
【学校評議員会】 

学校の教育活動、取組への支援とご意見をいただくため、学校評議員会を設置しています。 

令和２年度 学校評議員 

様（民生児童委員会前委員長）      様（青少年対策委員会元副委員長）   

様 （体育振興協議会会長）        様（前 PTA会長）  

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【学校保健委員会】 

学校における健康の問題を研究協議し、健康づくりを推進する組織です。本校の児童の検診 
結果についての意見交流や保健に関する年間計画等について協議します。  
下記の４名の方に令和２年度学校保健委員会の代表としてご出席いただきます。 

どうぞよろしくお願いします。 
学校医        様    学校歯科医       様   
学校薬剤師      様    PTA会長           様 

教材費等諸費振替日についてのお知らせ 

 平素は、教材費等振替につきましてご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。４月

分、５月分、6 月分の３か月分を 6 月８日（月）に北おおさか信用金庫の口座より振替させてい

ただきます。前日までにご入金いただきますようご協力をお願いいたします。詳細につきまして

は、追って連絡いたします。 

７月以降振替日・・・毎月８日   

【分散登校について】 

5月 11日（月）の週の後半以降から学年・組を分けた分散登校を予定しています。 
詳しくは 5 月 11 日（月）頃までに学校ホームページ、及びメール（ツイタもん）でお知らせ
します。 
なお、学校ホームページをご家庭でご覧いただけない場合は学校までご連絡ください。 

（片山小学校 06-6387-8531） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年度学校経営方針 
『子どもたちが元気な学校 教職員がやりがいのある学校づくり』 
 
学年目標 学年教員も一丸となってがんばります。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訂正とお詫び 

4 月学校だよりの名前の表記に誤りがありましたので訂正し、お詫び申し上げます。 

看護介助員                  警備員(昼) 

 

 

1 年 げんきなえがお たのしいなかま 

2 年 One team～みんなでやればできるもん♪～ 

3 年 一致団結～心をひとつに～ 

4 年 ONE FOR ALL! ALL FOR ONE！ 

5 年 ５（Go！）For it！（やってみよう） 

6 年 Ⓢmile 笑顔 Ⓣhink 思考 Action 行動 Ⓡespect 尊重 

 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 2 年(2020 年) 5 月号    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 

本校には留守家庭児童育成室として、

“ありんこ学級”を開設しています。今年

度は 1年生から 4年生まで 160人ほどの

在籍となり、年々増加傾向にあります。こ

のたびの緊急事態宣言を受け、市からは利

用縮小の要請があり、最近の利用数は３０

名ほどを推移するまでに協力していただい

ています。しかしながら、この難局でもそ

れぞれ必要とされる様々なお仕事に奮闘さ

れておられるご家庭の割合が本校には多い

ことを認識し、改めましてそのご苦労と職

責に敬意を表したいと存じます。 

ある朝、自転車のママとバイバイして、

学校に向かう“ありんこ学級“の１年生と

出会いました。入学式でしか顔を合わせて

いないのに、きちんと覚えてくれているの

です。道々、おうちでの様子を色々とお話

ししてくれます。「ママはお仕事で、パパが

夕方早帰りをしてくれる。5 時にありんこ

から帰ったら、パパがいてくれる。ご飯、

作ってくれる。」「家の中にキャンプの机を 

出して晩ご飯、食べてん。楽しかったよ。」

「ママのお誕生日の時はお祝いしたら、マ

マ、泣いててん。」 

入学式は終えたものの、小学校生活とし

て、“ありんこ学級”での日々を基盤に、お

うちでの非日常も家族とともに、このひと

月を過ごしている 1 年生。例年だったら…

と思いを巡らす私ですが、目の前の男の子

は、今日もお弁当をリュックに背負い、気

丈にも現状を受け入れ、家族の一員として

子どもなりにがんばって過ごしているん

だ、と健気に思った次第です。 

 この１年は、先が読めない１年となっ 

ています。学校の年間計画もどの程度、実

施につながるのか、実施に当たっては状況

の変化により、それぞれ柔軟なリカバリー

が必要となります。例年通りでは回らない

ことが大いに予測されます。“現状を受け入

れ、何ができるかを考える”ことからすべ

てがスタートします。教職員はいつも“片

山小の子どもにとってよりよいものを”を

原点に、それぞれがアイディアを寄せ、よ

りよい企画になるよう、議論を交わして進

めています。 

「照一隅（いちぐうをてらす）」中村哲さ

んの座右の銘です。今こそ“自分の置かれ

ている場所で最善を尽くす”を。 

「一隅を照らす」 
校長 生駒 靖子 

 



 

 

 

  担任名前 子どもたちへメッセージ 

教頭   がっこうで なにを しょうか たのしみに かんがえて さいかいを まっていて くださいね。 

1-1  がっこうが はじまるまで、もうすこし 

1-2  んーっと いまは がまんをして おうちで すごそうね。 

1-3  ばっちり おべんきょうができる じゅんびをして せんせいたちは みんなを まっているよ！ 

1-4  ろくぼくなどの ゆうぐで あそんだり、おにごっこや ドッジボール、たのしい あそびもいっぱい！ 

1-5  うきうき、わくわくの がっこうせいかつの すたあとを たのしみに していてね！ 

栄養  ☆やさいもたっぷり、おにくや おさかななど  すききらいなく いろいろたべて、まいにち けんこうに すごそう♪ 

2-1  みんなと 会えないから さみしいけど、もうすこししたら あえるもん♪ 

2-2  たくさん みんなと あそびたいもん♪ 

2-3  みんなと あそべることも たのしみ！ べんきょうも いっしょに はやくしたいもん♪ 

2-4  たくさんの 本を よんで、レベルアップだもん♪ 

2-5  ストレッチをして 体もぐんぐん せいちょうだもん♪ 

初任  先生ずっとまってるもん♪ 

3-1  学校が始まったらおもいっきり走ろう！その日を楽しみに、エネルギー温ぞんしておこう！ 

3-2  みんな元気ですか？どんなことをしていたか会ったときたくさん教えてね！もう少し一緒にがんばろう！ 

3-3  みなさん元気にしていますか？学校で一緒に授業ができる日を、楽しみに待っています。 

3-4  元気いっぱいなみんなにはやく会いたいよ！あとすこし、いっしょにがんばろうね♪ 

算数  あと少しのがまんです。みんなで心を一つにしてのりきりましょう。会える日を楽しみにしています。 

理科  散歩に行ったときに草花などを見て春を感じておいてね。 

4-1  みんなと一緒に勉強することを、心待ちにしています。体調に気を付けてすごしましょう。 

4-2  元気な顔で会えることを楽しみにしています！ 

4-3  早くみんなに会いたいです。元気でいてね！！ 

4-4  今は、お家でパワーをためておいてください。学校が始まったら、パワー全力で楽しもうね☆ 

理科  みなさんと理科の授業ができることを楽しみにしています。様々な不思議を見つけていきましょう。 

 

 

 

 

 

  担任名前 子どもたちへメッセージ 

5-1  なぞなぞ！算数でも使って、工事現場でも使うものってなぁに？答えは会ったとき聞かせてね。 

5-2  みんなの元気なすがたが早く見たいです。学校が始まったら思いっきり楽しもう！ 

5-3  もう少し休みは続くけれど一緒にのりこえていこう！皆さんに会えることを楽しみにしています。 

5-4  元気で過ごしていますか？今まで溜めに溜めたパワーを登校したらフルで発揮しましょう。 

理科  外にでられなくても 外の空気はすいましょう。 

6-1  Ｓ「笑顔」いつもニコニコみんな幸せ♪  

6-2  Ｔ「思考」こういう時こそ、考える！ 

6-3  Ａ「行動」今、自分ができることを行動に移す！ 

6-4  Ｒ「尊重」一緒にいる人を大切にするためにも Ｓtay  home! 

音楽  
音楽は人を元気にしてくれる不思議な力があります。好きな音楽を聴いたり、楽器を演奏したりし

てお家で豊かな心を育てよう！ 

生指  ５０ｍ走では誰にも負けたことがありません。勝つ自信がある人は再開日に勝負しましょう。 

養護  いのちを守るために、もう少しのがまん。元気いっぱいなみんなに会えることをたのしみにしています♪ 

養護  楽しく食べていますか？しっかりねてますか？お話してる？わらってる？大切に時間をすごしてね。 

たいよう  みなさんとの出会いが楽しみです。ガマンすることも多いけど、乗りこえて元気に会いましょう！ 

たいよう  今だからこそできることを続けてやってみよう！みんなと一緒に過ごせる日を楽しみにしています！ 

たいよう  早寝早起きしていますか。朝の空気をたくさん吸って大きく深呼吸。そしてまた一日がんばろうね。 

たいよう  空を見よう！空は世界中どこでも一つにつながっているよ。みんなと会える日を楽しみにしています。 

たいよう  手洗いうがいをしっかりして、元気に過ごしてくださいね。会えるのを楽しみにしています。 

たいよう  みんなは毎日どんなことをしてすごしていますか？会えたときにたくさんお話ししてね！ 

たいよう  ありのままの自分を好きでいてね。不安なことは声に出そうね。大丈夫、一人じゃないから。 

たいよう  友だちに会いたい人が多いと思います。元気に会えるよう、今は自分の健康を守ろう！頑張ろう！ 

たいよう  今は辛抱のときですね。自分を大切に周りの人を大切に。みなさんに会えるのを楽しみにしています。 

事務  「密」にならないように気を付けて、少しだけ近所を散歩してみましょう。スッキリしますよ。 

事務  できることを頑張って、感染に気を付けて、楽しくすごしてください。 

先生から児童のみなさんへメッセージ！ 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1540608728/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovLzAxLmdhdGFnLm5ldC90YWcvJUU2JThBJTk4JUUzJTgyJThBJUU5JUI2JUI0JUVGJUJDJTg4JUU2JThBJTk4JUU5JUI2JUI0JUVGJUJDJTg5Lz9zc29ydD1fX3JlYWN0aW9uX2J1dHRvbnNfMV9fX19fX19fX18tcG0mYW1wO3NkaXI9ZGVzYw--/RS=^ADBvgFCesLcxlX3L5MrSf2AKhPl_Zg-;_ylt=A2RCD05XgdJbBkUAqwmU3uV7

