
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校納入金のお願い 

 教育活動に関する経費のうち、教材費の一部や給食費を 

ゆうちょ銀行の口座振替を利用し納入していただいており

ます。 

今年度一回目の振替日は、４月１９日（木）となりま

す。 

金額等詳細については後日配布致します文書にてご確認下

さい。 

 

吹田市立山田第三小学校   
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４月の予定 

★予定は変わることがあります。 

9日（月）始業式 

10日（火）1年生を迎える会 2～6年給食開始 

二測定（５・６年） 

11日（水）二測定（３・４年）太陽の広場 

12日（木）離任式・あらぐさ学級懇談会 

13日（金）二測定（１・２年） 

課外クラブ児童向け説明会１５：４５～ 

14日（土）課外クラブ保護者説明会１０：００～体育館 

16日（月）１年給食開始・火曜時程授業 

授業参観懇談会（６年）視力検査（６年） 

17日（火）月曜時程５時間授業・６年全国学力テスト 

           視力検査（4年）内科検診（２年） 

授業参観懇談会（３・４・５年） 

18日（水）午前中授業・尿検査・太陽の広場 

19日（木）ジャンボ昼休み・尿検査 

20日（金）金曜時程授業・内科検診（5年）・視力検査（3年） 

           授業参観懇談会（１・２年） 

23日（月）委員会活動・視力検査（２年） 

24日（火）児童朝会・内科検診（４年）スポーツテスト 

学力保障の日 

25日（水）心臓検診 1年・内科検診 6年・太陽の広場 

26日（木）校外学習 1・2・4年 

視力検査（５年）内科検診（３年） 

27日（金）校外学習（３年）校外学習予備日（2・4年） 

視力検査（１年）  

 

 

５月の予定   ★予定は変わることがあります。 

２日（水）家庭訪問①4時間授業 

 

参観・懇談のお知らせ 

学 年 日 時  参 観 懇 談  

６年 ４月１６日（月） ６時限目（２：２５～） ７時限目 

３・４・５

年 

４月１７日（火） ５時限目（１：３５～） ６時限目 

２年 ４月２０日（金） ５時限目（１：３５～） ６時限目 

１年 ４月２０日（金） ３時間目（１０：４０～） ４時間目 

★今年度、最初の参観・懇談です。 

懇談は、担任と保護者の皆様と直接お話ができる貴重な機会

です。 ぜひご出席いただきますようお願いいたします。 

 

気持ち新たに、 

一人ひとりの子どもの成長を願い 

新年度をスタートします 
 

 お子様のご入学、ご進級おめでとうございます。 

６日の入学式には４７名の１年生を迎え、全校児童３６３名で 

平成３０年度（２０１８年度）がスタートしました。 

入学式では、２年生が学校紹介や歌で１年生を歓迎してくれまし

た。１年前は同じように迎えてもらった子どもたちが、しっかり成

長した姿を見せる機会となりました。また、５，６年生が校内の清

掃や新学期を迎える準備をしてくれました。すでに高学年の自覚を

持って役割を果たしてくれているようで頼もしく感じました。 

いよいよ新学期、初々しく元気の良い１年生と、新たな気持ちで

やる気満々の２年生から６年生までの子どもたち、教職員も新たな

メンバーが加わり、緊張感の中にも心躍るスタートを切ることがで

きました。 

新学期、新しい教室、新しい先生、新しい友達、子どもたちは期

待と不安で胸がいっぱいになっていると思います。もしかしたら、

おなかが痛くなったり、いつも以上にお家の人に甘えてきたりして

いるかもしれません。新しいクラスで、緊張しつつも無理をせず、

自分らしく過ごせるように、そして、子どもの頑張ろうとする気持

ちを支えるように「大丈夫だよ」「楽しみやね」「良かったね」

と、お子さんに声をかけ、励ましてあげていただきたいと思いま

す。 

本年度も、保護者の皆様としっかり連携し、地域の方々のご支援

をいただきながら、一人ひとりの子どもが、たくさんの出会い、学

び、体験等を通して、一歩ずつ確実に成長していけるような教育活

動を教職員一同、力を合わせて進めていきたいと思います。よろし

くお願いいたします。  

（校長  花田 郁子） 

 

 

校外学習について 

学年                           日時 予備日 行き先 

1年 4月 26日（木） 5月 1日（火） 万博公園 

2・4年 4月 26日（木） 4月 27日（金） 万博公園 

3年 4月 27日（金） なし キッズプラザ 

6年 5月１日（火） なし 奈良公園 

★当日・予備日はお弁当等が必要になります。 

詳しくは学年便りをご覧下さい。  
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教職員人事異動 
 

【転出】 教  頭  熊野 厚博    高槻市立津之江小学校  

     養護教諭  播川 真理子   吹田市立千里たけみ小学校 

     講  師  大口 彰子      退職 

     講  師   矢吹 麻衣     吹田市立山田第五小学校 

 

【転入】  教  頭  川中 倫世    吹田市立吹田第二小学校 

     指導教諭  川向 博子    吹田市立千里たけみ小学校 

     養護教諭  西田 佳織      新規採用 

     講  師  鎌瀬 正成    吹田市立南山田小学校 

   講  師 南 翔太     新規採用  

    

 

 

  

平成３０年度 学校体制 

        
校 長   花田 郁子    教 頭   川中 倫世    首 席  松原 純子 

養護教諭  西田 佳織  栄養教諭  上野 弘美    副主査 今田 澄香   

校務員   小宮 義典          

 

支援学級担任（あらぐさ） 小泉 絢子   松原 純子     永井 奈央     南 翔太  

学級担任 

 1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生 

1組 奥  葉子 澤木 修平 友田 早紀 田中  玲 栗栖 設恵 石井 しのぶ 

2組 永島 仁志 鎌瀬 正成 寺川 修平 西川 広将 加納 慎也 高岡 佳弘 

 

担任外  通級教室担当  川向 博子 

音楽専科    麻中 志保（１～６年）   

    理科専科    発坂 卓治（４、５、６年）   

    少人数指導    廣瀬 久子（ 算数 ３、５年・４年 TT）   

    首席職務軽減  橋尾 祐子（あらぐさ） 

         

非常勤職員  事  務   田村 理恵   スターター  楠瀬 真由美   

支援学級介助員  岸 浩子      AET      大井 アミ 

読書活動支援者   武内 淳子   情報教育支援員  平山 浩子  

教育相談員   大前 有紀     SSW     吉池 恵美   

             

警備員（昼間） 米田 豊    （夜間） 船越 亨 ・ 宗平 律夫                           

月 日・曜日 学年 行事内容 

４月 

16日（月） ６年 火曜時程授業参観６時間目・懇談 7時間目 

17日（火） 3・4・5年 月曜時程授業参観５時間目・懇談６時間目 

20日（金） ２年 金曜時程授業参観５時間目・懇談６時間目 

20日（金） １年 木曜時程授業参観３時間目・懇談４時間目 

５月

  

2日（水） 

全学年 
家庭訪問                                                                            

（4時間授業・給食終了後）                                                      

8日（火） 

10日（木） 

11日（金） 

６月 3日（日） 全学年  
日曜参観  授業参観２・３時間目                                          

ＰＴＡ前期総会 4時間目 

７月 

3 日（月）～６日（金） 
プール公開                                                                   

＊この期間中の各学年の水泳の時間  

3日（火） 高学年  学年懇談会・臨海説明会 7時間目  

5日（木） 中学年  学級懇談会７時間目   

6日（金） 低学年  学級懇談会６時間目  

９月 29日（土） 全学年 

運 動 会                                                                                     

＊予備日   9月 30日(日） 

予予備日 10月 3日(水） 

10月 26日（金） 全学年  校内音楽会  

11月

  

19日（月） 

全学年  個人懇談（5時間目終了後） 
20日（火） 

22日（木） 

27日（火） 

12月 7日（金） 全学年 
オープンスクール（1日学校公開） 

＊懇談はありません  

２月

  

19日（火） 1・2・3年 授業参観 5時間目・懇談６時間目  

21日（木） 4・5・6年 授業参観６時間目・懇談７時間目  

 ＊都合により変更する場合があります。その際はなるべく早くお知らせします。 
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