
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※感染症対策のため、12/1(水)現在全ての行事予定については流動的です。 

※行事予定は諸般の都合により変更することがありますので、ご了承ください。 

 

 

 

 

 

日 曜 12 月行事予定 日 曜 12 月行事予定 

１ 水 5時間授業〔14:10下校〕  

6年修学旅行報告〔5年向け〕～3(金) 

就学時健康診断  

2,5年ペア学年交流～17(金) AET 

13 月 児童委員会③ 

 

２ 木 

 

火災避難訓練 

PTA美化活動 

14 火 Web児童集会 AET 教育相談員 

３ 金 学校アンケート締切日 15 水 AET GOGOキッズ 

４ 土 学校開放 16 木 音楽参観 2限 3年 4限 1年 5限 5年 

５ 日  17 金 音楽参観 2限 4年 4限 2年 5限 6年 

６ 月 6年「こころの劇場」動画視聴～10(金) 

クラブ③〔3年見学〕  

体育館使用禁止～17(金 ) 

18 土 学校開放 

７ 火 Web児童集会 AET 19 日 

 

 

８ 水 圧縮 5時間授業〔14:10下校〕 

〔1-5のみ 15:10下校〕 ICT支援員 

GOGO キッズ 諸費振替日 

20 月  

９ 木 PTA運営委員会 21 火 AET 

10 金  22 水 AET ICT支援員 GOGOキッズ 

11 土 PTA美化活動 23 木 給食最終 PTA美化活動 

12 日  24 金 Web終業式 4時間授業〔12:10下校〕 

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 3年度(2021年度) 12月号    http://www.suita.ed.jp/gak/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 学期の終盤を迎えて 
                        校長 生駒 靖子 

 11 月下旬の１週間で季節が初冬に進みま

した。１年生の教室は１年の中でも一番いい時

期を迎えています。ベランダ側の景色は紅葉の

紅葉が美しく、日光の当たり加減でもその風合

いを変え、寒さが進むごとにその色合いも変化

させています。この時期に来客があれば紹介し

ていますが、黄緑、橙、赤、深紅のグラデーシ

ョンの美しさにみな、感嘆されます。こんな風

景に恵まれた教室で学習できる１年生、自然か

らのプレゼントをその感性にいっぱい吸収し

て心の育みになってくれたら…、一人一人これ

ら紅葉のように、色とりどりに輝かせていって

くれたら…、等様々に思いを巡らせるこのごろ

です。 

さて、この 11 月には４年生のバス遠足を

実施し、これで１～４年生の遠足をすべて無事

に終了することができました。また、５年生の

林間学習は全員が参加でき、初めての宿泊学習

として、集団生活のルールを守り、自分の役割

をしっかり果たしたことで、友達や先生との貴

重な１泊２日の体験学習となりました。幸いに

も感染状況の減少傾向が続いており、このよう

な行事が予定通り実施でき、子どもたちの教育

活動を重層化しながら子どもたちの学びに還

元できたことに、自然と“ありがとう”の感謝

の念を思わずにはいられません。こんなときだ

からこそ、“当たり前”のすばらしさ、その重み

を実感しています。 

 個人懇談会では保護者の皆様と担任が少し

の時間ではありましたが、対面でお話する機会

を持つことができました。それぞれにご都合を

つけていただき、ありがとうございました。２

学期のがんばりをお伝えしつつ、あとひと月の

目標設定も確認いただけたことと思います。今

年度も限られた中での来校の機会となってお

り、担任との接点も取りづらい状況もあるかも 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

しれませんが、特にお困りに事がありましたら 

すぐに担任までお知らせいただきますよう、お

願いいたします。いじめ等の生徒指導に関する

内容は学年、生徒指導主事、管理職等によるい

じめ対策委員会にて事実確認から指導まで方針

を立てながらよりよい方向へ解決の策を講じて

います。いじめはあってはならないことですが、

“いじめの芽”が小さいうちに誤った行動を軌

道修正すべく、周りの大人が支える必要があり

ます。保護者の皆様にはそういった場合にご協

力いただけることが強力な快復剤となります。

子どもたちの健やかな成長をともに願いつつ、

手を携えてサポートしていきたいと考えますの

で、何卒よろしくお願い申し上げます。 

いよいよ師走です。２学期の締めくくりは

音楽参観です。学年１時間ずつではありますが、

久しぶりに披露する音楽の調べ、子どもたちが

奏でる生演奏を楽しみにご来校ください。室内

ですので、１児童１名との制限となりますが、

ご理解いただきますようよろしくお願い申し上

げます。子どもたちが創り上げるハーモニーを

共に喜び合えることを願っています。 

家庭数 

令和3年度全国学力・学習状況調査の結果を学校HPに公表しています 

６年生を対象に、国語・算数および生活習慣や学習環境等に関する調査を実施しました。分

析を基に今後の本校教育活動へ反映していくものです。ご家庭におきましても一読していた

だき、ご理解、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。  

 片山小学校 検索→→更新履歴 3 項目 11/17 付 

 

参観は申込制 1 児童 1 名と

しています。コロナ対策・

防寒にご留意ください。 



１月行事予定 
11（火） Web始業式 4 時間授業 

〔12:10 下校〕 AET 諸費振替日 

22（土）  

12（水） 通常授業開始 給食開始 AET 

GOGO キッズ 

23（日）  

13（木）  24（月） 地震避難訓練予備日 

クラブ④〔3 年見学〕 

 

14（金） PTA 美化活動 25（火） Web 児童集会 AET 教育相談員 

15（土） 学校開放 26（水） 5 時間授業〔14:10 下校〕 AET 

16（日） 地域一斉合同防災訓練 27（木）  

17（月） 地震避難訓練 児童委員会  

ICT 支援員 

28（金） PTA 美化活動 

18（火） Web 児童集会 AET 29（土）  

19（水） AET GOGOキッズ 30（日）  

 

20（木） PTA 運営委員会 31（月） 児童委員会 ICT 支援員 

21（金） 圧縮 5時間授業〔14:10下校〕 

〔4-2のみ 15:10下校〕 
 

※感染症対策のため、12/1(水)現在全ての行事予定については流動的です。 

※行事予定は諸般の都合により変更することがありますので、ご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この時期にしては暖かく、2日とも絶好のお天気に恵まれました。初日に作陶した水茎焼は年明けに

学校に届きます。自分で大事に使う、おうちの人へプレゼントにする、との声もありました。琵琶湖

博物館は広くて見ごたえたっぷりです。もっと見たかった人もいるでしょう。興味を持った人はぜひ

再びおうちの方と訪れてみてください。夜のキャンプファイヤーや 2日目には自然の中でたっぷり野

外活動も楽しめました。友達と過ごした時間は素敵な思い出になったことでしょう。 

この度はコロナ禍で延期し、11月実施となりましたが、来年度は 6月に予定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６年生がグループでテーマを設定し、模造紙に 

まとめました。１～４年生の各教室に出向き、 

修学旅行で学んだこと、調べたことについて発 

表しました。在校生もしっかり聞いていました。 

５年生には 12/3までに伝えに行きます。 

11/25 修学旅行報告会 

「学校教育アンケート」へのご協力について 

学校をよりよくするための「学校教育アンケート」を配付しております。大切な書類を入れる

封筒に入れて、１２月３日（金）までにご提出ください。マークシート方式及び記名式でのアン

ケートにご協力をよろしくお願いいたします。 

11/17,18 5 年生林間学習 

吹田市教育委員会  じんけん作品展 標語の部 佳作  

（4年生は学年で応募し、4作品が入賞しました。） 

かなしそう 元気あげよう わらおうよ 

仲直り しっかりしよう 「ごめんね」と 

声かけで 笑顔広がる たのしいな 

苦しい時 だれか話せば 楽になる 

 


