
分散授業参観・学級懇談会のお知らせ 

参観につきましては、下記の通り時間(２０分程度)、人数

(出席番号で前半、後半に分ける)を制限した形での分散授業

参観にて行います。1月16日配付の別紙にて、詳細(前半、

後半の分け方)をご確認ください。 授業参観の前後の時間帯

(下図参照)を図工展鑑賞時間に割り当てています。その他時

間も含めご鑑賞下さい。 

当日、学級閉鎖等で実施できない場合は当該学級のみ3月

の予備日に（時間帯は同じ）延期します。 

短い時間での参観・鑑賞となりますがご理解ご協力をお願

いいたします。 

学 年 出席番号 13：40～14:00 14：05～14:25 

１年 

2/16(木) 

12～22 参観（第二音楽室） 

C 棟４階 

図工展（図工室） 

C 棟３階 

 1～11 図工展(図工室) 参観（第二音楽室） 

２年 

2/17(金) 

16～30 参観（教室） 図工展（多目的室） 

C 棟４階 

 1～15 図工展（多目的室） 参観（教室） 

3年 

2/14(火) 

13～24 参観（教室） 図工展（多目的室） 

C 棟４階 

 1～12 図工展（多目的室） 参観（教室） 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜日 2月の行事予定 

1 水 
いのこ１・２年 生活アンケート1/30～2/3 
太陽の広場13：00～ 

2 木 6年中学校見学会 

3 金 AET 6年薬物防止教室 

6 月 全校朝会 委員会⑩ 

7 火 学力保障  6年西山小交流 

8 水 
4時間授業 いのこ 1・２年 太陽の広場 13：00～ 
ICT 1年にじいろアイル 

10 金 AET ２・４年いのちの授業 

11 土 建国記念の日 

13 月 
新１年入学説明会資料配付 校内図工展 クラブ⑩  
あらぐさ個人懇談 

14 火 ３・５年参観・懇談 教育相談 あらぐさ個人懇談 

15 水 いのこ1・２年 AET 太陽の広場14：00～ 

16 木 １・４年参観・懇談 あらぐさ個人懇談 

17 金 ２・６年参観・懇談 あらぐさ個人懇談  AET 

20 月 児童集会 補てん⑩ 

21 火 SSW ICT 

22 水 1・2年いのこ AET 集団下校 

23 木 天皇誕生日 

24 金 AET 

27 月 全校集会 委員会⑪ 

28 火 学力保障 SSW 教育相談 

学 年 出席番号 13:40～15:15 15:20～15:50 

4 年 

2/16(木) 

全員 参観（体育館） 懇談（体育館） 

日 曜日 3月の主な行事予定 

1 水 4時間授業 いのこ 1・２年 太陽の広場 13：00 

3 金 AET 

6 月 ６年生を送る会 補てん⑪ 

7 火 SSW 学力保障 ICT 

8 水 AET 太陽の広場 14：00 

10 金 AET 

13 月 卒業式予行 １～４年午前中授業 

14 火 SSW 学力保障 教育相談 

15 水 太陽の広場最終 14：00～ 

16 木 前日準備 

17 金 卒業式 

20 月 ICT 

21 火 春分の日 

24 金 修了式 

学 年 出席番号 14：30～14:50 14：55～15:15 

5年 

2/14(火) 

13～24 参観（５－１教室） 

（５－２体育館） 

図工展（多目的室） 

C 棟４階 

 1～12 図工展(多目的室) 参観（５－１教室） 

（５－２体育館） 

6年 

2/17(金) 

15～28 参観（教室） 図工展（図工室）   

C 棟３階 

 1～14 図工展（図工室） 参観（教室） 

吹田市立山田第三小学校   

学校だより ２月号 
 

令和 5（2023）年 1月 31日発行 TEL 06-6877-5701  FAX 06-6877-5708             

URL: http://www.suita.ed.jp/gak/es/22-yamada3/ 

 

   
TEL 06-6877-5701  FAX 06-6877-5708             URL: 

http://www.suita.ed.jp/gak/es/22-yamada3/ 

 

さくら連絡網について 
来年度より、吹田市では欠席・遅刻連絡等のオンライン化

が実施されることになりました。新学年になりましたら、登

録用紙を配付いたしますので、登録をお願いします。 

運用実施は皆さまの登録後、5月頃を予定しています。

尚、ツイタもんにつきましてもこれまで通り併用して参りま

す。ご理解・ご協力をお願いします。 

生徒指導提要の改訂 

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』を改訂しました。 

学習指導要領と比べ聞きなじみのない生徒指導提要。 

児童生徒との関わり方や不登校・いじめへの対応など、さまざまな課題

に対する指導方法や心構えが約280ページにわたり記されています。そし

て、保護者にとっても参考になりそうな情報がつまっています。 

昨今、メディアで話題となっている「生徒指導・校則」も改訂された一

部です。この「指導」の内容については「適切且つ社会の中で自分らしく

生きることができる存在へと児童生徒が、自発的・主体的に成長や発達す

る過程を支える教育活動とすること」と示されました。すこし難しい表現

ですが、学校運営のノウハウをはじめ、いじめ・非行・虐待・自殺・不登

校への対応など、さまざまな課題について細かくまとめられています。 

提要では「チーム学校」という概念も掲載されています。子どもに関わ

る課題が複雑で多様になる中、教員だけでなく学校外の専門家や地域の大

人とも協力して取り組む必要があると示しています。また、家庭という最

も重要な教育機関とどう連携するのかが大切であると示しています。 

本校では「つながろう学校」をスローガンとし、保護者と連携協力を進

め、信頼関係を築きながら教育活動に取り組んでいるところです。 

学校は社会の縮図だとよく言われますが、他者居ずして自己の成長はあ

りません。集団の中、他者との関わりからでしか学べないものが無数にあ

ります。 

教職員は教育活動の中で対話、賞賛により、自己肯定感や有用感、思い

やり、共感性、課題解決力等、多くの社会的資質・能力の育成を進めてい

ます。また、すべての教育場面を人権・道徳教育の機会と捉え、心の醸成

に努めています。 

保護者の皆さまにおかれましては、子どもどうしのトラブルを成長過程

のひとコマと捉え、人間関係づくりを学ばせ、最終的には自分らしさを発

揮できるよう支援していただければと願っています。また、子どもがより

よい社会の担い手として成長できるよう、より一層の連携協力ができれば

と願っています。  

校長 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

１月の学校の様子 
         

１月１２日（木）から２０日（金）まで全校マラソン週間を行いました。１月２４日（火）のマラソン
１月２３日（月）から２７日（金）まで給食週間でした。学年ごとに給食についてふりかえり、標語づ

くりや作文などに取り組みました。後日給食放送で発表します。 

１月１７日（火）地震避難訓練を行いました。地震のときの心構えや動きを確認しました。 

頭を守るためにすばやく机の下

にかくれることができました。 

「お・は・し・も」に気をつけて、静

かに、すばやく避難しました。 

全員そろって、先生の指示をしっ

かり聞くことができました。 

６年生の体育委員会が中心に

なって準備体操しました。マラ

ソン週間だけのリズミカルな準

備体操です。 

朝早くからの取り組みでした

が、がんばって参加しました。マ

ラソンカードにも記録しまし

た。 

朝の取り組みは７分間走です。

最後まで同じペースで走ること

を目標に取り組みました。 

給食週間の前の委員会活動では、ろうかへの掲示物を作成したり、

児童朝会の準備をしたりと大忙しでした。学校のみんなにどうすれば

わかりやすく伝えられるかを考えながら取り組んでいました。 

児童朝会では、牛乳パックの折り

たたみ方をもう一度全体に伝え

ました。説明用牛乳パックを使っ

ていてわかりやすかったです。 

１月２５日（水）１０年に１度の雪景色！朝から、広い運動場は一面真っ白でした。 

朝からほぼ全員が運動場へ出

ていました。みんな大はしゃぎ

でした。 

雪合戦に、雪だるま・・・雪がと

けるまでの間にここぞとばかり

に遊び尽くしました。 

みんな上手に雪を固めていまし

た。あっという間の楽しいひと時

でした。 


