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～11 月の主な行事予定～ 裏面に続く 

 
１（火） Web 全校集会 AET 

音楽会（２限３年、３限１年、４限５年） 
体育館開放停止（11/1 まで） 

16（水） ４時間授業（13:15 頃下校） 
J アラート（11:00） ICT 

２（水） 音楽会（２限４年、３限２年、４限６年） 
体育館楽器搬出（6 年） AET 
緊急地震速報訓練（10:00） 

17（木） 教育相談 歯科指導③（３年２組） 
PTA 運営委員会予定 

４（金） ２年校外学習（神戸どうぶつ王国） 
５年くれよん読みつたえ ICT 
就学児健診（PM） 

18（金） ３年校外学習（京都水族館など） 
１年くれよん読みつたえ 

日 曜 １０月行事予定 日 曜 １０月行事予定 

4 火 
Web 全校集会  AET 

18 火 
Web 児童集会 原爆絵画展② AET 

中学校 AET ICT 

5 水 

AET GoGo キッズ 

19 水 

５時間授業（３年４組以外 14:05 頃下校） 

３年４組研究授業（15:05 頃下校） 

原爆絵画展③ 中学校 AET GoGo キッズ 

支援学級合科体験① 片山神社パトロール 

6 木 
実習生最終日（１名） ICT 

PTA 運営委員会（10:30～） 
20 木 

体育館楽器搬入(5 年) 片山神社パトロール 

中学校 AET  体育館開放停止（11/1 まで） 

7 金 
１年くれよん読みつたえ 

５年稲刈り PTA 美化活動（家庭科室） 
21 金 

３年くれよん読みつたえ 

中学校 AET 

8 土 
 

22 土 
子ども科学作品展授賞式 

片山地区公民館まつり 

9 日 
片山地区自主防災訓練（AM） 

23 日 
片山地区公民館まつり 

10 月 スポーツの日 24 月 児童委員会 支援学級合科体験② 

11 火 

Web 児童集会 不審者対応訓練 

ハッピー昼休み（１・６年） AET 

生活アンケート実施週間（10/14 まで） 

平和週間（10/17 まで） 諸費振替日 

25 火 

Web 児童集会 AET 

ハッピー昼休み（２・５年） 

歯科指導①（３年４組） 

12 水 
４時間授業（下校 13:15 頃） AET 

（５年稲刈り予備日） 
26 水 

６年修学旅行① AET 

GoGo キッズ 

13 木 
５年非行防止教室 教育相談 

27 木 
６年修学旅行② 

歯科指導②（３年３組、３年１組） 

14 金 

１年校外学習（王子動物園） 

２年くれよん読みつたえ PTA 美化活動 

旭ヶ丘学園運動会準備（15:30～） 

28 金 

４年くれよん読みつたえ 

15 土 
旭ヶ丘学園運動会（AM 本校運動場使用） 

学校開放 AM（体育館のみ） 
29 土 

PTA 美化活動 

16 日 
（旭ヶ丘学園運動会予備日） 

30 日 
 

17 月 
６年陸上大会 クラブ 原爆絵画展① 

中学校 AET 
31 月 

クラブ 

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) 10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 

家庭数 

３年ぶりの運動会。真夏を思わせるほど
の日差しの元、保護者の方のみならず、おじ
い様、おばあ様、等々多くの皆様にかけつけ
ていただきました。保護者ホルダー以外に必
要な名前シールは予定していた 1000 枚を
はるかに上回り、2000 枚を準備することに
なったほどです。学年ごとではありました
が、お子様の力いっぱい走る姿、そして、リ
ズムに乗り、体いっぱい使って一人一人の思
いを込めたダンス。たくさんの拍手を送って
いただきました。学校行事の中でもご家族の
皆様も一番楽しみにされている行事である
ことは確かです。運動場中がひとつになっ
て、子どもたちの頑張りを称え合え、本当に
素晴らしいひとときになりました。本番まで
に子どもたちの土壌を耕し、たくさんの種を
まき、友だちや先生というお日様や雨の恵み
を受け、日々練習に励んできました。本番を
無事やり切った達成感や気持ちよさは同じ
目標に向かう仲間がいないと経験できない
ことです。「みんなと一緒にがんばることの
大切さ」「最後までやり切ること」「自分でが
んばった、やったらできる、と思える自己有
用感」「こんな素敵なことができるクラス・学
年の一員である、という所属感」。どれもペー
パーテストだけでは測ることのできない貴
重な経験です。コロナ禍でこうした実体験が
不足しがちな今だからこそ、本当に大切にし
たい瞬間、瞬間です。ご家庭でも運動会の話
題で持ちきりだったことでしょう。保護者の
皆様からも、本日の子どもたちの様子から受
け止めていただいたお気持ちを言葉に出し
てたくさん、たくさん伝えていただくこと
で、お子様の心の育みとなり、何にも代えが
たい大きな実りとなることでしょう。 
（PTA より運動会記念品をありがとうござい
ました。） 

さて、今年度も折り返し点を過ぎ、後半に入
りました。早いものであと３週間もすれば今年
も 6 年生は広島の地へ修学旅行に出かけます。
もう取組がスタートしています。下記がそのひ
とコマです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
このところ、世界情勢も大変不安定で痛まし

いニュースが毎日のように映し出されていま
す。“自分の眼で見てしっかり考え、他の人の意
見も尊重し、納得解を得る。”毎日の学校生活で
も小さなトラブルは起こるものですが、よりよ
い解決ができる力も小学生のうちに身に付けた
いものです。私たち教師も一緒に考え、よりよい
行動化への気づきを促し、見守り、ともに成長し
ていきたいと考えています。ご家庭のご協力を
何卒よろしくお願い申し上げます。（裏面ご参照） 

実りの秋に・・・ 
                                  校長 生駒 靖子 

 

9/27（火）全校で折り鶴集会を行いました。
６年生がすべてのクラスに出向き、折り鶴づ
くりの趣意を伝えたのち、一人ひとり、平和
への願いを折り紙に書き込みました。「せん
そうがなくなりますように。」「ミサイルがと
んできませんように。」「かぞくみんないっし
ょにくらせますように。」と１年生も自分の
言葉で記していました。みんなが折った折り
鶴は、千羽鶴に仕立てて６年生が学校の代表
として、広島平和記念公園にある“原爆の子
の像”へ捧げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５（土） 学校開放 AM 19（土） 学校開放 AM（運動場のみ） 
学童保護者会 AM（体育館） 
PTA 美化活動 

６（日） 片山地区防災訓練（AM） 
全市一斉合同パトロール（19:00） 

21（月） 圧縮５時間授業 個人懇談① 
地域協役員会 

７（月） 児童委員会 PTA 美化活動 22（火） 圧縮５時間授業 個人懇談② AET 

８（火） Web 児童集会 圧縮時間割 AET 
吹田市小学校連合音楽会① 諸費振替日 

24（木） 圧縮５時間授業 個人懇談③ 

９（水） 吹田市小学校連合音楽会② AET 
GoGo キッズ 

25（金） 圧縮５時間授業 個人懇談④ 

10（木） 圧縮５時間授業(１年４組以外 14:05 頃下校) 

１年４組研究授業(15:05 頃下校) 
４年車いす・点字体験 

28（月） 圧縮５時間授業 個人懇談⑤ 
中学校 AET 

11（金） ６年読みつたえ 29（火） 圧縮５時間授業 個人懇談⑥ AET 
Web 修学旅行報告会 中学校 AET 

14（月） ４時間授業（13:15 頃下校） 
１年秋みつけ 

30（水） AET 中学校 AET PTA 美化活動 

15（火） Web 児童集会 AET 
ハッピー昼休み（３・４年） 

  

※行事予定は諸般の事情により変更することがありますので、ご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吹田市教職員研修「いじめ予防プログラム TRIPLE-CHANGE」資料より抜粋  

「公益社団法人 子どもの発達科学研究所」作成  

 

思いやりのある行動」ができる子どもに育てるために 
 

「思いやりのある行動」をすることは、社会の一員として生きていくためにとても重要なことです。  

ここでは、「思いやりのある行動」ができる子どもに育てるために、保護者の皆様に気を付けていただき

たいことを紹介します。  

お手本となる行動を  

保護者の皆様が、お子さんにとって、最も身近なお手本になります。保護者の皆様がお子さんの目の前 

で、「相手に共感すること」「相手の気持ちを考えた問題解決をすること」をやって見せてください。保護

者の皆様の行動は、言葉以上の説得力を持ちます。  

思いやりのある行動をほめる  

お子さんが相手の気持ちを考えた行動をとった時、すかさずほめてください。そして、それがとても価

値がある行動であることを伝えてください。特にお子さんが、誰かと喧嘩をしたときに、暴力や悪口では

なく、相手の気持ちを考えて解決した時には、それが素晴らしい行動であることを伝えて、ほめてくださ

い。  

叱り方に注意する（子どもを傷つけない）  

お子さんが何か悪いことをしたときに、体罰はもちろん、お子さんの心を傷つけるような言葉や行動を

しないでください。叱るにしても、「落ち着くのを待ってから、話をする」のようなやり方をしてください。  

問題があった時、（それがたとえお子さんが悪いことをしたとしても）保護者がお子さんを叩いたり怒鳴

ったりして傷つけると、お子さんは自分も何か問題があったとき、同じように力によって相手を傷つける

ようになります。  

「正義を守る（正しい行動をとる）」ことの重要さを教える 

例えば友達が誰かを「いじめ」をしているとき、その「いじめ」をやめさせるのはとても勇気がいるこ

とです。しかし、そこで「いじめ」を止めることができたら、被害者の子どもも、加害者の子どもも、そ

して、それを見ている子どもたちも、結局は助けられることになります。つまり、「正義を守る（正しい行

動をとる）」ことは、ときとして、とても大変ですが、価値がある行動なのです。保護者の皆様には、ぜひ

「正義を守る（正しい行動をとる）」ことの価値を、はっきりと伝え、お子さんがそうした行動をとろうと

するときには、励ましたり必要なサポートをしたりしてください。  

お子さんの生活に寄り添う  

お子さんはいつの間にか大きくなっていきます。しかし、子どもであるからには、時に間違った判断を

してしまうことがあります。子どもたちに自由と責任を与えることは重要ですが、一方で、お子さんが何

らかのアドバイスや助けが必要な時、すぐに手を差し伸べられるようにしてください。  

場合によっては、お子さんが自分で SOS を出すことができない場合があります。（特に 「いじめ」の

被害に遭っているとき）そんなときに、すぐ気づくことができるように、お子さんとの一緒の時間を大切

にし、お子さんの生活に興味を持ち続けてください。 

 

【片山小学校いじめ防止基本方針】（上記とも本校 HPに掲載中です） 

https://www2.suita.ed.jp/school/es/19-katayama/index.cfm/7,289,c,html/289/2204_ijimeboushi.pdf 

https://www2.suita.ed.jp/school/es/19-katayama/index.cfm/7,289,c,html/289/2204_ijimeboushi.pdf

