備えて、見守り端末

「otta」（オッタ）を身につけるようにしましょう。 

 ・不審者など怖い目にあったときは、すぐに回りの大人や、「こども 110番」

のステッカーのあるお店・お家に助けを求めましょう。 

 ・子どもだけでお金を貸し借りするのはやめましょう。また、おごったり、お

ごられたりすることもやめましょう。 

 ・子どもだけで校区外の公園などに遊びに行かないようにしましょう。（校区

に近接する公園は除く。） 

 

（４）いじめは絶対に許しません 

 ・「いじめ」とは、人の心や体に苦しさや痛みを感じさせる行為のことです。 

  自分は軽い気持ちや遊んでいるつもりであっても、相手が「つらい」「嫌だ」

「やめてほしい」と感じていたら、それはいじめです。 

 ・いじめは、暴力だけでなく、悪口（LINE などインターネットへの書き込み

を含む）、仲間外れ、集団での無視、嫌なことや危険なことを無理にさせる

行為なども、すべていじめです。このような行為は絶対にやめましょう。 

 ・心や体がつらいときは、いつでも先生やおうちの人に伝えましょう。つら

いことがなくなるように先生たちは一緒に考えます。 
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14 提出物・諸連絡について 
 

（１）学校への提出物について 

下の①～⑤は、全て、２月15日（水）までに学校へご提出ください。 

（郵送可）〒562-0001 箕面市箕面3-4-1 北小学校（教頭）まで 

 

（２）「ライデン・スクール」への登録について 

・学校からのメール配信システムです。緊急連絡などは、このシステムを利用

してお伝えしますので、同封書類をご覧の上、２月１５日（水）までに、必

ず全てのご家庭が登録をお願いします。 

※「新1年生」を選択後、「児童ごと」に「児童名」で登録してください 

（３）デジタル連絡帳の活用について 

 ・箕面市立小・中学校では、保護者と学校間の連絡方法について、デジタル

連絡帳を導入しています。（主な機能…保護者から学校への欠席連絡、時

間割やプリントの配布、宿題等の確認等） 

 ・令和５年度のデジタル連絡帳（tomoLinks）については、現在、箕面市教育

委員会で準備中です。準備が整い次第、登録や利用方法等についてお知ら

せします。 

   

提出物 内容・留意点 

①家庭連絡票 

家庭の状況について、必要事項をお書きください。

日頃の学校からご家庭への連絡や、クラス分けの参

考にします。児童の健康状態の欄には、アレルギー

等、気になることがあれば必ずご記入ください。 

②写真使用に関する

意向確認書 

市・学校・PTAのWEBサイトや広報誌等に児童の写真

を使用する場合があります。写真の使用可否につい

て意向確認するものです。 

③震災等非常事態時

における児童の引

渡し先事前登録書 

児童の引き渡しに来ていただける可能性のあるか

た全ての登録をお願いします。（登録のないかた

は、たとえご親族でも引き渡しできません。） 

④北小PTA自己申告書 

PTA常置委員の立候補等の意思確認を行うもので

す。全ご家庭、同封の「北小PTA連絡封筒」に入れ

てご提出ください。 

⑤新1年生との交流会

出欠確認 

参加するか参加しないのどちらかに〇をしてくだ

さい。 
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（４）見守りサービス「otta
オ ッ タ

」について 

・箕面市立小・中学校では、全家庭に対して、下校中の行方不明等、万一の場

合に備えて、子どもの見守りサービス「otta」への登録をお願いしています。

同封のチラシをご覧いただき、各ご家庭から直接サービス提供事業者にお申

し込みください。（ほか、「登下校ミマモルメ」というサービスもあります

（任意）。同封チラシ参照。） 

 

（５）学校徴収金等の納入手続きについて 

・給食費、教材費、PTA会費等は、銀行の口座振替により徴収いたします。取

り扱い金融機関は、池田泉州銀行もしくは三井住友銀行です。（支店はどこ

でも対応可） 

・同封の「預金口座振替依頼書」に必要事項を記入し、2月28日（火）までに、

金融機関にお届けください。（P.15及び同封書類をご覧ください。） 

 

（６）放課後の居場所について 

 ①学童保育 

・１～６年生の児童を対象に、留守家庭の児童を放課後お預かりする制度です。

希望される方は、箕面市役所（子ども総合窓口）に直接お申し込みください。 

 

 ②自由な遊び場開放事業 

 ・各小学校で学童保育室の児童も含めて、１～６年生の児童が自由に遊べるよ

う、平日の放課後に運動場と余裕教室等を毎日開放しています。遊び場開放

の指導員が子どもたちの活動を見守ります。（新１年生の参加は給食開始日

４月２６日（水）以降です。） 

 ・詳しくは、同封の「自由な遊び場開放事業のお知らせ」をご覧ください。 

 

 ③放課後学習室「すたさぽ」 

 ・放課後、校内の余裕教室を使って、放課後学習支援員の見守り・支援のも

と、児童が宿題等の学習を行える場です。開室日等、詳細は学校だより等

でお知らせします。 

 

（７）就学援助について 

・経済的な理由によって、就学が困難な児童・生徒に対して、学用品費等を給

付する制度です。希望される方は、学校か、箕面市教育委員会事務局学校生

活支援室（072-724-6760）へご連絡ください。 
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（８）北小学校に入学しない等の可能性があるご家庭へのお願い（重要） 

   「他校区への転出」や、「国立・私立等への入学」など、北小学校に入学

されない、あるいは、北小学校に入学後、４月中に転校される可能性がある

ご家庭におかれましては、その旨を学校までご連絡いただきますようお願い

します。（確定していなくても構いません。） 新年度の学級編制に影響があ

るため、必ずご連絡をお願いいたします。 

 

 

【各書類についてのお問い合わせ】 

 箕面市立北小学校（教頭まで） 

  電 話： ０７２-７２１-３１１８ 

  F a x： 072-722-2479 

  （平日８時１５分～１６時４５分まで） 


