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◆退職 八代　節子 西山　玲子

◇転出 鷲尾　千恵 植田　京子 林　幸穂 横山　裕美

(吹二小へ） (北山田小へ） (桃山小へ） (青山小へ）

矢吹　麻衣 松田　光彦 内田　啓太 関口　諒 【介助員】伊東　町子

(千たけ小へ） (片山小へ） （岸二小へ） （山五小へ） （山二小へ）

吹田市立佐井寺小学校 

〒565-0836 吹田市佐井寺3-3-1 TEL 06-6330-1601 FAX 06-6330-1643 

http://www2.suita.ed.jp/school/es/11-saidera/ 

≪教育目標≫ 
心豊かな人間性を養い、 
自ら考え行動する子どもの育成 

≪めざす子ども像≫ 
①心身ともに健やかな子 
②深く考え行動する子 
③最後までやり抜く子 
④思いやりを持ち助け合う子 

御理解をお願いします。  
安全面と自己管理力を身につけるという観点から、本年度も 
以下のように指導しますので、ご理解ご協力をお願いします。  
忘れ物をした時の対応について 
①忘れ物をした時、登校途中や登校後に家に取りに帰らない。 

②帰宅後学校への忘れ物を取りに来る場合は、保護者と一緒に取りに来る。 

（遅い時刻に子どもだけで学校まで忘れ物を取りに来ない。）  
登下校について 
①必ず決められた通学路を通る。 

②８時から８時１５分の間に学校に着くように登校する。（課外クラブの朝練習の場合は除く） 

③下校時刻（16時30分）を守り、なるべく複数で下校する。

ぽかぽかと暖かい春の陽光がふりそそぎ、桜の花が満開のなか、可愛らしい新１年生

１００名を迎えて、４月７日に第３９回入学式を執り行うことができました。今年度

は、１年生１００名と転入生１９名を迎え、全校６１５名でスタートします。 

初めまして。令和３年４月より校長に着任しました、勝田宣孝（かつだのぶたか）と申

します。前任の津田校長に引き続きよろしくお願い致します。 

昨年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、様々な行事や活動が制約され

我慢の１年でした。２月末日に緊急事態宣言は解除されたものの大阪府の感染者数は

増加の一途をたどり、４月１日に大阪府で「まん延防止等重点措置」を適用することが

決定されました。期間は、５月５日までとされており、それに伴い４月、５月の学校行

事の予定や内容も変更せざるを得なくなりました。お詫びとともにご理解、ご協力のほ

どよろしくお願い致します。 

さて、入学式では、新１年生に向けて、私から３つの話をしました。この３つの事柄

は、１年生のみならず全校児童にも心がけて欲しいことです。 

一つ目は「元気の良いあいさつ」です。挨拶をすると、気持ちが明るくなります。元

気な声で「おはようございます」で始まり、「さようなら」で終わると楽しい毎日を過

ごすことができます。 

二つ目は「みんなと仲良くする」ということです。みんながいるからこそ学校は楽し

くなります。誰にでも、笑顔でやさしく接しましょう。 

三つ目は、「お友達や先生の話をしっかり聞くこと」です。勉強もまず聞くことから

始まります。みんながそう心がけると自分の話を相手が聞いてくれますから、お互いに

いい気持ちでいられるのです。あいさつすることで、仲良しにもなれますね。 

この三つのことを頑張ると、友達も増え、笑顔あふれる毎日となります。 

新しい学年・学級の友達との出会いを大切にし、新しい仲間としっかり学びあい、素敵

な佐井寺っ子に成長することを期待しています。 

最後になりましたが、「チーム佐井寺小学校」を合言葉に、一人ひとりの子どもにと

って、この一年間が楽しく素晴らしい時間・空間となるよう教職員一同力をあわせて取

り組んでまいります。本年度も本校教育推進にご理解・ご協力をお願いいたします。 

 

                             校長  

令和３年度 

4月号 

日 曜 行　 　 　 　 　事

4/8 木 始業式

9 金 給食開始（２～6年）　　　発育測定6年

12 月 発育測定5年

13 火 発育測定４年

14 水
発育測定3年
２～6年さいでらタイム（5時間授業）　　１４：２５頃下校

15 木 発育測定2年　　1年生を迎える会

16 金 発育測定1年　　　離任式

19 月 1年生給食開始

20 火 尿一次検査　　　4年内科検診

21 水 尿一次検査　　　4時間授業　　１３：２５頃下校

22 木 5年内科検診　　　4年視力二次検査

23 金 懇談（５・６年）　　　２・３年視力二次検査

26 月 懇談（３・４年）　　　1年視力二次検査

27 火
懇談（１・２年）　　　5年視力二次検査
3年内科検診

28 水
6年視力二次検査　　　児童委員会
１～4年　 １３：２５頃下校
５・６年　　１４：４０頃下校

30 金 1年心臓一次検診

5/6 木 全校集会（放送）　２・３年聴力検査

7 金 ５年聴力検査　　火災非難訓練

10 月 １年内科検診

11 火 １年聴力検査

12 水
クラブ   １・２・３年　１３：２５頃下校
４・５・６年　１４：５５頃下校　   火災非難訓練予備日

13 木 ２年内科検診　　　放課後学習

14 金 ６年内科検診

17 月

18 火

19 水 １年・抽出眼科検診　　４時間授業　１３：２５頃下校

20 木 ６年・３－１・３－２歯科検診　　放課後学習

21 金

24 月

25 火 １年・抽出耳鼻科検診抽出

26 水
クラブ   １・２・３年　１３：２５頃下校
　　　　　４・５・６年　１４：５５頃下校

27 木
４年・２－３歯科検診　　　全国学力テスト（６年）
小学生すくすくテスト（５・６年）

28 金

31 月

♡学校教育相談♡  
子どもの発達や心の課題などについて、心理・発達の専門家の教育相談員  が学校に来て
います。 
ご希望の方は、学校(窓口 教頭)または、直接教育センター（6384-4488）まで、電話で予
約してください。 (相談時間:9 時30分～15時20分) ※教育相談ルームは４階です。 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwje74yumY7aAhUBVrwKHSOKChsQjRx6BAgAEAU&url=https://ameblo.jp/coaching001/entry-12205690433.html&psig=AOvVaw23MzpIqPgRzxQC3WVtiXbv&ust=1522298315250285
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5zbqlkY7aAhWCWbwKHVXpAqMQjRx6BAgAEAU&url=https://matome.naver.jp/odai/2139555402702371801/2139556092907513503&psig=AOvVaw3uEdjru7sxlHB6-gYrVby1&ust=1522296168621801
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5zbqlkY7aAhWCWbwKHVXpAqMQjRx6BAgAEAU&url=https://matome.naver.jp/odai/2139555402702371801/2139556092907513503&psig=AOvVaw3uEdjru7sxlHB6-gYrVby1&ust=1522296168621801
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwifi-vrmY7aAhVI57wKHd9sAH0QjRx6BAgAEAU&url=http://www.jmacct.med.or.jp/information/downloads/doc_school.html&psig=AOvVaw0ccseCOQm_JT1BDiI1v0nI&ust=1522298455179649
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwifw9X_kY7aAhUDfbwKHZAqDScQjRx6BAgAEAU&url=http://www.wanpug.com/illust248.html&psig=AOvVaw1xyi4CGyZ2EDBFCT7L4GRX&ust=1522296348025933
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwifw9X_kY7aAhUDfbwKHZAqDScQjRx6BAgAEAU&url=http://www.wanpug.com/illust248.html&psig=AOvVaw1xyi4CGyZ2EDBFCT7L4GRX&ust=1522296348025933


 

 

 

 

                        

春の遠足は、新型コロナウイルス感

染症拡大防止のため、中止とします。 

また、その他の行事につきまして

も、新型コロナウイルス感染症の状況

により、変更になる場合があります。 

何卒、ご了承くださいますよう、お願

いいたします。 

１１月 

２４日(水) クラブ 

３０日(火) 校内音楽会 

２月 

９日(木) クラブ（最終） 

１５日(火)・１７日(木)  

１８日(金)   参観・懇 

 

地域の方々・保護者の皆さんへ 

本校は、教育推進のために様々な方々に関わっていただいています。是非、今年度も多くの方々に関わっていただけたら

と願っています。 

 

◆グリーンボランティア・・いつもきれいに咲いている佐井の花畑（運動場横の歩道）のお世話 

（水やり・植え替えなどの支援） 

お花が好きな方、お世話を手伝っていただけませんか？ 

 

◆クラブ支援・・・・・・本校のクラブは地域の皆さんに支援していただき、様々な体験学習をしています。 

  

ご関心のある方は、是非、本校教頭までお問い合わせください。また、詳細は改めてお知らせします。 

是非、お力を 

貸してください。 

佐井の花畑 

 

 

 

【今年度の学校経営の基本理念】  笑み（笑三）のあふれる学校 

   

  

○学ぶ楽しさから生まれる『笑顔』   

○友だちと仲良くふれあうことから生まれる『笑顔』 

○身体を動かす楽しさから生まれる『笑顔』 

 

4月 

７日(水) 入学式 

８日(木) 始業式 

１５日(木) １年生を迎える会 

１６日(金) 離任式  

２３日(金)  ５・６年 学級懇談 

２６日(月)  ３・４年 学級懇談 

２７日(火)  １・２年 学級懇談 

 

この三つの『笑顔』があふれる佐井寺小学校

になるよう職員一同一丸となって取り組ん

でまいります。 

 

１２月 

８日(水) クラブ 

１３日(月)～１６日(木) 

個人懇談 

２４日(金) 終業式 

２５日(土)～ 冬休み 

１０月 

６日(水) クラブ 

１２日(火) ・１４日(木)  

１５日(金)  参観・懇談 

中旬  6年陸上大会 

２５日(月)・２６日(火) 

６年修学旅行 

 ※ 5年稲刈り 

 

１月 

１１日(火) 始業式 

１９日(水) クラブ 

※ 耐寒駆け足 

下旬 マラソン大会 

下旬  給食週間 

 

     

５月 

１２日(水) クラブ（第1回） 

２６日(水) クラブ 

２７日(木) 全国学力テスト・ 

すくすくテスト（５・６年） 

３月 

上旬 PTA総会 

上旬 6年生を送る会 

１８日(金) 卒業式  

２４日(木) 修了式 

２５日(金)～春休み 

 

６月  ≪食育月間≫ 

５日(土) 運動会 

２３日(水) クラブ 

※ プール開き 

※ 5年 田植え 

７月 

５日(月)・６日(火) ・８日

(木)９日(金)  個人懇談 

１５日(木)・１６日(金) 

海洋体験学習(6年) 

２０日(火) 終業式 

２１日(水)～夏休み 

 

８・９月 

8/2５日(水) 始業式 

夏休み作品展 

9月上旬 6年水上大会 

◆２年生と４年生の教室の場所が入れかわっています。

す。す。 

 


