
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校納入金のお願い 

 教育活動に関する経費のうち、教材費の一部や給食費を 

ゆうちょ銀行の口座振替を利用し納入していただいており

ます。今年度１回目の振替日は４月２３日（金）となりま

す。詳細については後日配布の文書にてご確認下さい。 

 

吹田市立山田第三小学校   

学校だより  4月号 
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４月の予定 

★３月にお知らせした予定と大きく 

変わっております。今後も変わる場合 

があります。 

 

6日（火） 入学式準備（新 6年登校） 

7日（水） 令和３年度入学式（新 1年登校） 

8日（木） 令和３年度始業式(放送) 

9日（金） ２～６年生給食開始・４，５，６年二測定・AET 

12日（月） ２，３年二測定・全学年５時間授業 

13日（火） 1年二測定・SSW・教育相談 

14日（水） 1年生を迎える会(放送)・６年視力検査 

１５日(木) ５年視力検査 

１６日(金) 離任式(放送)・３，６年内科検診・AET 

 19日（月） 補てん授業３～６年６時間授業・1年給食開始 

       ４年内科検診 

２０日(火) ４年視力検査・ SSW 

２１日（水） ３年視力検査 

２２日(木)  ２年視力検査・検尿・３年校区探検 

２３日(金)  検尿・２、５年内科検診・AET 

２６日(月)  1年視力検査・短縮５時間授業・おうち確認① 

２７日(火)  短縮６時間授業・おうち確認②・1年心臓検診・SSW 

２８日（水） 短縮５時間授業・おうち確認③・５年聴力検査 

３０日(金)  短縮６時間授業・おうち確認④・３年聴力検査・AET 

※太陽の広場は、４月中は中止されます。 

 

５月の主な行事予定 

＊予定は変更される場合があります。校外学習ができない場合はお弁

当が必要になる場合があります。 

 

7日(金) 5年校外学習   11日(火)1・6年校外学習 

13日(木)2・3年校外学習  19日(水) 集団下校 

21日(金) 6年プール清掃 

27日(木) 6年全国学力テスト 

5年大阪府新学力テスト 

1・4年参観懇談 

28日(金) 2・6年参観懇談 

31日(月) 3・5年参観懇談 

 

 

 

授業参観・懇談延期のお知らせ 

この度、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、蔓延防止等重

点措置下での学校教育活動につきまして、市教育委員会からの

指示に基づき、予定しておりました授業参観 ・懇談（４/15・１６・

１９）は延期することといたします。下記の通り５月に時間(２０分程

度)、人数(出席番号で前半、後半に分ける)を制限した形での分

散授業参観にて行います。詳細は、後日お知らせいたします。 

 

気持ち新たに、 

一人ひとりの子どもの成長を願い 

新年度をスタートします 
 

 はじめまして。花田校長の後任として、着任いたしました井澤

清史と申します。３月末まで吹田市立片山小学校教頭を務めてまい

りました。 

昨年度までの経験を活かし、本校教育活動の充実に尽力し、何よ

りも「子どもたちが元気で活力にあふれた学校づくり、教職員がや

りがいのある学校づくり」をめざしてまいります。 

保護者・地域の皆様には、様々な教育活動についてホームページ

や学校だよりなどを通じて、積極的に発信し、身近で風通しよく、

親近感を持っていただけるよう、努めてまいります。 

新型コロナウイルス感染症につきましては、第 4波ともいわれる

感染拡大が懸念されております。学校としましては、市教育委員会

指導に基づき、手洗い・うがいの慣行、教室換気、マスク常時着用

などに努め、安全に教育活動を進めてまいりたいと存じます。 

昨年度は臨時休業で６月から分散登校となりました。教職員は児

童のいない学校でずっと子どもたちのことを考え、学校再開後も不

安でいっぱいの児童に「教職員にできることは」と考え教育活動を

続けてまいりました。そのような中、一人一台配備された ipad。令

和 2年度は試行期間として活用してまいりましたが、今年度より市

内全小中学校で本格実施となります。デジタル教育元年、学びの形

が大きく変わろうとしています。昨年度、実施できなかった学校行

事につきましても、ニューノーマルの中で可能な限り保護者のみな

さまにご覧いただけるよう努めてまいります。ご不便やお手数をお

かけすることや急な変更等もあるかと存じますが、ご理解ご協力を

賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

山田第三小学校が子どもたちの心の拠り所となるよう、教

学 年 日 時  参 観 懇 談  

１年 ５月２７日（木） ５時限目（前半 13：40

～後半 14：05～） 

６時限目 

４年 ５月２７日(木) ６時限目（前半 14：30

～後半 14：55～） 

７時限目 

２年 ５月２８日(金) ５時限（前半 13：40～

後半 14：05～） 

６時限目 

６年 ５月２８日（金） ６時限目（前半 14：30

～後半 14：55～） 

７時限目 

３年 ５月３１日(月) ５時限（前半 13：40～

後半 14：05～） 

６時限目 

５年 ５月３１日（金） ６時限目（前半 14：30

～後半 14：55～） 

７時限目 

    

家庭訪問につきましては、中止させていただき、家の確認・通

学路の安全点検を行いたいと思います。日曜参観につきましても

中止とさせていただきます。急な変更となりましたことご了承くださ

い。今後も状況により再度変更がある場合には追ってお知らせい

たします。 

 

 

 

 

    家庭訪問・日曜参観の中止について 

家庭訪問（４/26～30）、日曜参観（５/30）につきまして

は中止とさせていただきます。家庭訪問が予定されていた

期間は、おうちの確認や通学路の点検をいたします。急な

変更となりましたことご了承ください。今後も状況により

再度変更がある場合には追ってご連絡いたします。 



令和３(2021）年度 年間行事予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教職員人事異動 
 

【転出】                     【転入】 

 

校長  花田 郁子  (岸部第一小学校)       校長  井澤 清史  （片山小学校)  

教諭  加納 慎也 （桃山台小学校）       教諭  森下 裕美  （山田第一小学校） 

教諭  髙木 行恵 （山田第二小学校）      講師  野村 祐介  (西山田小学校) 

講師  中田 雅弥 （佐竹台小学校）       講師  島 美妃子  （千里第一小学校） 

                           講師  平山 日菜乃 (東山田小学校) 

【退職】                     講師  三桝 陽史  （豊津第一小学校） 

 首席軽減   渡辺 昌子 

  

令和３年度 学校体制 

        
校  長   井澤 清史      教  頭  川中 倫世      首  席  永島 仁志 

養護教諭   西田 佳織    栄養教諭   池田 裕美     臨時主事  柿本えりか 

校 務 員   小宮 義典          

 

支援学級担任（あらぐさ） 永井 奈央   森下 裕美   島 美妃子   三桝 陽史 

    

学級担任 

 1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生 

1組 石井 しのぶ 高岡 佳弘 足立加奈子 山田 直樹 中川 清美 土井 政史 

2組 寺川 修平 野村 祐介 上間  健 吉野 玲奈 西川 広将 小泉 絢子 

 

担任外   

通級教室担当  山口 映里香         少人数指導  川向 博子（４・５年算数）  

音楽専科    平山 日菜乃（１～６年）      

   理科専科     永島 仁志（５・６年理科）  首席軽減    未定  （４年理科・支援） 

 

非常勤職員   支援学級介助員     岸  浩子     AET（英語 ）     大井 アミ 

読書活動支援者     武内 淳子    スターター       楠瀬 真由美 

ICT情報教育支援員  平山 浩子  事務         青野 眞理子 

教育相談員       安田  結    SSW(スクールソーシャルワーカー)    吉池 恵美  

                  

警備員 （昼間）米田 豊  ・ 山本 保雄   （夜間） 宗平 律夫 ・ 山田 昌俊 

                           

  日・曜日 学年 行事内容 

5月 

27日（木） 

 

1年 

4年 

分散参観 5時間目懇談 6時間目 

分散参観６時間目懇談７時間目 

２８日（金） 

 

2年 

6年 

分散参観 5時間目懇談 6時間目 

分散参観６時間目懇談７時間目 

３１日（火） 

 

3年 

5年 

分散参観 5時間目懇談 6時間目 

分散参観６時間目懇談７時間目 

６・7月 

6月 28日（月）～ 

７月２日（金） 

プール公開                                                                   

＊この期間中の各学年の水泳の時間 

6/29（火） ５・６年 学年懇談会・臨海説明会７時間目 

１日（木） ３・４年 学級懇談会７時間目 

２日（金） １・２年 学級懇談会６時間目 

9月 17日(金) 5年 林間学習説明会 7時間目 

１０月 ２日（土） 全学年 
運動会                                                                  

＊予備日３日（日） 予予備日６日（水） 

 15日(金) 6年 修学旅行説明会 7時間目 

１１月 

5日（金） 全学年 校内音楽会 

２２日（月） 

全学年 個人懇談（短縮 5時間目終了後） 
２４日（水） 

２５日（木） 

２６日（金） 

12月 3日（金） 全学年 オープンスクール（1日学校公開） 

2月 

1５日（火） ２年 授業参観 5時間目・懇談 6時間目 

１５日(火) ４・６年 授業参観 6時間目・懇談 7時間目 

１７日（木） １年 授業参観 6時間目・懇談 7時間目 

１７日(木) ３・５年 授業参観 6時間目・懇談 7時間目 

 


