
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜 １月行事予定 
16 月 児童委員会 ３年二測定 たいよう合科 

地震・火災避難訓練（低学年 9:10～） 

 1 日 元日 学校休業日 17 火 Web 児童集会 ２年二測定 AET 

地震・火災避難訓練（中学年・たいよう 9:10

～、高学年・幼稚園 11:55～） ICT 

 2 月 振替休日 学校休業日 18 水 ５時間授業（14:10 頃下校） 

１年二測定 AET GoGo キッズ 

 3 火 学校休業日 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 

 4 水 仕事初め 20 金 ５年くれよん読みつたえ 

PTA 美化活動 吹田市美術展(23 日まで) 

 5 木  21 土 学校開放（AM） 中学生の主張大会 

６年制服採寸（片山中） 

 6 金  22 日  

 7 土  23 月 クラブ ３年クラブ見学②（15:35 頃下校） 

マラソン記録会週間開始（27 日まで） 

給食週間開始（27 日まで） 

 8 日  24 火 AET 

 9 月 成人の日 25 水 ４時間授業（13:15 頃下校） AET 

10 火 ３学期 Web 始業式 諸費振替日 

３時間授業（11:20 頃下校） AET 

26 木 ５年薬物乱用防止教室 教育相談  

11 水 給食開始 GoGo キッズ 

６年二測定 AET PTA 美化活動 

27 金 ６年くれよん読みつたえ ICT 

 

12 木 ５年二測定 28 土 PTA 美化活動 

13 金 ４年くれよん読みつたえ 

５年国際交流授業 ４年二測定 

29 日  

14 土  30 月 児童委員会 図工展準備 

体育館開放停止（2/2 まで） 

15 日 吹田市一斉合同防災訓練 31 火 図工展搬入 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) 冬休み号  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 

2 学期の終業にあたりお礼申し上げます 
                                 校長 生駒 靖子 

 
                        校長 生駒 靖子 

 

学期末、急に寒さが厳しくなってきました。正

門前には紅葉とドウダンツツジが最後の彩りを見

せてくれています。２学期は引き続き“with コロ

ナ”での学校生活でしたが、保護者の皆様のご協力

の元、大過なく終了することができました。誠にあ

りがとうございました。 

 １年間で一番長い学期は２学期です。友だちと

の関わりが増える分、トラブルも増えてしまう傾

向は否めません。予防対策として、本市ではこの

３年間、どの学校でも「いじめ予防授業」や ICT

活用におけるモラル定着のための「デジタル・シ

ティズンシップ教育」を展開しています。各学年

３～４コマによる授業アプローチです。また、本

校独自の取組として、「違いを認め高め合う集団作

り」の授業を１学期、２学期に実施し、支援学級

理解の取組も実施してきました（学校だより

5,6,7,8.9,12 月号裏面に掲載）。年間 35 時間履

修する道徳の授業においても、“善悪の判断・自

律・自由と責任、親切・思いやり、友情・信頼、

よりよい学校生活・集団生活の充実、生命の尊

さ、よりよく生きる喜び（他 15 項目）”といった

道徳的価値について学習し、改めて自己を見つめ

直したり、友だちと意見を交流するなど、対話す

ることで多角的・多面的理解につなげ、自分の行

動に反映させたり、つなげたりしていくことをね

らいとしています。また、学校だより 10 月号裏

面には保護者の皆様にもトラブルがあった場合の

対応について、お子様へのよりよいアプローチを
紹介し、協力依頼をさせていただいたところで

す。（右記□囲み参照） 

 文部科学省ではこの度、生徒指導の根幹とされ

る『生徒指導提要』が改訂され、これまでの“特

定の児童生徒に焦点化した「事後」指導・援助の

生徒指導”→“成長・発達を支える生徒指導”へ

の展開が示されました。“発達支持的生徒指導”は 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定の課題を意識することなく、全ての教育活動に

おいて進められる生徒指導の基盤で、“発達支持的”

とは、児童生徒に向き合う際の基本的な立ち位置を

示し、あくまでも児童生徒が自発的・主体的に自ら

を発達させていくことが尊重され、その発達の過程

を学校や教職員がいかに支えていくかという視点

に立っています。教職員は日々の授業や行事で声か

けや励まし、対話、賞賛により、自己効力感や他者

理解力、思いやり、共感性、協働性、課題解決力等

の社会的資質・能力を育成し、よりよい社会の一員

となるための市民性教育、人権教育の推進により日

常的な教育活動を通して、全ての児童生徒の発達を

支える働きかけを行うもの、とされています。本校

教職員はすでにこうした趣旨を踏まえ、保護者の皆

様のお力を借りながら、子どもたちの困り感に寄り

添う姿勢を大切にしてきました。子どもどうしのト

ラブルは成長過程のひとコマと捉え、子どものうち

に人間関係づくりを学びながら、最終的には自分ら

しさを発揮し、よりよい社会参画をめざして成長し

てくれることを願っています。 

 年の瀬にあたり、ご家族お揃いでどうぞよいお

年をお迎えください。新年明けましての 

始業式では元気な顔を教職員一同待って 

います。 

 

家庭数 

いじめの心のなやみ相談専用ダイヤル ≪０６－６３３７－５４１１≫ 
対象：本人・保護者  

日時：月～金曜日（年末年始・祝日は除く）及び第３日曜日の午前９時から午後５時 

いつもありがとうございます 

『思いやりのある行動』ができる子どもに育て

るために』    （本校 HP に詳細掲載中） 

・お手本となる行動を・思いやりのある行動をほめる 

・叱り方に注意する・正義を守る（正しい行動をとる）

ことの重要さを教える・お子さんの生活に寄り添う

本市「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より 

 



分散参観・懇談会について（詳細は１月に文書でお知らせします） 
 
２月２日（木）、分散参観・懇談会を行います。今年度最後となりますので、ぜひお越しください。 

 

・１時間目 １年 出席番号 １９～３６   ２年 出席番号 １７～３２ 
      ２時間目          １～１８            １～１６ 

・３時間目 ５年 出席番号  １～１９   ６年 出席番号  １～２１ 
      ４時間目         ２０～３８           ２２～４２ 

・５時間目 ３年 出席番号 １９～３７   ４年 出席番号 ２２～４２ 
      ６時間目          １～１８            １～２１ 

・ 懇談  １・２年   １４：４０～   ３～６年   １５：３０～ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“片山中学校区地域教育協議会（子育てネット）“は、片山中学校区の子どもたちが健やかな育ちを図

るため、地域・学校・家庭連携を目指して構成された組織です。今回は 3 年ぶりに本演奏会が片山中

学校体育館にて開催し、片山幼稚園、千里第一小学校、片山中学校、本校からの発表がありました。 

本校からは和太鼓クラブ、ダンス部が出演し、がんばりを披露しました。週末にはタブレットを持ち

帰ることとし、Teamsを通じて同時配信を試行しました。視聴できた人からは、「和太鼓クラブに入り

たいと思いました。」「キレキレのダンスでした。」「オンラインで見ることができてとてもありがたい

と思いました。」等の感想が届きました。一方で、うまく視聴できなかった人もいました。今後の改善

につなげてまいります。（本校 HP「小中連携ブログ」にも掲載中） 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜 ２月行事予定 

15 水 ５時間授業（14:10 頃下校） AET 

J アラート（11:00） 中学校 AET 

３年七輪体験② たいよう合科 

 1 水 図工展(保護者参観も３日の 10:25 まで) 

たいよう二者懇談 GoGo キッズ 

たいよう合科 

16 木 ３年七輪体験③ 中学校 AET  

PTA 美化活動 

 2 木 分散参観（１・２年１・２限、５・６年3・

４限、３・４年5・６限） 

懇談（1・2年14:40 3～6年15:30） 

たいよう二者懇談 図工展 

17 金 ３年くれよん読みつたえ 

３年七輪体験④ 

中学校 AET 

 3 金 １年くれよん読みつたえ 

図工展（10:25 まで） 図工展搬出 

18 土 学校開放（AM） 

一日断水（全校舎 体育館運動場含む） 

 4 土 学校開放（AM 運動場のみ） 19 日  

 5 日 環境学習発表会（メイシアター） 20 月 ICT 

 6 月 クラブ（３年クラブ見学予備日） 

たいよう合科 

21 火 ３年吹田市立博物館見学 AET 

 7 火 Web 全校集会 AET ICT 

PTA 美化活動 
22 水 AET 

 8 水 ４時間授業(１年１組以外 13:15 頃下校) 

１年１組研究授業（14:50 頃下校） 

AET GoGo キッズ 諸費振替日 

23 木 天皇誕生日 

 9 木 児童会クイズラリー開始（業間・昼休み

24 日まで） 教育相談 空気検査 

児童文化発表会 PTA 運営委員会予定 

24 金 ４年くれよん読みつたえ 

10 金 ２年くれよん読みつたえ 25 土 避難生活支援リーダー研修①（一日体育館

使用） PTA 美化活動 

11 土 建国記念の日 

一日断水（全校舎 体育館運動場含む） 

26 日 避難生活支援リーダー研修②（一日体育館

使用） 

12 日  27 月 児童委員会 たいよう合科 

13 月 入学説明会 たいよう合科  

中学校 AET 
28 火 AET 体育館開放停止（3/16 まで） 

14 火 Web 児童集会 AET 中学校 AET 

３年七輪体験① 

 12/10 子育てネット公演会 ♪街の小さな演奏会♪（パート 17） 

冬季休業中の PCR 検査等の連絡について 
学校への連絡は、児童本人・ご家族が陽性となったときのみで結構です（普段と同じ）。 

12/29（木）～1/3（火）の報告につきましては、学校休業日となりますので、1/4（水）

にお願いいたします。              片山小学校０６－６３８７－８５３１ 

第 4３回卒業式について（令和５年３月１７日） 

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。（学校

だより 5 月号にすでに掲載した内容です。） 

古布の回収について 
校内清掃などに使用するため、古布（使い古したタオルや T シャツ等）を回収しています。約

３０ｃｍ×２０ｃｍの大きさに切って、持ってきてください。1階北校舎の落とし物置き場横

に、回収箱を設置しています。ご協力よろしくお願いいたします。 

お知らせ 12 月 7日（水）よりたいよう学級担当として、大見 紀江 が赴任しました。 

よろしくお願いいたします。 

※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。 


