
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★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。 

 

 

 

8月行事予定 

５ 木 かたやま公民館こども祭り〔要申込〕 

６ 金  

７ 土  

10 火 諸費振替日 

２１ 土 PTA 献血〔大和大学正門前〕 

25 水 Web始業式 4 時間授業〔12:10 下校〕 AET 

26 木 通常授業開始 給食開始〔牛乳パック開始〕 

27 金 
圧縮 5 時間授業 14:10 下校 夏休み作品展 保護者鑑賞 1,3,5 年〔8:30～17:00〕  

6 年二測定 

28 土 PTA 美化活動 

30 月 夏休み作品展 保護者鑑賞 2,4,6 年〔8:30～17:00〕 5 年二測定 ICT 支援員 

31 火 夏休み作品展〔保護者鑑賞なし〕 4 年二測定 AET 

９月行事予定 
1 水 教育実習開始 3年二測定 AET  

GOGOキッズ開始予定 
16 木  

2 木 2 年二測定 17 金  

3 金 大阪 880 万人訓練 1 年二測定 18 土 学校開放 

4 土 学校開放 19 日   

5 日  20 月 敬老の日 敬老会〔片山幼〕 

6 月 児童委員会① ICT支援員  

PTA 美化活動 
21 火 Web児童集会 AET  

7 火 AET 22 水 AET GOGOキッズ 

8 水 AET GOGOキッズ 諸費振替日  23 木 秋分の日 

9 木 PTA 運営委員会 24 金 AET 

10 金 プール閉栓予定 

6 年修学旅行保護者説明会  
25 土 PTA 美化活動 

11 土 PTA ぼちぼち隊 26 日  

12 日  27 月  

13 月 クラブ① PTA 美化活動 28 火 Web児童集会 AET ICT支援員 

14 火 AET 教育相談 ICT支援員 29 水 AET GOGOキッズ 

15 水 全校 5 時間授業〔14:10 下校〕 30 木 教育実習終了 

家庭数 

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)夏休み号  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 

★いじめの心のなやみ相談専用ダイヤル ≪06-6337-5411≫ 
対象：本人・保護者 

  日時：月～金曜日（年末年始・祝日は除く）及び第３日曜日の午前９時から午後５時 
                         〔吹田市立教育センターより〕 

たかが 1回、されど 1回 

                                  校長 生駒 靖子 

 7 月 12 日よりまん延防止等重点措置期
間が 8月２２日まで延長となりました。それ
に伴い、市教育委員会からの保護者宛て通知
も 7月 13日付けで発出されました。これま
でとの変更点は、課外クラブ活動についての
取扱いと水泳指導について追記があった点
です。本校では課外クラブについては６月
28 日より活動時間を１時間程度に制限し、
異学年交流とならないように学年を区切っ
てスロースタートしてきました。通知を受
け、夏休みからは感染症対策を講じ、熱中症
予防を第一にしながら学年枠を外して実施
していきます。ご家庭でも無理のないよう、
健康管理をお願いいたします。また、水泳学
習については、6月 9日に６年生と教職員が
プール清掃を行い、いつでも入水できるよう
に準備をしていたところです。梅雨明けも間
近となり、７月 12日から各学年１回ずつで
はありましたが、水泳指導を実施できまし
た。 
（６年生は特別に終業式後にも入水しました。） 
ここで“キッザニア“創業者ハビエル・ロ

ペスが提唱した”体験のピラミッドモデル“を
紹介します。それぞれの体験が記憶に残る割
合を示すと、 

とのことです。皆さんも心当たりは数々あ
ることでしょう。「読んだだけでは…。」「聴
いただけでは…。」何と言っても、自分がや
ってみたこと、実際に体験してみたことは
記憶として残る割合がぐんと多い、という
ことです。この学期末、あと１週間という
タイミングではありましたが、コロナ禍に
も負けず、ほとんどの市内小学校で水泳学
習を実施することができました。本校にお
いては、「学校の新しい生活様式における
水泳学習の学び方の定着を図る」をめあて
とし、どの学年もチャレンジの一歩を踏み
出せました。本市では、全国でも珍しくす
べての小学校に“小プール”“大プール”を
備え、低学年から安全に、水に慣れ親しみ
やすい設備を備えています。また、臨海学
習や 6年水上大会を目標に、６年間系統立
てた水泳指導が昭和の時代から脈々と受
け継がれ、市内どの学校に行っても指導法
に差がなく、90％以上の児童が卒業時に
平泳ぎ 200m、クロール 50m を泳げる
力をつけてきました。これは泳ぐ速さを優
先するのではなく、“命を守る水泳“をめざ
すものです。 
 “体験すること”、それがたとえ 1回
であってもゼロとは大きく異なります。
子どもたちはこの１回の水泳学習でも何
かを感じ取ってくれたことでしょう。２
学期当初にもう一度水泳の授業を行いま
す。再び 1回の体験になるかもしれませ
んが、しっかりと体と心で感じ取り、体
験でしか得られない、感性揺さぶる学
び、わくわく感につながっていくことを
期待します。長い夏休みの始まりです。
行動の制約があるかもしれませんが、ご
家庭で普段できない様々な体験の機会も
あることでしょう。２学期始業式にはひ
と回り大きくなった子どもたちに会える
ことを楽しみにしています。 

レベル 

１ 読む            １０％ 

２ 聴く            ２０％ 

３ 写真、動画を見る      ３０％ 

４ 実演を見る、展示会に行く 

   見聞きした         ５０％ 

５ 実習、講座 

   話したり書いたりしたこと  ７０％ 

６ 模擬体験、体験学習、発表、実技、取組 

                 ９０％ 

http://www2.suita.ed.jp/school/es/19-katayama


 

 

昨年度は緊急事態宣言の影響を受け、本校では心臓検診等が 9 月になったため、水泳学習の実施が困難とな
りました。今年度は市教委通知を受け、感染症対策を講じながら市内34小学校にて実施する運びとなりました。 
本校学校HPにて掲載中の「水泳指導について（5月31日付け）」末尾―お知らせーの内容を変更し、2学期

当初にも水泳学習を予定することとしました。（感染症拡大状況によっては変更もあります。） 
また、あゆみ（通知表）における水泳学習の評価は“知識・技能”としての評価はせず、“学習に取り組む態

度”として評価することとしています（見学も含む）。1，2 年生は小学校初めての小プール、3，4 年生は初め
ての大プールでした。ドキドキ・ワクワクの気持ちだったことでしょう。今回は新しい水泳学習の学び方で、歓
声も抑えつつ、静かに落ち着いて活動することができました。指示をよく聞き、みんなよくがんばりました。 
ご家庭におかれましても、実施にあたり水泳学習グッズの準備をいただき、ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

冷たくても「えい、や！」喉の奥までガラガラガラ！    笑顔いっぱい。「先生めがけて水かけだ！」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハンドサインを見て、静かに水かけを。      まずは脱力して浮くことから。基本のけのびで。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市の空調整備計画により7月からすべての特別教室 

に長年切望していた空調設備が完備しました。多目的教 

室、低学年・高学年図書室、第１理科室、第１・２音楽 

室、図工室、家庭科室、英語ルームにおいて、暑い時期 

を避け、学習時期を工夫したり、普通教室で行ったりと 

不便がありましたが、もう快適です。早速図書室では休 

み時間に利用する児童が増え、読書活動も充実が図れそ 

うです。授業のみならず多目的教室ではダンスクラブ、 

第2音楽室では和太鼓クラブものびのび活動できます。 

 

 

 

 

 

2年ぶりの水泳学習 

河川水難事故防止について（大阪府教育庁通知より） 
（１）河川には目に見えない深みや、急に流れが速くなることがあるなど、常に危険性が内在することから、

幼児・児童が個人やグループで河川に遊びに行く際は、必ず保護者や大人の引率者が同行すること。 
（２）河川で水に触れあうときは、ライフジャケットを着用するなど十分に安全を確保すること。 
（３）大雨、洪水、波浪、雷等の警報や注意報が発令された際には、河川への外出を控えるとともに、外出

時において天候が急激に変化した場合は、集中豪雨による河川の急激な増水の恐れがあるため、速や
かに河川から離れること。 

（４）増水した河川には絶対に近づかないこと。 
      ＊夏休み中の帰省、海水浴やキャンプ場等水辺では見守りの徹底等ご留意ください。 

特別教室に空調設備が設置されました 

不審者情報 
夏休み中も声かけ事案等不審なことがあ
りましたら、直接吹田警察へご連絡くだ
さい。（06-6385-1234） 
警察が対応します。時間が経ってからで
は追跡困難となります。速やかに情報を
お伝えください。＊ご家庭で必ずご確認
ください。 
いか ついていかない  お  大声で叫ぶ 

の  車に乗らない   す  すぐに逃げる 

し 大人に知らせる 

 電話対応時間 にご協力をお願いします 

本市小中学校において電話対応時間は

8:00～17:00となっています。 

17:00以降は緊急事案のみ、警備室で一

旦受けることになります。 

学校からの着信がある場合は、17:00ま

でに返電いただきますと幸いです。 

なお、17:00以降にも担任等から掛電す

る場合もありますのでよろしくお願い

申し上げます。 

 夏休み中の PCR検査報告  これまでもていねいにご連絡をいただき、誠にありが

とうございます。夏休み中におきましても課業中と同様児童・同居のご家族が受検となる場

合は事前に学校までご連絡ください。ご協力よろしくお願い申し上げます。 

（本校０６－６３８７－８５３１） 

7/16 パラリンピアン来校 東京パラリンピック T38陸上400m日本代表 

本校医療看護師竹村陽子さん・娘さんの明
結美さんをお招きし、６年生各クラス１時
間ずつ講演いただきました。学校でのマラ
ソン大会がきっかけで中学生から陸上競
技を始め、練習に明け暮れる毎日を重ねて
来られました。東京パラリンピック日本代
表選手に選考されるまでのご自身の積み
重ねとコロナ禍での逆境にもめげず、 

「苦しい時こそ成長のチャンス！」 
と６年生に語っていただきました。 
９月４日出場予定です。大会での最高のパ
フォーマンスを祈念します。 


