
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

日 曜 11 月行事予定 日 曜 11 月行事予定 

１ 火 
Web全校集会  AET 

音楽会①（2限3年、3限1年、4限5年） 
16 水 

４時間授業（13:15 頃下校）  ICT 

J アラート（11:00） 

２ 水 
音楽会②（2限4年、3限2年、4限6年） 

緊急地震速報訓練（10:00）  AET 
17 木 

３年歯科指導③  教育相談 

吹田市学校保健研究大会 

３ 木 
文化の日 

18 金 
１年くれよん読みつたえ 

３年校外学習（京都水族館等） 

４ 金 

２年校外学習（神戸動物王国） 

５年くれよん読みつたえ  ICT 

就学児健診（13:30～15:00） 

違いを認め高め合える集団づくり授業開始 

（～18 日まで） 

19 土 

 

学校開放（AM 運動場のみ） 

学童体育館使用（AM 晴：わくわくの里へ） 

PTA美化活動 

５ 土 学校開放（AM） 20 日  

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 

個人懇談①  ４年福祉体験②（3・4h） 

圧縮５時間授業（14:05 頃下校） 

７ 月 
児童委員会  たいよう学級合科（5h） 

１年希望者色覚検査①  PTA美化活動 
22 火 

個人懇談②  AET 

圧縮５時間授業（14:05 頃下校） 

８ 火 

Web 児童集会  １年希望者色覚検査② 

AET  諸費振替日  圧縮時間割   

(１年 14:10 頃下校、２～６年 15:00 頃下校) 

23 水 

 

勤労感謝の日 

９ 水 

２年秋みつけ  １年希望者色覚検査③ 

３年居住地交流  GOGO キッズ 

たいよう学級合科（5h）  AET 

吹田市小学校連合音楽会（６年３組出演） 

24 木 

 

個人懇談③ 

圧縮５時間授業（14:05 頃下校） 

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） 

３年消防署見学（AM） 

PTA運営委員会（11:00） 

25 金 

 

個人懇談④  照度・空気調査 

圧縮５時間授業（14:05 頃下校） 

11 金 ６年くれよん読みつたえ  教育長訪問 26 土  

12 土  27 日  

13 日 

 

28 月 

個人懇談⑤  たいよう学級合科（5h） 

圧縮５時間授業（14:05 頃下校） 

中学校 AET 

14 月 

４時間授業（13:15 頃下校） 

１年秋みつけ  片中ブロック教職員研修 29 火 

個人懇談⑥  Web 修学旅行報告会 

圧縮５時間授業（14:05 頃下校） 

AET  中学校 AET 

15 火 
Web 児童集会  ３・４年ハッピー昼休み 

４年福祉体験①（3・4h）  AET 
30 水 

たいよう学級合科（5h） AET 

PTA美化活動  中学校 AET 

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年度(2022年度) 11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 

心ひとつに ♪校内音楽会♪ 
校長 生駒 靖子 

10 月 26 日 27 日、６年生全員が参加
し、修学旅行が無事終了しました。６年生は
臨海学習が前日の急な中止、10 月 17 日に
は陸上大会も雨天中止で残念続きでしたが、
小学校で一番の思い出にもなる修学旅行だ
けは是非とも・・・。子どもたち、保護者の
皆様、教職員も同じ想いだったことでしょ
う。お天気も両日秋日和となり、全ての行程
をなぞらえることができました。平和記念公
園では多くの修学旅行生や外国からの観光
客が訪れ、コロナ禍前に戻ったような光景で
した。語り部の方との碑めぐりではお話に聞
き入り、メモを一生懸命取る姿が印象的でし
た。生きた勉強になったことでしょう。世界
遺産厳島神社の鳥居は12月まで修復工事で
昨年度同様お目にかかれないと思いきや、そ
の鮮やかな朱色に染まった姿を前泊した対
岸のホテルから数ミリの大きさながら肉眼
で確認でき、わくわく感が募りました。翌日、
宮島に渡るとちょうど満潮、凛々しく荘厳に
佇む鳥居を間近で目にし、クラス写真におさ
めることもできました。昨年の行程にはなか
った宮島水族館見学では、思いの外多くの海
の生き物の展示があり、アシカショーでのほ
っこり感に６年生も吸い込まれていました。
コロナ禍でこういった様々な機会が少なく
なった子どもたち。１泊２日という短い期間
ではありましたが、出発式でお話をした「時
間を守る」「考えて行動する」「感謝の気持ち
で」を多くの児童が実行できたことと思いま
す。改めて教室ではできない体験、学びの大
切さを実感した次第です。小学校生活はいよ
いよ残り５ヶ月を切りました。“みんなにと
って、平和とは？”出発式で投げかけた問い
ですが、この修学旅行を踏まえて、クラス、
学年の仲間と仲良く、楽しく、さらに高め合
っていくことを期待しています。 

 

 

さて、まさに本日、11月１日２日には校
内音楽会を開催します。感染症対策を昨年度
から一歩緩和し、今回はクラス入れ替え制か
ら学年児童同士が鑑賞できるように学年入
れ替え制としました。 
体育館のキャパから保護者の方は１児童１
名の来場としましたがご理解下さい。また、
演目も昨年度はできなかった歌唱を追加で
きました。マスク着用の必要もあり、声量は
まだまだ十分でないところもありますが、２
クラス合同、学年合唱などの工夫の中で、体
育館に３年ぶりにハーモニーが響きます。そ
のこと自体に喜びを感じながら当日を迎え
たいと思います。また、動画・写真撮影はご
遠慮していただくこととしています。子ども
たちのその時限りの発表を体全体で受け止
めていただき、たくさんの拍手で返してくだ
さいましたら幸いです。心ひとつに ♪校内
音楽会♪ 片山の子たちはまたこの日、成長
の階段の歩みを進めます。応援をよろしくお
願いいたします。 

11 月 21 日から個人懇談を行います。
学校、ご家庭での２学期のようすを共有し、
終業式までのもうひとがんばりについての
目標を確認したいと思います。10 分ほどの
お時間ですのでご相談等ありましたら、別途
お約束もできますので、担任にお申し出下さ
い。また、学校教育アンケートについても実
施予定です。ご協力をよろしくお願い申し上
げます。 
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～12月の主な行事予定～ 

1（木） 
４年校外学習（バンドー科学博物館） 

教育相談  中学校 AET 
13（火） 

Web 児童集会  AET 

2（金） 

２年くれよん読みつたえ  中学校 AET 

圧縮時間割   

（１・２年 14:10 頃下校、３～６年 15:00頃下校） 

子どもたちの人権芸術展（ダンス部出演） 

14（水） 

６年居住地交流  たいよう学級合科（5h） 

AET   

GOGO キッズ（学童との合同避難訓練あり） 

３（土） 学校開放（AM） 15（木） 教育相談  PTA運営委員会予定 

５（月） 
クラブ  たいよう学級合科（5h） 

６年こころの劇場視聴期間（～９日まで） 
17（土） 

学校開放（AM）  PTA美化活動 

７（水） 
４時間授業（13:15 頃下校） AET 

GOGO キッズ 
20（火） 

AET  ICT 

8（木） 

圧縮５時間授業（５年４組以外、14:05 頃下校） 

５年４組研究授業（15:05 頃下校）  ICT 

諸費振替日  PTA美化活動 

21（水） 

 

GOGO キッズ 

９（金） ３年くれよん読みつたえ 22（木） 給食最終 

10（土） 
地域協音楽会（片山中 ダンス部・和太鼓部出演） 

23（金） 
Web２学期終業式   

３時間授業（11:20 頃下校） 

12（月） ４時間授業（13:15 頃下校）   

※行事予定は諸般の都合により変更することがありますので、ご了承ください。 

 

 

 

 

10月 24日付け 6年生保護者宛てには 

文書にてお知らせしています。 

学校 HPにて掲載していますので、 

ご覧置きください。 

（小中一貫教育の一環として、 

“幼小中連携ブログ”も新設しました。） 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

6年生 125名が参加でき、さわやかな秋晴れの元、1泊 2日を過ごすことが 

できました。広島平和記念公園では全児童で作成した千羽鶴をささげるセレ 

モニーを行い、平和資料館見学、語り部さんにお話を伺いながらの碑巡りも行いました。 

一生懸命メモをしながら学びを深めました。 

翌日は宮島まで船で渡り、厳島神社、宮島水族館を見学しました。仲間との楽しい時間は 

あっという間だったようです。コロナ禍の中、このように全行程を無事終了でき、感無量です。 

平和学習のまとめを各学年に発信する予定です。 

 

 

 

 

 

 

全国学力学習状況調査の 
分析について 

10/26,27 修学旅行（広島平和記念公園・宮島） 

電話対応時間（８：００～１７：００） について 

平素よりご協力ありがとうございます。 

8:00まではつながりません。17:00 以降については学校からご連絡する場合も

あります。着信ある場合は可能な限り速やかな返電をお願い申し上げます。 

 

 


