令和 2 年度
〒594-0023

和泉市伯太町二丁目 24 番 22 号
電話：0725－41－0096 ＦＡＸ：0725－41－1270 ブログはこちら⇒
学校ＨＰ：http://www.city.osaka-izumi.lg.jp/school/esch/hakata/index.html

伯太小のめざす子ども像：互いを尊重する子 進んでやり抜く子 伝え合い、学び合う子

欠席・遅刻連絡/
電話対応

登下校時刻

欠席・遅刻の連絡
８:00～8:25

【登校】 8:00～8:25
【最終下校時刻】16:00

■ご連絡がない場合は、お電話・ま
たは家庭訪問にて安否確認をさ
せていただくことがあります。
■早退の場合は、保護者の方のお迎
えをお願いします。（児童のみでの

持 ち 物

装

標準服
上…白シャツ・紺の上着
下…紺半ズボン・スカート

持ち物には必ず記名を

生

【給食袋】
■エプロン
■マスク

（男女による指定はありません）

【電話対応時間】
平日 8:00～18:00

■決められた通学路 で 登下校しま
す。安全のため、早く登校しすぎ
ないよう、遅刻しないようにご協
力ください。
■不審者（見かけた、被害に遭った）
は先に警察（46-1234）へ連絡
をお願いします。

学 習 用 具

ノートをそろえています

下校はできません。）

服

■靴下や靴は、運動しやすいものを
身に着けます。
■校内では、名札をつけます。
帰りは名札を外します。
■パーマや髪染め、ピアスは禁止で
す。

活

■帽子

【体操服袋】
■半袖体操服 ■紺の短パン
■体操帽（ゴム紐付き）
※長ジャージをはく場合は、連絡帳
等で担任までお知らせください。

※

筆箱の中身
学習に集中できるよう、
筆箱の中身はシンプルな
ものをそろえます。
①かざりのない黒鉛筆（Ｂか２Ｂ）
5 本とかきかた鉛筆 1 本
②赤鉛筆・青鉛筆
③消しゴム（よく消えるもの）
④油性名前ペン（マイネームなど）
⑤ものさし（透明なもの。15 ㎝程度）
その他学年で必要なもの
※

伯太小
時

1年

国語 1 学期：８マス
2 学期：１２マス
漢字 2 学期：50 字
算数 1 学期：６マス
2 学期：１４マス
2 年 国語：15 マス 漢字：84 字
算数：17 マス
3,４ 国語・算数：5 ㎜方眼
年 漢字：104 字（3 年）
：120 字（4 年）
5,6 国語：15 行 漢字：150 字
年 算数：5 ㎜方眼
年度初めは学校で一括購入します。

主な行事予定

校時表

間

8:30～ 8:50
8:50～ 9:35
9:45～10:30
10:50～11:35
11:45～12:30
12:30～13:15
13:15～13:25
13:25～13:40
13:45～14:30
14:40～15:25

予鈴 8:25
朝の学習・会

１時間目
２時間目
3 時間目
４時間目
給食
昼休み
掃除
５時間目
６時間目

4 時間授業の日は 13:35 下校
5 時間授業の日は 14:40 下校
６時間授業の日は 15:35 下校

一
学
期

二
学
期

三
学
期

新型コロナウイルス感染症の影
響により、急な予定変更の可能
性があります。ご了承ください。
終業式
始業式
参観・懇談
6 年修学旅行
体育参観
終業式

8/7
8/24
9/11
10/1-2
10/31
12/24

始業式
参観・懇談
卒業式
修了式

1/7
2/5
3/19
3/24

ノート名人を
めざしましょう
各学年の廊下に「ノート
名人」のノートを掲示し
ています。
※ノートに文字を書くときには、
下敷きをはさむ。
※直線を引くときは、定規を使う。
※字を書くときは、1 マス 1 字。
※ノートは学習の軌跡です。後から
振り返ってわかりやすく、工夫の
あるノートにしましょう。

宿題・
家庭学習

学
習

メール送信・HP・ブログ

活

家庭学習のめやす
低学年・・・20～30 分
中学年・・・40～50 分
高学年・・・60 分以上
※学習状況を知っていただきたい
ので、様子をご覧いただくようお
願いします。
※学期はじめに配付している「家庭
学習の取り組み」学年通信を参考
にしてください。
※

正門はオートロックに
なっています

校内持ち込みは原則
禁止です。
■必要な場合は「同意確認書」を提
出の上、許可を得てください。
（年度毎に提出が必要です）
■同意確認書の提出がない場合は、
持ち込みできません。

そ
の
他

児童の安全のため、日常
的に施錠しています。
※登下校の時間帯以外は施錠して
います。御用の方はインターホン
にてお知らせください。
※安全確保のため、正門からの車の
乗り入れ、また学校周辺の駐車は
ご遠慮ください。

早寝・早起き・
朝ごはん
成長期の小学生には、
「睡眠と栄養」がとても
大切です！
■就寝時刻の目安：
1～3 年生は 21 時まで
4～6 年生は 22 時まで
に就寝しましょう。

■適切な使用の仕方について、ご家
庭でもルールを決めて、守らせる
ようにしてください。

■朝食は必ず食べましょう。
■十分な睡眠と栄養が、学校での集
中力につながります。

4 年生以上は
自主学習をしています

保健室からの
お願い

自ら学ぶ習慣を作るた
めに取り組みます。

保健室は病院ではあり
ません。

※4 年生以上は、月に 2 回以上
自主学習に取り組みます。
※4 月に配付している「自主学習
ノートの使い方」を参考にして
ください。
※お手本となるノートは「ノート
名人」として掲示されることも
あります。
※

※保健室は一時的に応急手当を行
い、経過を見る場所です。
※教室での学習が困難な場合はお
迎えをお願いします。
※登校から下校までのけがは「日本
スポーツ振興センター」の対象で
す。病院受診した際は担任までご
連絡ください。
※

こんな時は・・・
学校感染症で欠席したら…

臨時休校や集団下校
学級閉鎖等の連絡
※災害時等の連絡のために、保護者
メールの登録を全家庭に協力お
願いしています。
※登下校管理は「はと君」で行いま
す。
「はと君」の新規登録は学校の
教頭へ、内容変更等は「はと君」
事務局へ連絡をお願いします。
（06-6363-5000）
※学校 HP・ブログを適宜更新して
います。ご覧ください。

生

携帯電話・
スマートフォン

◆インフルエンザ等は出席停止扱
いになりますので、医師の意見書
の提出が必要になります。意見書
は学校 HP からも入手すること
ができます。

相談機関
教育相談・スクールカウンセラー
悩みはお気軽にご相談ください。
専門のＳＣとも相談できます。（月
1 回来校⇒職員室 46－0096 まで）
子育て相談
子育て支援室：９９－８１３５

〈虐待は通告します〉
◆現金での納入になります。お子様
を通して徴収金袋をお渡ししま
すので、担任に渡していただく
か、職員室までお持ちください。

「児童虐待防止等に関する法
律」により、虐待は早期発見、
通告します。伯太小は関係機関
と連携し、安全・安心な学校運
営を進めます。

伯太小の勤務時間は 8:25～16:55 です。当校は、働き方改革を進め、ご家庭・地域の皆様とともにより質の高い教育の推進に努めます。放課後の学校へのお電話は、18:00 までにお願いします。

