
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 
お知らせ  

＊たいよう学級担当として、先生が赴任しました。また、AETとして片山中学校から、 

先生が兼任します。どうぞよろしくお願いします。 

※GOGOキッズにつきましては、５月２５日（水）より実施する予定です。 

【６月の主な行事予定】＊感染状況により変更する場合もあります。 
６月 １日(水) GoGoキッズ          １５日(水) ５時間授業 GoGoキッズ 

２日(木) ２年まち探検(南ヶ丘公園)      １６日(木) 歯科検診(４年と２年１学級) 

           歯科検診(３年と２年１学級)           教育相談 

      教育相談            １８日(土) 学校開放 

４日(土)  学校開放            ２０日(月)～２４日(金) 個人懇談 

６日(月)  クラブ ６年写真撮影      ２０・２１・２３・２４日 圧縮時間割 

７日(火) 歯科検診(１年と２年１学級)   ２２日(水) 歯科検診(６年と２年１学級) 

８日(水)  GoGoキッズ                 GoGoキッズ 

９日(木)  歯科検診(５年と２年１学級)   ２７日(月) クラブ 

１３日(月)  プール開き 児童委員会     ２９日(水) ５時間授業(４年３組以外) 

１４日(火)～１５日(水) ５年林間学習          ４年３組研究授業(15:05頃下校)

日 曜 ５ 月 行 事 予 定 

16 月 クラブ ５年聴力 諸費振替日 

学年ピンポイント下校実施期間開始(5/20まで) 

地域協役員会 

１ 日  17 火 Web児童集会 ６年内科検診 AET 

２ 月  18 水 ５時間授業(14:10頃下校) ３年聴力 

Jアラート伝達試験(11:00) AET 

1年くれよん読み聞かせ 

３ 火 憲法記念日 19 木 ６年プール清掃 ２年聴力 教育相談 ICT 

４ 水 みどりの日 20 金 ５年林間学習保護者説明会(書面開催) 

１年聴力 ２年くれよん読み聞かせ 

５ 木 こどもの日 21 土 土曜分散参観(１～３限) 

６ 金 ３年校外学習(健都レールサイド公園等) 22 日  

７ 土 (学校開放：体育館のみ) 23 月 代休日  

８ 日  24 火 Web児童集会 (６年プール清掃予備日) 

２年まち探検下見(南ヶ丘公園) AET  

片山中 AET 

９ 月 １・３年交通安全教室(9:30～) 

児童委員会 ４年視力二次 ICT 

25 水 ５時間授業(２年４組以外 14:05頃下校) 

２年４組研究授業(15:05頃下校) AET 

片山中 AET 尿検査二次 GoGoキッズ開始 

10 火 Web全校朝礼 ３年視力二次 AET 

４年校外学習(くるくるプラザ等) 

学年避難訓練実施期間開始(5/25まで) 

26 木 ４年パッカー車出前授業① 

心臓二次(対象者) 片山中 AET 

 

11 水 ２年視力二次 27 金 ５・６年スポーツテスト(ソフトボール投げ) 

４年パッカー車出前授業② 片山中 AET 

３年くれよん読み聞かせ(１年校外学習予備日) 

12 木 １年校外学習(片山公園) ６年視力二次 

(３年校外学習予備日) 

28 土  

13 金 ６年卒業アルバム用写真撮影 

眼科検診(１年と対象者) 

29 日  

14 土  30 月 ３年校区探検 (２年まち探検下見予備日) 

15 日  31 火 AET (３年校区探検予備日) 

 吹田市立片山小学校 

吹田市朝日が丘町１６番１号 

電話 06(6387)8531 

令和 4 年(2022 年) 5 月号    http://www2.suita.ed.jp/school/es/19-katayama 

「か」考える子 「た」たくましい子 「や」やさしい子 「ま」まなざしのひかる子 

風薫る５月、子どもの笑顔とともに 

                                   校長 生駒 靖子 

 

家庭数 

風薫る５月を迎えました。屋外での活動が

心地よい季節です。コロナ禍で何かと閉塞感

のある日々が続いていますが、市通知に示さ

れた学校教育活動についての留意点に従い、

可能な限り内容充実を図ることに努めていま

す。この２年間見送りとなっていた“春の遠

足”ですが、２年生がいち早く実施できまし

た。校区の農家さんのご協力を得て、田んぼ

の休耕地での“レンゲ摘み”を学年一斉に実

施させていただきました。広いレンゲ畑に子

ども達が思い思いに散策し、みなが笑顔で楽

しむ様子から、見ている方も心の開放感を感

じた次第です。私も子ども時分に自宅から少

し離れたレンゲ畑で毎春遊んだ記憶がありま

す。こうした体験は心のどこかに残るもので、

きっと２年生の子ども達も心の栄養にしてく

れたことでしょう。 

 
６年生も社会科歴史で学ぶ“奈良の都”を

バスで訪れました。東大寺大仏から法隆寺を

グループで散策し、古都に思いを馳せました。

聖武天皇が治める天平時代には天然痘といっ

た疫病の大流行や大地震、干ばつ、飢饉、乱

の発生などが相次ぎ、大仏の建立はそうした

社会不安を取り除き、国の安定を願ったもの

と推察されています。現世とも重なります。

1300年近くも前に建立された大仏を仰ぎ見 

て、改めて畏敬の念を抱くとともに、コロナ

禍の収束を願う気持ちになったことでしょ

う。まずはこのような実体験ができるように

なったことに感謝しつつ、更なる快方を祈る

ばかりです。本校では 4月２８日～1学級が

学級閉鎖措置を取っています。さらに 5月４

日まで延長となりました。引き続きご家族含

めまして予防策の徹底をお願いいたします。 

 また、4月 28日には分散参観・学級懇談

会へ多数のご参加をありがとうございまし

た。昨年度の学校教育アンケートに寄せてい

ただきましたご意見「週に２日仕事を休むこ

とが難しい。」を反映し、１日開催といたしま

した。学年によっては、行ったり来たりとご

不便おかけすることもあったかとお察しし

ますが、ご理解いただきますよう、よろしく

お願い申し上げます。新担任との顔合わせも

できました。お気づきのことがありました

ら、連絡帳等にてご連絡ください。場合に寄

りましては、学年や生徒指導担当、管理職と

も連携し、迅速に対応してまいります。小学

校では学習指導はもちろんですが、いろんな

人とのつきあい方も学んでいきます。子ども

同士、個性も様々です。時にはトラブルもあ

るでしょう。それを好機に捉えて、自分で振

り返り、次は・・・、とよりよい行動化へつ

なげていくことをめざしています。小学生の

うちには失敗も成長の通過点、社会の中でよ

りよく過ごしていくための勉強として周り

の大人、私たち教員とご家庭が力を合わせて

サポートできればと考えております。 

 ゴールデンウイーク後半、ご家族でのお時

間を大事に過ごされ、５月も“笑顔で元気に

朝の挨拶ができる片山の子“を待っていたい

と思います。 
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学校の教育活動、取組への支援とご意見をいただくため、学校評議員会を設置しています。 

畑中 タカ子 様（民生児童委員会前委員長） 作野 真澄 様（青少年対策委員会元副委員長）  

松井 俊典 様 （体育振興協議会会長）   幸  浩司 様（前 PTA会長）  

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

                                        

 昨年度の学校だより３月号でもお知らせしましたが、今年度より学年だよりを、紙媒体からデータ配 

信に切り替えさせていただきます。学校ホームページに掲載するとともに、ツイタもんで URL付きのメ 

ール配信をしますので、そちらでご確認ください。なお、学校だよりは今まで通り紙媒体で配布させて 

いただきます。ご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            特別支援コーディネーターについて 

本校における特別支援教育の取組として、特別支援コーディネーター指名のもと、校内支援

委員会を定例開催し、各学年児童にかかる情報共有を図っています。また、保護者や関係機関

とも連携し、教育的ニーズに応じたよりよい支援につながるよう努めています。１年生につい

ては全学級を対象に本市教育センターから巡回相談担当者の派遣により、学級経営の中で有効

な支援についての手立てについて、アドバイスを受ける予定です。また、次年度の支援学級（た

いよう学級）入級に向けて、１学期末までに就学相談及び教育相談を実施します。特別支援コ

ーディネーター（たいよう学級担当・生徒指導担当）が窓口となります。支援学級活用等ご相

談については随時受付しておりますので担任を通じてお申し出下さい。 

たいよう学級って？ 

片山小学校の支援学級は「たいよう学級」といい、様々な特性がある子どもたちが通って 

います。支援学級で学習する時間もありますが、一日の大半はクラスで学習しています。 

クラスの友だちも支援学級の子どもたちも、お互いを尊重し合い、思いやりのある仲間づ 

くりに取り組んでいます。 

一人ひとり子どもは何らかの違いがあります。全く一緒の子どもはいません。多様な人間 

関係を認め合い、育つことは、子どもたちが人間形成していく上でとても大切なことです。 

どの子どもものびのびと学校生活を送ることができるように、家庭と学校が連携し合いな 

がら温かい眼差しで子どもたちを見守っていきたいと考えています。 

今後とも、支援学級の子どもたちへの理解とともに、すべての子どもたちが楽しく過ごせ 

るようご協力お願いいたします。 

 

人権教育担当より 

今年度も「自分や他者の大切さに気づき、豊かにつながり 

あえる子どもを育てる。～お互いを認め合える仲間づくり 

～」を目標に掲げ、人権教育に取り組んでいきます。５月 

には「支援学級理解の取り組み」として支援学級担当から 

全クラスにたいよう学級についての説明やちがいについて話をする予定にしています。 

 

電話対応時間について 

教職員の勤務時間の適正化を踏まえ、本市小中学校における電話対応時間は 

8:00～17:00 となっております。欠席連絡は連絡帳を基本とし、学校からの着信が 

ある場合は速やかな返電にご協力賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

（学校からは 17:00以降に架電する場合もありますのでご了承ください。） 

 

 

 

１年 道徳、書写、図工、音楽、生活科、体育副読本 

２年 道徳、書写、図工（下）、音楽、生活科（下）、体育副読本 

３年 道徳、書写、図工、音楽、体育副読本、地図帳、英語、保健 

４年 道徳、書写、図工、音楽、体育副読本、地図帳、英語、理科、社会、保健 

５年 道徳、書写、図工、音楽、体育副読本、地図帳、英語、保健、算数、社会、家庭科、資料集 

６年 道徳、書写、図工、音楽、体育副読本、地図帳、英語、保健、家庭科、資料集 

例年、教科書等の持ち帰りについてランドセルが重い、等のご意見を学校アンケート等でもいただ

いておりますが、今年度は下記の通り各学年で統一し、配慮に努めておりますのでご確認ください。 

学校保管教材について 

学年だよりのデータ配信化について

本校におきましては、学習指導要領の示すねらいに基づき、厳粛で清新な式となるよう運営をめざ

しております。今年度も児童にとって“最後の学習の場”として節目となり、新しい門出を祝う佳き

式となりますことを願っております。袴の着用について毎年若干の問い合わせがありますが、上記、

趣旨やねらいを十分ご理解いただき、ご協力を賜りたいと考えております。よろしくお願い申し上げ

ます。 

なお、今後の感染症拡大により式への参列について、“児童 1 名につき保護者 1 名まで”との市教

育委員会通知があった場合は、本校についてもその旨の開催とします。ご了承下さい。 

第４３回卒業式について＜令和５年３月１７日（金）予定＞ 
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