
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※感染症対策のため、11/1(月)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 11 月行事予定 日 曜 11 月行事予定 

１ 月 

クラブ② 原爆絵画展～5(金 )  

違いを認め合える集団づくり授業～12(金) 

1,3,4,6年ペア学年交流～30(火) 

16 火 

Web 児童集会〔6 年報告集会〕 AET 

２ 火 

Web 児童集会 AET 

17 水 

5 年林間学習〔滋賀県〕 

5 時間授業〔14:10 下校〕  

AET  PTA 美化活動 

３ 水 
文化の日 

18 木 
5 年林間学習〔滋賀県〕 3 年歯科指導 

AET  

４ 木 3 年歯科指導 19 金 AET 

５ 金 J アラート 20 土 学校開放 

６ 土 学校開放 21 日  

７ 日 

 

 

全市一斉合同パトロール 
22 月 

創立記念日 圧縮時間割 1～3 年 

14:10 下校 4～6 年 15:00下校  

2,5 年ペア学年交流～12/17(金) 

個人懇談① 

８ 月 

教育長訪問 

4 年バンドー神戸青少年科学館 

児童委員会② 諸費振替日 

23 火 

勤労感謝の日 

９ 火 

Web 全校朝礼  

教育実習終了〔2 年 1 組 4 年 3 組〕 

AET 教育相談 

24 水 

個人懇談② AET GOGO キッズ 

10 水 

ICT 支援員 PTA 美化活動  

GOGO キッズ開始予定 25 木 

圧縮時間割 1～2 年 14:10 下校  

3～6 年 15:00下校 個人懇談③  

3 年歯科指導 ICT 支援員 

11 木 

圧縮 5 時間授業〔14:10 下校〕 

〔3-1 のみ 15:10 下校〕 3 年歯科指導 

PTA 運営委員会 

26 金 

圧縮時間割 1～2 年 14:10 下校  

3～6 年 15:00下校 個人懇談④ 

12 金  27 土 PTA 美化活動  

13 土  28 日 地域防災訓練 

14 日 
 

29 月 
圧縮時間割 1～3 年 14:10 下校  

4～6 年 15:00下校 個人懇談⑤ 

15 月 

5 時間授業〔14:40 下校〕  

〔5-4 のみ 15:35 下校〕 AET 30 火 

圧縮時間割 1 年 14:10 下校  

2～6 年 15:00下校 個人懇談⑥  

AET 教育相談 

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) 11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 

家庭数 

片山の子にも “実りの秋” 
校長 生駒 靖子 

ようやく木々には紅葉の訪れ、例年運動会

の頃に香り出す金木犀は、今シーズンは随分と

遅く10月28日の退勤時にふと感じた次第で

す。10 月 22日体育参観では多くの保護者の

皆様に来校いただきました。感染症対策として

学年入れ替わり制でしたので、きょうだいがお

られるご家庭ではご不便をおかけしました。来

校時刻等様々にご協力いただき、お蔭さまで全

学年滞りなく開催できましたことを感謝申し

上げます。ありがとうございました。昨年度は

走の運動のみでしたが、今年度は９月から団体

演技を加えて練習に励んできました。 

（以下、ある学級だよりから抜粋です。） 

・自分の中の一番を越せた。この演技で心が一つ

になった気がする。 

・全力でできた。めっちゃ爽快感があった！これ

からこの経験をいかしたい。 

・拍手をいっぱいもらえたのがうれしかった。「達

成感」「特別感」を感じた。 

・これまでの努力はむだじゃないと感じた。心を

一つにできた気がする。 

また、保護者の方からご感想をいただきました

ので、紹介させていただきます。 

・子ども達、みんな頑張っていてすごく感動しま

した。家に帰ってきて色々と話を聞けてよかっ

たです。コロナ禍の中、このような機会を作っ

てくださってありがとうございました。 

さらに、10 月 26,27 日には修学旅行で

広島・宮島方面へ向かいました。新規感染者数

が激減する中、また当日はこの上もない秋日和

に恵まれ、申し分ない１泊２日となりました。

戦争という負の歴史から学び、当たり前に過 

 

ごせる日々の生活があること自体に平和であ

ること、幸せであることへの気づきを持つとい

うねらいがありました。コロナ禍が続き、日常

には一定の制限が余儀ない状態ではあります

が、5か月を切った卒業式まで、毎日を大切に、

大事に過ごしてほしいと願っています。 

（以下、抜粋にて編集しています。） 

・唯一原爆の威力を伝える原爆ドームが一番今の

人に伝えたいことは「戦争という過ちを二度と

繰り返してはならない」という一言だとぼくは

思った。 

・広島の原爆は悲しくなりました。それと同時に

これを伝えなければ、とも思いました。そして、

いつか兵器が消え、“平和の灯”（語り部の方から世界

に戦争がある限り燃え続けている、との説明がありました。）が消

えることを願います。みんなに平和があるこの

日常を大切にしてね、と伝えたいです。 

・〇組のいいところを一つ見つけました。どんな

人ともどんなメンバーでの組み合わせでも仲

良くできるところです。そのおかげでそれぞれ

のいいところも見つけられてとても得した気

分です。 

体育参観の感想、修学旅行の感想、一言一

言、本当に嬉しいことです。保護者の方のご感

想にもあるように、子どもたちの躍動感あふれ

るがんばりをともに喜び合えることができま

した。学校だより 10 月号にも記載しました

が、まさにこうした特別活動、学校行事を通じ

て“自尊感情を高め、心の成長につながってい

く”ことを私たち教職員も実感したところで

す。今年度も残すところあと５か月となりまし

た。11月には 4年生バス遠足、5年生林間学

習を控え、12月には音楽参観を予定していま

す。“片山の子の実り”は秋の深まりとともにまだ

続いていきます。 

ペットボトルロケットを 
計画しています。楽しみに 
していてください。 

10 日から変更 



～12 月の主な行事予定～ 

1（水） 
5 時間授業〔14:10 下校〕 就学時健康診断  
2,5 年ペア学年交流～17(金) AET 

21（火） 
AET 

2（火） PTA 美化活動 22（水） AET ICT 支援員 GOGO キッズ予定 

4 （土） 学校開放 23（木） 給食最終 PTA 美化活動 

6 （月） 
6 年「こころの劇場」動画視聴～10(金) 
クラブ③ 体育館使用禁止～17(金 )  

24（金） 
Web 終業式 4 時間授業〔12:10 下校〕 

7（火） 
Web 児童集会 AET 1/11 

（火） 
Web 始業式 4 時間授業〔12:10 下校〕 
AET 

8（水） 
圧縮 5 時間授業〔14:10 下校〕 
〔1-3 のみ 15:10 下校〕 ICT 支援員 
GOGO キッズ予定 諸費振替日 

1/12 
（水） 

通常授業開始 給食開始 AET  
GOGO キッズ予定 

11（土） 
PTA 美化活動 1/14 

（金） 
PTA 美化活動 

13（月） 
児童委員会③ 
 

1/15 
（土） 

学校開放 
 

14（火） 
Web 児童集会 AET 教育相談員 1/16

（日） 
地域一斉合同防災訓練予定 

15（水） 
AET GOGO キッズ予定 1/17 

（月） 
児童委員会 ICT 支援員 

16（木） 
校内音楽会予定〔1,3,5 年 予定〕 1/18 

（火） 
Web 児童集会 AET 

17（金） 
校内音楽会予定〔2,4,6 年 予定〕 1/19 

（水） 
AET GOGO キッズ予定 

18（土） 
学校開放 1/24 

（月） 
クラブ④ 

※感染症対策のため、11/1(月)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。 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全校児童が平和への願いを綴り、その思いを 

預かった千羽鶴をささげるセレモニーを行い 

ました。平和資料館、碑巡りを踏まえ、夜の 

平和学習ではグループで気づきを述べ合い、 

しおりへの書き込み、全体交流と、学びに向 

かう姿がとても頼もしかったです。宮島では 

秋晴れのもと、仲間と楽しい時間を過ごすこ 

とができました。事後学習では新聞づくりや 

パワーポイントを作成し、各学年に発信します。 

力強いリレー・徒競走。一生懸命練習してきた団体演技。一人一人がキラキラ輝くひとときで

した。子どもたち、保護者の皆様、そして教職員も笑顔があふれるいい 1 日になりました。 

10/22 体 育 参 観 

10/26,27 修学旅行（広島平和記念公園・宮島） 

校内音楽会〔音楽参観〕について 

今年度は新型コロナウイルス感染症対策をとりながら、校内音楽会を開催する予定です。 

時期につきましては、体育参観を 10/22(金)に実施したことに伴い、12/16(木)および

17(金)とさせていただきます。 

詳細につきましては、後日お知らせいたします。 

ご理解・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 

                            

日 時   １２月１６日（木） １,３,５年 予定     

         １７日（金） ２,４,６年 予定 

授業アンケートへのご協力をありがとうございました。  


