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日 曜

学 校 行 事

1 日

元旦

2 月

学校休業日

3 火

学校休業日

保健・給食・ＰＴＡ

4 水

二学期を振り返って

安全についてのお知らせ
防犯カメラが設置されました 三小通学路に５台設置され、11 月 1 日よ
り稼働しています。「広報しまもと」12 月号に設置場所が掲載されてい
ます。お問い合わせは教育委員会教育総務課まで。
しまもとタウンメールの登録をおすすめします 町の不審者情報やイ
ベント情報などが届きます。shimamoto-town@raiden.ktaiwork.jp へ
空メールを送信した後、手続きを進めてください。
※いずれも島本町ホームページに掲載されています。

給食費等引き落とし日

5 木

二学期は、1 年間の中で最も長く、最も中身が多く、子どもたち
が最も数多くの経験を積む 4 か月です。8 月下旬から 12 月下旬ま
での間に、子どもたちの心身はどのように変化していったでしょう
か。時にはわくわくウキウキな出来事、時にはよく耐えて頑張った
こと、時にはつらかったこと、時にはほめられて有頂天になったこ
と、時には友達とけんかしたこと、時にはやる気が起きなかったこ
と、時には望みがかなって満足したこと、時には何もかも忘れて
没頭したことなど、様々な場面がモザイクのようにすきまなく埋め ２年生 算数授業の話し合い活動
られているのではないでしょうか。
終業式はそれらの経験や成果がどうだったかを振り返る日ですが、その振り返り方が大事だと思いま
す。
「今、ここ」での見方と、
「ずっと先のあっち」からの見方では、おのずからとらえ方が違ってくると
思います。直近の目の前のことはマイナスな出来事であったと思っていても、後に振り返ってみればそれ
が肥やしになっているということは、大人であれば少なからず経験しているのではないかと思います。逆
もまたあります。
生きていくうえでの知恵の一つとして、人生の先輩の保護者のみなさんが実感をもって、
厳しすぎず、甘すぎず、子どもたちに伝えていただくことが大切なのではないかと思います。
学校は社会の縮図です。でも社会そのものではありません。多く
の人がお互いの存在を感じながら生活していくシミュレーションの
場です。すべての出来事や感じ方が一人ひとりの人間を形作り、社
会を作っていくのです。より柔軟で、個が自立・自律した社会を。
子どもたちと同じように、教職員も冬休みには今までの振り返りを
行います。指導でスムーズに進んだことや、うまくいかなかったこと
などを共有します。ヒヤリ・ハットは結構あるのです。より改善がで
きるように議論を進めていきたいと思います。
４年生 尺代マス釣り体験
校長 加藤 武
ALT 交代のお知らせ
４月より英語を担当してい
た ALT(アシスタント・ランゲ
ージ・ティーチャー)のジェイ
ソン先生がおやめになり、12
月からアレックス先生が担当
することになりました。

児童下校時刻（変更分）

1 月１０日（火）3 学期始業式
通常通り登校
（３限まで 11:30 頃下校）

6 金
7 土
8 日
9 月

成人の日

10 火

３学期始業式（児童下校11:30) SSW

登校安全指導

11 水

給食開始 モリモリクラブ

1年発育測定

12 木

学びサポート

3年発育測定

13 金

集会（委員会報告） ５年非行防止教室３限 避難訓練（地震）12~

2年発育測定

16 月

読書週間（～２７日） 避難訓練（予）

5年発育測定

17 火

ＳＳＷ おはなし会（20分休み）

4年2組発育測定

18 水

クラブ活動

6年・4年1組発育測定
ＰＴＡ運営委員会

19 木

学びサポート

いきふれ講座

児童11:30頃下校

学級給食委

14 土
15 日

20 金

1,2,3年14:10頃下校
4,5,6年15:15頃下校

補導委

21 土
22 日
23 月

委員会活動

24 火

ＳＣ ＳＳＷ

25 水

モリモリクラブ

26 木

学びサポート

27 金

3年校区たんけん（西国街道）2～4限（予備日）

3年校区たんけん（西国街道）2～4限
献立会

28 土
29 日
30 月
31 火

ＳＳＷ

２月行事予定…１日（水）校内研究授業のため時程変更14時下校（5－2のみ15:10頃下校） モリモリクラブ ２日（木）つなぎング② 学
びｻﾎﾟｰﾄ ３日（金）給食費等引き落とし日 遊び集会 入学説明会 ４日（土）放課後子ども教室「もちつき大会」 ６日（月）委員会活
動 ７日（火）ＳＳＷ ９日（木）学びサポート １１日（土）建国記念の日 １４日（火）ＳＳＷ 参観・懇談２．６年 １５日（水）モ
リモリクラブ １６日（木）参観・懇談１．４年 学びｻﾎﾟｰﾄ １７日（金）参観・懇談３．５年 ２１日（火）ＳＣ ＳＳＷ マラソン大
会（2限中・3限低・4限高） ２２日（水）クラブ活動（最終） ３年クラブ見学 マラソン大会（予） ２３日（木）3年歴史資料館見学２
~４限 学びｻﾎﾟｰﾄ 献立会 ２４日（金）学校協議会 ２７日（月）委員会活動（最終）３月分 ２８日（火）ＳＳＷ 小学校体験入学

ＳＣ・・・スクールカウンセラー来校日

ＳＳＷ・・・スクールソーシャルワーカー来校日

５年

♪ハンドベル コンサート♪♪

新米交流給食会

11 月３０日（水）に５年生が、田植えや稲刈りでお世話になった

12 月 15 日（木）に

３年生・４年生
ボランティア年賀状づくり

４年 歯のおはなし
12 月 13 日（火）善歯科の善

第三地区福祉委員会の依頼により、児童

「アンサンブル・ママン」

桜井実行組合、住民委員会の

先生に「歯のしくみ」や「むし

が町内に住む年長者に向けて一枚一枚心

の皆さんによるハンドベル

方々をお招きし、5 年生が歌

歯」につ

を込めてて

コンサートが 20 分休みに

やリコーダー、ダンスを披露

いてお話を

いねいに年

ありました。約 110 人の

しました。その後各クラスで

していただ

賀状を作成

児童が集まり、ハンドベルが奏でる素敵な時間を満喫しました。

一緒に給食をいただきました。

きました。

しました。

６年

非行防止教室

12 月 5 日（月）高槻警察署のスクールサポータ

2 学期のおはなし会

おはなしの森

11 月には全クラスへ朝のミニおはなし会と 20 分休みのおはな

ーの方に「こんなことが

し会を、12 月７日（水）
・９日（金）には、学年毎に１時間ずつの

犯罪につながってしまう」

おはなし会を実施していただいました。
「アリババと４０人のとうぞ

などのお話をしていただ

く」の影絵、
「いもころがし」
「あかんぼばあさん」
「かっぱばし」他

きました。

の絵本を公演していただきました。

人権集会

各クラスの人権標語を発表！

12 月９日（金）、人権集会で各クラスで考えた人権標語を発表しました。紙に書いた標語が
実現でできるよう、三小の児童一人ひとりが、各クラス学年学校全体で意識して行動していき
ましょう。

子どもたちは今回もおはなしの世

◆冬休みの過ごし方◆

界へと引き込まれていきました。

６年

報告集会

・冬休み中、安全に気をつけて過ごすために、規則正しい生活習慣の維持、金銭トラブ
12 月 16 日（金）に６年生が修学旅行の報告を

ルの未然防止、交通事故の防止など、各ご家庭で話し合ってみてください。

行いました。自分

参考までに

たちが学んできた

◆大阪府青少年健全育成条例◆に夜間に子どもを外出させない努力義務として、

平和の大切さを全

●子どもだけで

午後 7 時以降

夜間営業施設にいかない

校に伝えました。

●子どもを

午後 8 時以降

外出させない

●保護者同伴でも

午後１０時以降

民族音楽の出前授業
1２月１４日（水）2 限～

支援教育講演会
１２月９日（金）に 4,5,6 年生が盲導犬協会の

夜間営業施設に連れて行かない

などがあります。

◆1 月１０日（火）３学期始業式（３限まで 11:30 頃下校）

5 限５，６年生を対象に、

方から、盲導犬の役割や視覚障がいについてのお

・持ち物は、各学年の学年だよりを確認してください。

地球音楽庵の大原啓司先生

話を聞きました。

・１０日（火）は、始業式をあわせて 3 時間授業で、11:30 に授業が終了し、その後、終わり

から世界の楽器の紹介をし

の会の後下校します。

ていただき、その楽器に

・11 日（水）より給食が始まり、平常通りの時間割になります。

触れることができました。

・急な転出等があれば、すぐに学校にお知らせください。

