
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

10 月行事予定 

日 曜日 行事 

1 土 運動会 

2 日 運動会予備日① 

3 月 代休 

4 火 SSW 

5 水 運動会予備日② AET1・2年 

7 金 AET3・4年 校外学習 1・2年 

10 月 体育の日 

11 火 SSW ICT  人権教室 4年 5ｈ 

12 水 
4時間授業 いのこ 1・2年  パラキャン 4年  

太陽の広場(13:00～15:00) 

14 金 
秋みつけ 1年 修学旅行説明会（15：30～）  

AET5・6年 

17 月 全校集会 委員会⑥ 

18 火 SSW 学力保障 陸上大会 6年 教育相談 

19 水 
いのこ 1・2年 4時間授業 道徳研究授業 4-1   

太陽の広場(13:00～15:00) 

20 木 林間学習 5年 

21 金 林間学習 5年 秋みつけ 1年 AET3・4年 

24 月 児童集会（Teamsにて) クラブ⑥ ICT 

25 火 SSW 

26 水 
4時間授業 研究授業 2-2 いのこ 1・2年 

太陽の広場（13：00～15：00） 

28 金 AET5・6年  ジャンボ昼休み 秋みつけ(予備日） 

31 月 補てん⑥ 

日 曜日 11月の主な行事 

1 火 教育相談 SSW 

4 金 音楽会 AET  

7 月 全校集会 委員会⑦ ICT 5年福祉体験 

8 火 SSW 学力保障 連合音楽会 PM4年 1組 

9 水 AET 就学時検診 

11 金 AET 2年福祉体験 

14 月 児童集会 クラブ⑦ 子どもｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 3～6年 

15 火 SSW 町たんけん 2年 

16 水 4時間授業 いのこ 1・2年 町たんけん予備日 

17 木 修学旅行 6年 

18 金 AET 修学旅行 6年 

21 月 補てん⑦ ICT 

22 火 SSW  学力保障 

24 木 個人懇談① 短縮 5時間授業 西山田中 AET 

25 金 AET 個人懇談② 短縮 5時間授業 西山田中 AET 

28 月 全校集会 個人懇談③ 短縮 5時間授業 

29 火 個人懇談④ 短縮 5時間授業 SSW 教育相談 

 

☆4年生 パラリンピックキャラバンについて 

  日時  10月12日（水）8：50～10：20 

  車いすバスケットの選手を招いて障がい者スポーツにつ

いて学び、パラリンピックへの理解を深めます。 

☆５年生 宿泊学習について 

日時  10月20日（木）～21日（金） 

場所  吹田市野外活動センタ-わくわくの郷（北千里） 

水茎焼体験、琵琶湖博物館見学、野外活動、キャンプ

ファイヤーなど集団生活を通してお互いに協力し、団

結を高めます。 

                 心のケア 
今年度は2年ぶりとなる全校児童揃っての運動会を実施し 

ます。児童はクラス・学年の仲間と協力してやり遂げたり、 
各学年の頑張りを応援したりすることで「絆」を深める運動会 
にしてくれるでしょう。 
明日はきっと最高の自分を出してくれることと思います。そんな子どもたち

に声は出せませんが心の声援と拍手をお願いします。そして、ご家庭では
児童の頑張りを精一杯褒めてあげて下さい。 
 さて先日、関西学院大学（JICAP）で認知行動療法を専門とされている佐
藤寛教授の「子どもの抑うつと心のケア」という講演を受講しました。「子ども
の抑うつ」という言葉が非常に印象的でしたので紹介させていただきます。 
 「子どもの抑うつ」は後天性であり、かかりうる病気だそうです。そして、全
国的な数値として、小学生で約１～２％、中学生で約５％の子どもが抑うつ

状態であること、抑うつ症状としては、「好きなことを楽しめない」「何をする
のも面倒」「悲しみ、孤独感」等の主観的症状と「眠れない」「食欲がない、体
重減少」「体が重い」等の身体的症状があり、ネガティブな考えが増え、ポジ
ティブな考えがなくなるのだそうです。その症状が繰り返され、回数が増え
ることで、不登校やひきこもり等の行動的症状につながるのです。 
だれでも、失敗や友達との衝突で落ち込み、悲しくなることはあります。一

般的には時間の経過や環境変化、気分転換等で改善されるのですが、改
善できず繰り返しそういった状況に陥ることで症状がでるのだそうです。ま
た、そういった場合には適切な援助や心のケアが必要となるのです。 
抑うつを抱える子どもたちに周囲の大人ができることとして「①気づく、②

見守る、③話を聴く、④専門家を頼る」があり、大人が抑うつについて知るこ
とで、受動的な見守りから能動的な見守りとなり、本人の気持ちを聴き、受け

止めることができるようになるのだそうです。 
佐藤教授が専門の認知行動療法では考え方（認知）とふるまい方（行動）

に注目し、不適応が続かないようにするセルフコントロールを学ぶことで、抑
うつを抱える子どもたちを改善させているのだそうです。 
人との関わりの中で、誰もが日常的に感じているネガティブな感情です

が、人生の中でそれとどう向き合っていくか、適切な社会的スキルを学ぶこ

とも成長過程で必要なのだと感じさせられました。 
誰もが悩む子育て。それ以上に子どもは悩んでいるかもしれません。助

けを求めている子どもの為に、保護者の皆さまにも知っていただきたく紹介
をさせていただきました。本校HPにもリンクをはっています。少しでも子育て
のヒントとなれば幸いです。 

校長 井澤 清史 
「子どもの不安改善プログラム」URL  →  https://mixcs.jp  

〇音楽会について  11月４日(金) 午前中 

 今年度は1・3・5年、2・4・6年の2部制で音楽会を行

います。詳細は、後日お手紙にてお知らせします。なお、新

型コロナウィルス感染症の感染状況により、実施方法が変更

になることがあります。 

 

 

 

  

 〇運動会について 
 いよいよ明日10月1日(土)は運動会です。この一ヶ月間

子どもたちは練習に励んできました。感染防止対策など制限

のある中ではありますが、安全を第一に実施してまいりま

す。先日配付いたしましたお手紙をご確認いただき、ご協力

いただきますようお願いいたします。 

◇内容(種目)について 

 個人走・リレー・団体演技の3種目を行います。 

 詳細は、学年よりお知らせいたします。 

◇お願い 

・事前に来校証に、氏名・体温・児童名等をご記入の上、受

付で提出してください。(一番下のお子さんの学年で受付し

てください。) 

・名札の着用、手指の消毒、マスクの着用にご協力お願いい

たします。 

 

〇1１月個人懇談について 

 １１月２４日～２９日（14時～17時）の 4日間で個人懇談を予定

しております。10月下旬に個別に希望日時をうかがい、日程を決

めてお知らせいたします。お子様のより良い成長につなげられる

ようお話ができればと思います。 

 

 

吹田市立山田第三小学校   

学校だより１０月号 
令和４年（2022年）9月 30日発行   
TEL 06-6877-5701  FAX 06-6877-5708              

URL: http://www.suita.ed.jp/gak/es/22-yamada3/   

 

１０月１９日(水)は４年１組の道徳研究授業のため、２６日(水)

は２年２組研究授業のため４時間授業になります。４年１組、 

２年２組は１４時ごろの下校になります。 



         

山三小HP                         

 

 

 

 

 

 

２年生 どろんこ遊び！！  まだまだ暑い夏休み明けに思いっきり楽しみました。      夏休み作品展！！長い休みを利用したたくさんの作品がならびました。 

        

                                                   

 

 

 

 

 

 

高学年の着衣泳！！「命を守る水泳」をしっかり学習しました。            ３年生 手洗い指導！！正しい手洗いの仕方について学習しました。 

      

 

 

 

 

 

 

運動会に向けて ～明日の運動会のために、たくさんの練習を積み重ねてきました～ 

 

            

 

８、９月の学校の様子 

ブラックライトで、手の汚れを

確認しました。 

応援団による各クラスへの

伝達練習もありました。 

本番に向けて、並び方やラ

ジオ体操も練習しました。 

１年生のリレーの練習、たく

さん走りました。 

西岡先生による全校ダンス

講習会も行われました。 

本番当日も、子どもたちのがんばりをぜひ

ご覧ください。応援よろしくお願いしま

す！ 


