
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜 12 月行事予定 日 曜 12 月行事予定 

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 圧縮時間割(1・2 年 14:10 頃下校、3～６年

15:00 頃下校) ２年くれよん読みつたえ 

人権芸術展ダンス部出演(業間～) 中学校AET 

14 水 ６年居住地交流 たいよう合科(5h) 

AET GoGoキッズ(学童合同避難訓練実施) 

３ 土 学校開放（AM） 15 木 ４年福祉体験 教育相談 

４ 日  16 金  

５ 月 クラブ ３年クラブ見学①(15:35 頃下校) 

５年写生(片山神社) たいよう合科(5h) 

６年こころの劇場視聴期間(12/9 まで) 

17 土 学校開放（AM） 

PTA 美化活動 

６ 火 Web 修学旅行報告会(1～４年) AET 18 日  

７ 水 ４時間授業(13:15 頃下校) AET 

ＧoGo キッズ 

19 月  

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 

ＰＴＡ美化活動 諸費振替日 

20 火 AET ICT 

９ 金 ３年くれよん読みつたえ ２年居住地交流 

修学旅行報告会(５年 6h) 

PTA 運営委員会(10:30～) 

21 水 GoGo キッズ 

10 土 街の小さな演奏会(和太鼓クラブ・ダンス部出演 

片山中体育館 10:00～) 

22 木 給食最終 

11 日  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)    

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) 12 月号    http://www.suita.ed.jp/gak/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 

子どもは“子どもの中で”成長する 
                        校長 生駒 靖子 

  
11 月末には個人懇談を実施しました。

ご来校ありがとうございました。２学期のお
子様のがんばりや成長ぶりをお伝えすると
ともに、あとひと月を切った残りの 2 学期で
すが、もうひと息の目標設定ができたでしょ
うか？個々の力を結集して、学級・学年とし
てよりよい２学期末を迎えて欲しいもので
す。２学期予定の行事は本日 12 月１日の 4
年生校外学習を最後にすべて終了です。６年
生は陸上大会が雨天中止となってしまいま
したが、コロナ禍をかいくぐり、他の行事は
滞りなく実施することが出来ました。今年
度、９月校内図工展は保護者参観ができまし
た。10 月運動会は保護者参観人数の制限を
解くことが出来ました。11 月音楽参観は学
年児童同士の鑑賞が出来ました。行事の度に
感染症の状況をにらみながらの判断となっ
ています。２学期は大阪モデルがグリーンに
なるタイミングでもありましたが、それも束
の間。またイエローに…。感染症の第８波の
兆しが本校にも早速現れ、11 月第３週には
３クラスが相次いで学級閉鎖を余儀なくさ
れました。この先、インフルエンザとの同時
流行も懸念されています。気を緩めることな
く、学期末までリスクは最小限に抑えたいも
のです。ご家庭でも引き続き、感染症予防に
ついてのご協力をお願い申し上げます。 
 音楽会直前、学年合同練習でのお話です。
本番は学年内発表ですので他学年の鑑賞が
できません。（今年度は学年 150 名、保護者
150 名、計 300名を収容人数の上限としま
した。）取組の工夫として、体育館での学年合
同練習時に、他学年児童に聞いてもらうこと
で意識を高める、ということも行っていまし
た。6 年生にはペア交流学年でもある１年生
が参加しました。クラスごとの演奏は 10 種
類ほどの楽器を用いての合奏。加えて、120 

 
名ほどの６年生が一堂に会してのボディーパ
ーカッション。そして、合唱。足踏みや手拍
子、マスクを通した歌声でしたが、体育館の
床や空気を伝わって小さい1年生の体にも心
にもずんと響いたことでしょう。日頃、あま
り自分の感情を顕わにすることがないある 1
年生は、このときの 6 年生の発表を目にした
あと、その横顔から一筋の涙が光っていたそ
うです。そばにいた教員が「どうしたの？」
と声をかけると、「６年生、すごい！！」「び
っくりした。すごい！」と言って手元で両手
を用いてハートマークを作って聞いていたと
のことでした。まさに、「子どもは“子どもの
中で”成長する」瞬間を垣間見ました。６年
生にも後日談としてこのお話を伝えました。
６年生もしーんとして聞き入ってくれまし
た。６年生一人一人は１年生の前での練習が、
一人の1年生にこんなにも多大なる感動を与
えていたこととは露知らず・・・だったこと
でしょう。しかしながら、この児童にとって
はこの迫力、感動は生まれて初めての経験に
も匹敵する大事件だったのです。６年生の力
を合わせると、これほどまでに心を動かす力
が出ること、力になることを知り、「自分たち
はすごいんだ！すごい力を持っているん
だ！」と自尊感情を高めるエピソードとして
捉えてくれたことでしょう。 
 今秋も校庭のもみじがきれいな彩りを見
せてくれています。2 学期それぞれにがんば
った子どもたちへのご褒美です。 

 

 

家庭数 

１月１０日（火）より 電話対応時間等が変わります！ 

教職員の働き方改革の一つとして、吹田市内の小中学校で統一して、時間外の電話対応等の

流れが変わります。詳しくは後日、市教委より通知があります。ご理解、ご協力ください。 

★本校での電話対応時間  ８：００～１７：３０ 

※上記以外の時間帯は、音声アナウンスによる対応です（留守番電話機能はありません）。 

 生命に関わる等緊急を要するもののみ、吹田市役所（守衛室）06-6384-1231 へご連絡く

ださい。教育委員会を通じて管理職に連絡が入ります。これ以外の問い合わせはお控え 

 願います。学校からの着信がある場合は、上記時間内に返電ください。 

 



日 曜 １月行事予定 日 曜 １月行事予定 

１０ 火 Web３学期始業式 諸費振替日 

３時間授業(11:20 頃下校) AET 

２１ 土 学校開放（AM） 

中学生の主張大会 

１１ 水 給食開始 AET GoGo キッズ 

PTA 美化活動 

２２ 日  

１２ 木  ２３ 月 クラブ ３年クラブ見学②(15:35 頃下校) 

マラソン記録会(27 日まで) 

１３ 金 ４年くれよん読みつたえ ２４ 火 AET 

１４ 土  ２５ 水 ４時間授業(13:15 頃下校) AET 

１５ 日 吹田市一斉合同防災訓練 ２６ 木 教育相談 

１６ 月 児童委員会 ２７ 金 ６年くれよん読みつたえ 

１７ 火 Web 児童集会 AET 

地震・火災避難訓練 

２８ 土 PTA 美化活動 

１８ 水 ５時間授業(14:10 頃下校) AET 

GoGo キッズ 

２９ 日  

１９ 木 圧縮５時間授業(６年３組以外 14:05 頃下校) 

６年３組研究授業(15:05 頃下校) 

PTA 運営委員会予定 

３０ 月 児童委員会  

図工展準備(体育館使用不可 2/3 4h まで) 

２０ 金 ５年くれよん読みつたえ PTA 美化活動 ３１ 火 図工展搬入 AET 

※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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1年生 2クラス合同斉唱奏 ♪どれみで のぼろう♪ クラスごとの鍵盤ハーモニカ奏も発表しました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6年生 学年合唱 ♪地球を歩け♪ クラスごとの合奏、学年演奏とともに気持ちをひとつにがんばりました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下記２点をねらいとして、学年ごとに内容を設定し取り組みました。 

・自分と違う感性、考え方の人がいることに気づく 

・互いを認め合うことで安心してすごせるクラスを作っていく気持ちを養う。 

１年「ここちのいいことばのシャワーをあびよう」 

２年「気もちのつたえ方」 

３年「自分のもちあじ～ちがいって何？～」 

４年「もちあじ」 

５年「なりきり作文」 

６年「事実と意見」 

第 2 回「違いを認め高め合う集団作り」の授業（11 月） 

「学校教育アンケート」へのご協力お礼 

多くの皆様にご提出いただきました。ありがとうございました。今年度児童アンケートはタブレ

ットを用いて、Forms による入力を試みました。次年度は保護者入力のデジタル化も視野に入れ

ています。分析結果につきましては、２月ごろにお知らせいたします。 

11/1,2 校内音楽会  参観ありがとうございました 

吹田市教育委員会  じんけん作品展 標語の部   

（3,4 年生が学年で応募し、4 作品が入賞しました。） 

4年 せめるより ゆるす心と 思いやり    優秀賞 

4年 好きになろう 自分のことも 大切に   優秀賞 

4年 ふみだそう 自分を信じて 第一歩    優秀賞 

3年 ともだちと あそぶぞゴーゴー たのしいな 佳作 

 


