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１学期の終わりに
校長 生駒

今季は記録的に早い梅雨明けでしたが、今
になり、”戻り梅雨”とも言われるような、す
っきりしないお天気が続いています。しかしな
がら天気予報で最高気温が 30℃過ぎる程度と
確認する都度、熱中症リスクを思い、安堵する
学期末でした。また、ここに来て感染症感染拡
大の波が押し寄せてきました。本校でも学級閉
鎖措置があり、気の抜けない状況が再来してい
ます。Web 終業式では児童に、検温・手洗い等
感染症予防策の継続、熱中症予防、水での事故
予防について呼びかけました。夏休みに入り、
行動範囲も拡がることでしょう。ご家庭でもお
子様へのお話をよろしくお願いします。

さて、６年生は 7/22、23 にいよいよ臨
海学習に出かけます。３年ぶりとなる一大行事
です。安全を最優先に、120 名ほどの児童に
40 名近くの教員が引率します。かつては２泊
３日、1km 近くを遠泳する時代もありました。
15 年ほど前に全市的に１泊２日になり、
20 分
間ほどの時間泳が主流となりましたが、本市
36 小学校中、数校以外は臨海学習を継承して
います。プールでの練習で、500m を楽に泳げ
る泳力をつけて臨海学習本番に臨んできまし
た。コロナ禍により、このような形態に戻るに
は現在の１年生が６年生になるころかもしれ
ません。途切れめのない５年間の積み上げが必
要で、毎夏の水泳指導の積み上げがあってこそ
の成せる技です。今回は２年間のブランクがあ
り、泳力も 4 年生レベルとの見取りをしていま
すので、遠泳は行いません。海での水浴び、水
慣れを班ごとに行い、最後に“泳ぎ慣れ”とし
て、担当教員が沖から見守る中、一人ずつ 15m
ほど沖に向かい、U ターンして浜に戻ります。
退水は、事故防止として、波打ち際ぎりぎりま
でワニ歩きをします。

靖子

子どもも教員も一つ一つが真剣勝負です。子
どもたちは臨海学習の２日間は担任のみな
らず、担任以外の教員ともこうした目標をク
リアするため、緊張感を持って心も通わせな
がら向き合っていきます。７月 13 日には水
泳班・生活班担当教員との顔合わせがあり、
自己紹介からスタートしました。そののち、
出発前まで担当教員との練習もありました。
当日はわくわくより、どきどきの方が勝って
いるかも知れませんが、目標をともに達成で
きた瞬間の笑顔を宝物に、この一大行事の成
功を祈りたいと思います。教育的意義の大き
さはともに参加し、創り上げていく子どもた
ちと教員の心意気にかかっています。素晴ら
しい行事となることを期待していたいです。
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みなが楽しみにしている夏休みが始まり
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ます。今夏はタブレット端末を全児童が持ち
帰ります。中央図書館の電子図書を各自が読
めるようになりました。一度はアクセスして
チャレンジしてみて下さい。また新たな学び
のドアが開きました。夏休みの作品もありま
す。課外クラブも日頃より集中して取り組め
ることでしょう。35 日間の夏休み、自分の
興味あることや新たなことにも挑戦し、ぜひ
いい体験や学びができますことを願ってい
ます。２学期始業式には全員が元気な顔で登
校してくれることを楽しみにしています。保
護者の皆様には先日の授業アンケートもあ
りがとうございました。１学期間、本校教育
活動へのご理解、ご協
力を賜り、本日を迎え

5

月

児童委員会

20

火

Web 児童集会

6

火

１年全巡回

21

水

7

水

AET ICT

8

木

9

ることができました。
お礼申し上げます。

ICT

PTA 美化活動

AET

４時間授業（13:15 頃下校）
AET

６年修学旅行保護者説明会(書面開催予定)
GOGO キッズ

GOGO キッズ

22

木

PTA 運営委員会(13:00)
諸費振替日

23

金

金

５年くれよん読みつたえ

24

土

10

土

PTA 美化活動

25

日

11

日

26

月

12

月

クラブ

27

火

AET ICT

13

火

AET

28

水

AET GOGO キッズ

14

水

AET

29

木

教育相談

15

木

教育相談

30

金
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★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。

5，6 年生対象

iPad の持ち帰りについて

すくすくウオッチ・全国学力・学習状況調査の返却について

★この夏休みは、学校で使用している iPad を、ご家庭に持ち帰ります。そこで、ご家庭でやっ
夏季休業中に結果についての報道がある模様ですが、児童の個人票は２学期に当初に返却する
予定です。
また、全国学力・学習状況調査につきましては、本市の分析結果を受け、本校の分析結果は
２学期中ほどに学校ホームページにて公開します。

感染症による学級閉鎖の連絡について
本市教育委員会との協議により、学級閉鎖措置が確定した段階で、
１ 保護者あてにツイタもんにてメール配信にて下校時刻をお知らせします。
２ メールでは帰宅の不都合ある場合については、学校への至急の電話連絡をお願いします。
３ 児童にも帰宅しても鍵がない、保護者がいないなど自宅には入れない場合を確認します。
４ 上記２，３の場合は速やかなお迎えを電話連絡にて依頼し、教室で担任が預かります
５ 当該学級の下校については、３方面に教員が引率し、自宅近くまで送ります。
＊ツイタもんのメール配信時、開封機能を用い、開封なき場合は電話連絡します。
＊帰宅してももし自宅に入れないことがあった場合は、学校に戻ってくるように児童に
伝えます。
＊ありんこ学級利用の方については、ありんこ学級から連絡する場合もあります。
学級の急な状況により当日の急な配信となりますが、学校からのメール・電話による着信が
あります場合は、可能な限り速やかに対処いただけますと幸いです。ご理解・ご協力のほど、
よろしくお願い申し上げます。
夏休み中も感染拡大防止に努めるとともに、児童・ご家族の感染が判明した場合は学校まで
（０６－６３８７－８５３１）ご連絡いただきますよう、よろしくお願いします。

てほしいことがあります。
① OS のアップデート
② すいた電子図書館の利用
① については、本日（７月２０日）の手紙で配布した「SUN ネット端末の OS のアップデー
トのお願い」のプリントをご覧ください。作業手順は、バーコードを取り込んでいただくか
記載の URL で入っていただき、動画等でご確認ください。
② については、昨日（７月１９日）の手紙で配布した「１人１台端末（タブレット・パソコン）
で「すいた電子図書館」が使えるようになります！」のプリントをご覧ください。タブレッ
トを使って、本が読めるようになります。利用方法等がプリントに書かれているので、ぜひ
ご利用ください。
※その他、iPad を使った宿題が出ている学年もあります。iPad を有効に使って、有意義な夏休
みにしてください。ただし、使い方（使用時間や学習以外で使うこと等）には注意していた
だきますよう、お声かけをお願いします。

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、直接吹田警察署へご連絡ください。
（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。学校への連絡は、その後で結構です。 ＊ご家庭で必ずご確認ください。
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河川水難事故防止について（大阪府教育庁通知より）

交通ルールを守って安全に過ごしましょう
今春から本校児童に係る交通事故が５件もありました。
特に低学年に集中していました。
・下校時、軽自動車との接触
・下校時、飛び出しによる自転車事故
・休日、自転車との衝突
・休日、自動車との接触
・帰宅後、遊びからの帰路、自動車との接触
５月９日には吹田警察、市交通総務室から啓発授業を行って
いただいています。安全面を最優先に、１年生には道路の歩
き方、３年生には自転車の乗り方についてです。
ご家庭でも道路の歩き方（道一杯広がらない、ふざけない、
飛び出さない等）について改めてお話いただきますようお願いします。

（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。

★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〕

