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今年の漢字｢災｣が表すように、大阪府北部地震、西日本豪雨、台風 21 号･24 号、北海道胆振東部
地震、そして猛暑と様々な自然災害の起こった平成 30 年も、幕を閉じようとしています。
「しんけんに取り組み、最後まであきらめない 運動会」をテーマに、全員で頑張った運動
会。平和の尊さを学び秋吉台の自然を満喫した６年生の修学旅行。そして児童会祭り、校外学
習、PTA 氷室祭など多くのことを体験し多くのことを学んだ２学期でした。明日から冬休みに
入り、新しい年｢平成 31(2019)年｣、そして新しい時代を迎えます。冬休みは短い割に生活リズ
ムが乱れがちになります。子どもたちが年末年始を楽しく安全に過ごし、そして元気に３学期
の始業式を迎えられるよう、ご家庭での気配りをお願いします。よいお年をお迎えください。
来年も、どうぞよろしくお願いいたします。

個人懇談会、ありがとうございました
12 月６日(木)～12 月 10 日(月)、ご多用にも関わりませず２学期の個人
懇談会にご出席いただき、ありがとうございました。子どもたちは各教科
の学習や特別活動等の経験を通して大きく成長しました。その頑張った様子や成長、課題等に
ついて担任と話をしていただけたと思います。お家では、ぜひその頑張りをしっかりほめてあ
げてください。子どもたちの健全な成長を図っていけるよう、３学期も学校と家庭とが連携し
ていきたいと思っています。保護者の皆さまのご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

徳風ホームの方々との交流会
12 月 12 日(水)、３年生の子どもたちが徳風ホームの方々と交流会を行いました。障がいの
ある方と地域で共に生きる社会について学ぶことを目的に、毎年行っています。徳風ホームか
ら７名の方に来ていただき、クリスマスツリー用の飾りをつくりました。１学期に交流を行っ
ていることもあり、子どもたちはホームの方々とも自然に接し、松ぼっくりにビーズを付けて
思い思いの飾りをつくっていました。
金子 みすゞさん の詩に｢私と小鳥と鈴と｣という詩があります。この詩は、鈴と小鳥と私が
それぞれの特色の中に生きているすばらしさをうたったものです。一人ひとりには個性があり、
その個性がすばらしいのだ、という思いが込められていると思います。子どもたちも、この交
流会をきっかけに、人は違っていてあたりまえなんだ、と考えられる人になってほしいと思っ
ています。
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２学期もがんばりました!!
今年の生活目標｢気持ちのいいあいさつをしよう｣にむけてがんばった人がたくさんいま
した。１学期は 26 人でしたが、２学期は 38 人もの人があいさつカードをもらうことができ
ました。２学期、目標に向かって気持ちのいいあいさつできた人を紹介したいと思います。
【朝の挨拶をがんばった児童(カードをもらった人)】(丸付き数字はもらったカードの枚数)
★１年１組 ①Ａ.Ｓ・②Ｈ.Ｆ・②Ｔ.Ｍ・⑥Ｓ.Ｙ
★１年２組 ④Ｈ.Ｉ・①Ｙ.Ｏ・⑧Ａ.Ｋ・⑥Ａ.Ｔ・①Ｇ.Ｎ
③Ｈ.Ｎ・・⑧Ｅ.Ｎ・①Ｍ.Ｎ・⑤Ｍ.Ｍ・①Ｓ.Ｙ
★２年１組 ②Ｓ.Ｔ・①Ｙ.Ｍ・①Ｒ.Ｙ
★２年２組 ⑥Ｍ.Ｏ・②Ｓ.Ｎ・④Ｒ．Ｔ・①Ｈ.Ｔ・①Ｒ.Ｔ・⑤Ｓ.Ｈ・③Ｋ.Ｙ
★３年１組 ⑥Ｋ.Ｉ・⑤Ｅ.Ｓ・①Ｙ.Ｈ・⑥Ｍ.Ｙ
★３年２組 ⑤Ｋ.Ｍ・①Ｓ.Ｙ
★４年１組 ③Ｓ.Ｉ
★４年２組 ③Ｔ.Ｏ・①Ｔ.Ｔ・②Ａ.Ｈ・①Ｈ.Ｙ
★５年１組 ②Ｙ.Ｓ・⑩Ｓ.Ｙ
★５年２組 ⑤Ｗ.Ｕ
１学期、２学期合わせてもらったカードの数が 10 枚を超えた人(下線の人)が７人もいま
す。すばらしいですね。カードをもらっていない人でも、気持ちのいいあいさつをしている
人がたくさんいることを先生は知っています。みんなが、あたりま
えにあいさつができる氷室小学校になればすばらしいですね。
次に、集団登校できちんと並べていた班を紹介します。
【きちんとならんで集団登校できた班(カードをもらった班)】
(丸付き数字はもらったカードの枚数)
尊延寺６Ｆ：②5-2 Ａ.Ｈ
ｸ ﾞ ﾘｰ ﾝﾀ ｳﾝ ４：③6-1 Ｙ.Ｙ
三陽台１Ａ：①5-2 Ｈ.Ｈ
宗 谷 ４ Ｂ ：①5-1 Ｙ.Ｓ
【｢読書ノート｣前期目標達成者】
最後に、今年も取り組んでいる読書ノートで、前期目標１～４年生は 100 冊、５･６年生は
50 冊以上を達成した人 11 人を紹介します。(下線付き：150 冊を達成した人)
★１年１組 Ｎ.Ｎ・Ｅ.Ｙ
★１年２組 Ｋ.Ｔ
★２年１組 Ｋ.Ｈ
★２年２組 Ｙ.Ｍ
★３年１組 Ｔ.Ｈ
★３年２組 Ｋ.Ｍ
★５年１組 Ｊ.Ｋ・Ｙ.Ｎ・Ｙ.Ｈ
★６年１組 Ｍ.Ｔ
本を読むと、今まで知らなかったことがたくさんわかります。本を読むと、今まで知らな
かった言い方や表現方法がわかります。本を読むと、文章を書く力が身につきます。本を読
むと、偉い人の考え方や生き方に触れることができます。本を読むと、コミュニケーション
力がアップします。
明日からは冬休みが始まります。せっかくのお休みです。少しでも本を読んで、本のおも
しろさを知り、本が好きになってほしいと思います。
裏に続く

安心して暮らすために欠かせないもの それは｢税金｣です!!
12 月 17 日(月)、枚方税務署の方に来ていただき、６年生で租税教
室を行いました。税金と聞けば、｢高い｣｢ぎょうさん取りすぎ｣｢もっと
安くならないのか｣等のイメージを持っているように思います。しか
し、税金のことを知れば、少しは改善されるのではないでしょうか。
税金には、消費税や所得税、相続税、ガソリン税、酒税等 51 種類もあ
ります。その税金がなくなったとすれば、私たちの生活はどのように
なるのでしょうか。ＤＶＤで税金のない世界の様子を見て考えました。
火事を消すのにお金がかかる。交番で道を尋ねるだけでもお金がかかる。公園が荒れ放題に
なる。ゴミ収集にお金がかかるので放置されたままになる。道路や橋が傷んだまま放置される。
等、普段の生活に大きな支障をきたすことがたくさん起こります。また、１年間に小学生１人
当たりいくらぐらい税金が使われているのでしょうか。なんと、約 89 万円も使われているので
す。ですから、高校を卒業するまでに一人当たり約 1 千万円も必要になるそうです。
普段は負のイメージのある税金ですが、私たちの生活や住みよい町づくり、国づくりに税金
はなくてはならないものです。特に来年の 10 月からは消費税が 10％に上がります。子どもた
ちだけでなく、私たち大人も税金について考える必要があると考えさせられた１時間でした。

自主学習の取り組みを進めましょう
12 月 20 日(木)に、本市作成の「自主学習ノートのすすめ」を
配付しました。｢全国学力･学習状況調査｣の調査結果等から、自ら
計画を立てて学習するといった自学自習力に課題があることは
これまでもお知らせしているところですが、今回、児童用の学校
教育自己診断で「学校の授業時間以外に，普段(月曜日から金曜
日)、１日当たりどれくらいの時間，勉強をしますか(学習塾で勉
強している時間や家庭教師に教わっている時間も含む)」という
アンケート調査を行いました。その結果が右のグラフです。全校
児童の内、１日当たりの勉強時間が 30 分以下の児童が 29.7％、
全くしない児童が 10.8％という結果です。学校でも、｢学年×10 分｣の家
庭学習の定着を目標に、毎学期｢家庭学習集中週間｣を実施していますが、
まだまだ十分ではありません。今後も
家庭学習の定着に向けて取り組みを
進めていまいりますので、ご家庭でも
今回配付しました「自主学習ノートの
すすめ」をご活用いただき、家庭学習
の定着へご協力いただきますようよ
ろしくお願いいたします。

１月の行事予定
17 日(木) [朝読]お話Ｑ
二測定 2 年
6
年出前授業
5･6h
4 日(金) 諸費振替日①
書写展(～1/19)
7 日(月) 第 3 学期始業式(11:30 頃下校)
[放:1･4 年]
図書返却(～1/11)
安全点検
18 日(金) 二測定 1 年
8 日(火) 給食なし(4h 授業)
心の教室
地区児童会･集団下校(12:00 頃)
[放:2･5･6 年]
19 日(土) 土曜授業
朝学習集中週間(～1/18)
【児童会ｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ 1･2h】
9 日(水) 給食開始
★6h 委員会活動
(雨天時：通常授業 3h)
10 日(木) 二測定 6 年
★3 年 6h 授業
20 日(日) PTA 役員選出
6 年出前授業 5･6h
[放:1･4 年]
21 日(月) クラブ活動
[放:3 年]
11 日(金) 諸費振替日②
二測定 5 年
児童会ｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ(予)
心の教室
[放:2･5･6 年]
24 日(木) [朝読]
[放:1･4 年]
12 日(土) いきいき広場(サッカー)
25 日(金) 1･6 年ほっと館
杉中入学説明会(6 年保護者)
留守家庭児童会開室
心の教室
[放:2･5･6 年]
14 日(月) 成人の日
26 日(土) いきいき広場(ジャンボ双六)
枚方市成人祭
28 日(月) クラブ活動(3 年見学)
15 日(火) 児童朝会
[放:3 年]
二測定 4 年
30 日(水) ★6h 委員会活動
16 日(水) 二測定 3 年
31 日(木) [放:1･4 年]
1 日(火) 元日

お世話になった人に｢ありがとう。｣を!!
11 月 25 日(日)、ちょうど３連休の最後の日に、校長先生の母親が亡くなりました。88 歳
でした。母親が亡くなったその日の午前中のことです。校長先生が病室で母親の看病をして
いるときに、部屋の掃除に担当の方が来てくださいました。その方が、寝たっきりで意識の
ない母を見て、｢この間まで元気やったのにねえ。掃除に来たら、いつも『ありがとう、あり
がとう。
』と言うて、わざわざ病室の入り口まで見送ってくださったのよ。｣と言ってくださ
いました。母親は病気で、｢痛い、痛い。｣とよく言っていましたが、そんなときでも、お世
話をしてくださった方にお礼を言っていたのでした。
さて皆さんはこの１年間、だれにお世話になったでしょうか。お家の人はもちろんのこと、
登下校を見守ってくださった方やいろいろな体験をさせてくださった方、習い事の先生、近
所のおじさんやおばさんなどたくさんいると思います。今年１年間、無事に過ごすことがで
きたのも、お世話をいただいた方々のおかげだと思います。そのことに感謝の気持ちを込め
て、一言でかまいません、｢ありがとう。｣を言いましょう。
その一言で、また来年もお世話をしていただけるようにな
るでしょう。ぜひ実行してくださいね。

