
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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。 

※4/6(木)・7(金)は、新 6年生が一部登校する予定です。詳細は学年だよりをご覧ください。 

※新年度、第１回目の学校徴収金振替日は、5/25（木）となります。 

※「GOGOキッズ」につきましては、４月は実施しません。5月中旬以降より実施する予定です。 

 

 

 

 

 

 

日 曜 ４月行事予定 日 曜 ４月行事予定 

 1 土 

 

16 日  

 2 日 

 

17 月 １年給食開始 １年生を迎える会 

児童委員会 AET ４年内科（２学級） 

 3 月 

 

18 火 全国学力・学習状況調査（６年） AET 

たいよう二者懇談 ４年内科（２学級） 

５年二測定 

 4 火  19 水 ５時間授業（14:10 頃下校） ６年二測定 

 5 水  20 木 すくすくウオッチ（５・６年） ３年二測定 

たいよう二者懇談 尿検査 

 6 木 前日準備（8:40～） 21 金 １年内科 尿検査予備日 

 7 金 入学式（9:30～） 22 土 体育館空調見学会 PM（体育館使用停止） 

 8 土  23 日 吹田市議会議員及び吹田市長選挙 

 9 日 大阪府議会議員及び大阪府知事選挙 24 月 ３年内科 たいよう二者懇談 AET 

視力一次（全学年 ２８日まで） 

10 月 始業式 ３時間授業（11:20頃下校） 

片中入学式 片幼入園式 AET 

25 火 児童集会 ６年内科（２学級） 

11 火 給食開始（２～６年） １年地震時指導 

タブレット移動(5h) 課外クラブ児童説明会  

避難経路確認（4/14 まで） ４年二測定 

26 水 ６年内科（２学級） 

１年心臓一次 

12 水 ２年二測定 27 木 ５年内科 たいよう二者懇談 

13 木 １年二測定 28 金 参観（1・2 年 5 限目、3～6 年 6 限目） 

懇談（1・２年 14:40～、3～６年 15:30～） 

たいよう二者懇談 

全国学力・学習状況調査（６年児童質問オン

ライン調査） 

14 金 離任式 ２年内科 29 土 昭和の日 

15 土 学校開放 AM 30 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年度(2022年度)春休み号   https://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 

令和４年度修了式にあたって 

                              校長 生駒 靖子 

 3 月 17 日、125 名全員がそろって第
43 回卒業式に参列し、無事挙行すること
ができました。時間短縮１時間での式でし
たが、この２年間、コロナ禍による制限で
かなわなかった“呼びかけ“も加え、マスク
着用のないこれまでのスタイルに近い内容
で、最後の授業、発表の場、として力を発揮
してくれました。式後の花道では多くの保
護者、教職員の祝福を受ける中、日差しも
差し込み、素晴らしい門出となりました。
運動場では学級集合写真をはじめ、それぞ
れに記念撮影をし、笑顔あふれる和やかな
ひとときでした。４年生以降コロナ禍の３
年間は、”子どもたちにとって“を中心に据
えながら、その時その時、できうることを
最大限に、との思いで教職員は試行錯誤を
繰り返し、学校教育活動を進めてきました。
この学年の子どもたちもひとつひとつ乗り
越えながら過ごしてくれたことと思いま
す。春からは窮屈だったマスクも緩和され
ていくことでしょう。中学校生活を新たな
気持ちで、失敗を恐れず、”自分試し“を重
ね、この３年間分も含めて、ひと回りもふ
た回りも大き 
く成長してほ 
しいと願って 
います。 
 さて、本日の修了式では各学年の先生か
ら子どもたちへ、１年を振り返り、「〇年生
自慢＆次年度へのエール」を一言ずつ伝え
ました。（お天気とにらみながらですが、運
動場の状態が許せば、１～５年生が運動場
に集合し、対面形式で行うことを計画して
います。この３年間一度もできていなかっ
たので、次年度に備えようとの考えです。） 
春からはこうしたことをひとつひとつ復元
しながらコロナ禍前の教育活動への回帰に
努めていきたいと思います。いよいよ始動
準備です。 

先日、初任からの３年間を受け持った学
年の子たちが突然に６名も校長室を訪ねて
くれました。（もう 40歳を過ぎ、ちょうど
片山小の保護者の皆さんくらいです。）なん
と 34 年ぶりです。平成元年当時は採用氷
河期で、前後数年は採用者がおらず、同僚
は皆無、周りはいつもどこにいっても先輩
ばかりという状況が数年続いた頃でした。
そんな手探りの３年間を共にした学年でし
たが、隣のクラスやバドミントン部で指導
した子どもたちも含めて来てくれて昔話に
花が咲きました。次々とエピソードが並び、
初任者できっと十分でないことばかりだっ
たのでは？と思いながらも、4，5，６年と
卒業まで“そんなことも…？”と苦笑いや
ら、“ひたすら一生懸命の毎日だった！”と
タイムスリップしながらドラマの回想シー
ンのごとく…でした。この子たちの卒業か
らもう 30 年ほど。立派な社会人となって
います。その姿に何事にも代えがたい、素
敵なプレゼントをもらった思いでした。教
師冥利に尽きる再会でした。先日の卒業式
を終えた児童とは“片山地区二十歳のお祝
いの会”で再開できることを楽しみに待ち
ますが、30 年後はかないそうにありませ
ん。初任当時の教え子とこの度の卒業生と
も重ねながら、“光陰矢のごとし“を実感し
ています。私、生駒は今年度末をもちまし
て、定年退職を迎えます。本校では現職最
後となる３年間を校長として務めさせてい
ただき、誠にありがとうございました。コ
ロナ対策に翻弄された日々でもありました
が、保護者、地域の皆様には多大なるご支
援を賜り、なんとか進めることができまし
た。心より感謝申し上げます。今後とも”考
え、たくましく、やさしく、まなざしが光
る、片山の子“を見守り、支えてくださいま
すようよろしくお願い申し上げます。 

家庭数 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1521441378/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2F0dGFrYTU1LmNvY29sb2ctbmlmdHkuY29tL3Bob3Rvcy91bmNhdGVnb3JpemVkLzIwMTcvMDQvMDUvMTMxODQ1LmpwZw--/RS=%5eADBzi2eB7Z3SRqLl.gsBTlIde1qxpE-;_ylt=A2RivbfiCK5aDCMAPxSU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1521441545/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3NvemFpeWEzLm5ldC93cC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxNy8wMi90dWxpcC01MzB4NDQ2LnBuZw--/RS=%5eADBBlBsWSomFo4vax85VBYlTb5F4wI-;_ylt=A2RCKwyHCa5aVDcAADCU3uV7


お知らせとお願い 
以下の教科書や副読本は、新学年でも引き続き使用します。 

大切に保管していただきますようお願いいたします。 

≪教科書≫ 

１年生生活（上・下）、図工（上・下） ３年生図工、保健、地図帳 

４年生地図帳             ５年生地図帳、図工（上・下）、家庭、保健 

≪副読本≫ 

1年生たのしいたいいく    3年生わたしたちのまち吹田・大阪、たのしい体いく 

5年生楽しい体育 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉委員会・体育振興会・民生児童委員会・寿連合会・14の 

自治会および PTAの皆様により、授業日には児童の登下校の 

見守りを年間通じて実施してくださいました。心よりお礼申し 

上げます。今後とも児童の安心・安全のため、ご支援賜ります 

ようよろしくお願い申し上げます。 

 

  お知らせ 
１２月より支援学級を担当していました、講師 は、２月２０日付で退職しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【令和５年度 主な学校行事】 ＊詳細は学校 HPに年間行事予定を掲載します 
４月 ７日（金）入学式            ９月３０日（土）運動会 

  １０日（月）始業式           １０月 ２日（月）代休日 

  １８日（火）６年全国学力・学習状況調査     ４日（水）運動会予備日 

  ２０日（木）５・６年すくすくウオッチ      ６日（金）運動会予々備日 

  ２８日（金）参観・懇談            ２５日（水）～２６日（木）６年修学旅行 

５月２０日（土）土曜参観          １１月１７日（金）音楽会 

  ２２日（月）代休日              ２７日（月）～１２月５日（火）個人懇談 

２５日（木）～２６日（金）５年林間学習    （１１月２９日は除く） 

６月１２日（月）プール開き         １２月２２日（金）終業式 

７月 ６日（木）～７日（金）水泳参観・懇談  １月 ９日（火）始業式 

  ２０日（木）終業式            ２月 １日（木）参観・懇談 

  ２１日（金）～２２日（土）６年臨海学習  ３月１８日（月）卒業式 

８月２５日（金）始業式              ２２日（金）修了式 

令和５年度 始業式 ４/１０（月） 下校は 1１時２０分ごろ 

★集合 晴れの時 運動場 

    ８：２０までに登校し、旧学年の旧クラスで並んで待ちます。 

    雨の時 

新学年の新クラスの教室 

    （新しい学年の各教室(廊下の窓ガラス)に名簿をはっています。児童は自分

の名前を見つけて、自分の机に静かに座って待ちます。見つけることができ

ない時は、近くの友達や先生に聞きます。） 

     ・2年 1～4組：北棟 2F（旧 2年 1～4組＜そのまま＞） 

     ・3年 1～3組：南棟 3F（旧 4年 1,2組、旧少人数）、 

4,5組：北棟 3F（旧 4年 3,4 組） 

         ・4年1組：南棟3F（旧3年1組）   

2～4組：南棟3F（旧3年2～4組） 

         ・5年1,2組：南棟4F（旧5年1,2組＜そのまま＞） 

3～5組：北棟4F（旧5年3,4組＜そのまま＞、旧英語R） 

・6年1～4組：北棟4F（旧6年1～3組＜そのまま＞、旧総合室） 

   下靴はビニール袋に入れて、各教室に持ってあがります。 

雨天時の傘は、新学年の傘立てに入れるようにします。 

≪持ち物≫筆記用具、連絡帳、大切な手紙用封筒、上ぐつ、ぞうきん２枚、名札、 

体育館シューズ、リュックサック等（新しい教科書を入れます）、 

ビニール袋（下靴を入れます） 

 

 

片山見守り隊の皆様 今年度もありがとうございました 

次年度の課外クラブについて 
本年度も、地域や保護者の皆さまにご協力いただき、課外クラブを実施することができま

した。厚くお礼申し上げます。課外クラブに入った子どもたちも、それぞれのクラブでスポ

ーツ等に親しむことができました。 

 長年、吹田市で続いてきた課外クラブですが、年々教職員の指導者確保が難しくなってい

る現状があります。原則、課外クラブは、教職員にとって正規の業務ではなく、勤務時間外

も使い、教職員有志のボランティアで行っているものです。次年度についても、人事異動等

の関係で、指導者の確保が難しく、開設することができない課外クラブが出てくることが予

想されます。学校としましても、何とか指導者の確保に努めたいと思っておりますが、教職

員の指導者確保ができない場合、次年度開設できないクラブがあることについて、何卒ご理

解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

健康観察カードについて 

今学期末で紙の健康観察カードの配布を終了いたします。毎朝の記入にご協力いただきありがと

うございました。引き続き、朝の自宅での検温・健康観察は続けていただき、発熱や風邪症状があ

る場合は、登校を控えてください。なお、既に配布している健康観察カードは、4月 10日まで記

入の欄がありますが、始業式での提出は不要です。 

また、来年度４月末頃から「さくら連絡網」という新システムが導入され、保護者のスマホ等の

端末から欠席連絡ができるようになります。詳細は新年度に追ってお知らせいたします。それまで

は連絡帳を基本として欠席連絡をお願いいたします。 


