
・生活目標や計画を立てて、規則正しい生活を送る。 
・地域の行事に積極的に参加する。 
・夜遊び、不明瞭な金銭の所持・使用、子ども同士の金銭や遊び道具・用具等の貸し借り
等は絶対にしない。 

・危険な事はしない。（川遊び、子どもだけの花火、公園等での迷惑行為） 
・交通ルール（飛び出し、信号無視、自転車の二人乗り等をしない）を守る。 
・いたずら・不審電話に出ない。 
・痴漢に注意する。 
・遊びに行くときは、どこへ行くのか、何時に帰るのかを家の人に伝える。 

・他人の敷地に入ったり、物を壊したり盗ったりして迷惑をかけない。 

◆夏休み作品展について 

○保護者の皆様や地域の皆様に見ていただく時間は、下記のように設定しています。限られ
た時間ではありますが、ぜひ子ども達が夏休み中にがんばって作った作品の数々をご覧く
ださい。 

 ９月 ６日（金） １５時～１７時 

 ９月 ７日（土）  ９時～１２時 
 

◆土曜授業について 

○全学年で、授業参観、校内清掃、引渡し訓練を実施いたします。 

 ９月７日（土） 授業参観 （１時間目  ８時４５分～ ９時３０分） 

         校内清掃 （２時間目  ９時３５分～１０時２０分） 

         引渡し訓練（３時間目 １０時４０分～１１時２５分） 

 公私ともご多用とは存じますが、是非ご参加いただき、お子さまの学習状況等を参観くだ
さい。 

明日より、子ども達が待ちに待った夏休みに入ります。３７日 

間の長期間、子ども達は家庭や地域で過ごすことになります。こ 

の時期はより活動的になり、さまざまな体験を通してどんどん伸 

びていく時期でもあります。多くの経験をつんで欲しいものです。 

 一方で、事故や事件が多くなる季節でもあります。交通事故や 

水遊び、火遊び等の事故、不審者等の事件から子ども達を守り、 

安全で楽しい夏休みが過ごせるように、ご家庭でも別途お配りし 

ました「夏休みのすごしかた」や学年だよりなどを参考に、お子さまと話し合ってください。 

 特に 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 に心がけてください。 

８月２６日（月）の第２学期の始業式には、元気なあいさつとともに、大きく成長した子

ども達に会えることを楽しみにしています。 
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枚方市立山田小学校通信 

℡ 050-7102-9032 

  070-2299-4169 

FAX  072-847-5131 

令和元年７月１９日 

校 長  福 井 信 治 

早ね 早おき 朝ごはん 

 

お知らせ 
図工室（管理棟３階）に 

展示しています。 

山田小学校だより 

ゆりの木 

 山田小学校の合言葉 

   

あいさつ・目（eye） 

を見る・ふれ合い 

 

https://www.google.co.jp/url?url=https://sozai-good.com/archives/category/summer-vacation&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjN2Yf0k4jVAhUENbwKHeYoDEAQwW4IJDAH&usg=AFQjCNEAqj3v3EXts1sKOzmRDmBDZhNH3g


夏-休-み-の-行-事-予-定 

日 曜 行    事 日 曜 行    事 

7/20  土 子どもいきいき広場 夏祭りパトロール（新之栄） 28 日  

21  日 参議院選挙 29 月 水泳教室 子ども教室 AM 

22  月 水泳教室 子ども教室 AM 30 火 子ども教室 AM 

23  火 
水泳集中指導予備日 教育フォーラム 

子ども教室 AM 
31 水 子ども教室 AM 

24  水 水泳教室 子ども教室 AM 8/ 3 土 夏祭りパトロール（都丘） 

25  木 水泳教室 子ども教室 AM 4 日 子ども食堂 

26  金 水泳教室 子ども教室 AM 10 土 子どもいきいき広場 子ども教室 AM  

 27 土 子ども教室 AM 
17 土 子どもいきいき広場 子ども教室 AM  

18 日 夏祭りパトロール（須山） 

※放：放課後自習教室  心：心の相談室 学：放課後学習教室 

◆ ◆ 
 

※今後行事の変更を行う場合があります。 詳細は学年だより等、以後の案内・お知らせでご確認ください。 

 

夏休み 水泳教室について 

今年度も夏休みに水泳教室を実施します。一人ひとりの泳力を伸ばすため、そして、それ
ぞれの目標を達成するために参加してほしいと思います。 

※気温の上昇等による熱中症予防のためや天候によって、水泳教室を中止する場合がありま
す。その場合は、ミルメールにて連絡いたします。ご了承お願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８／２６日（月）２学期始業式 

２７日（火）給食開始 ５時間授業 

      風水害避難訓練（集団下校） 

２８日（水）６時間授業 

２９日（木）心 

３０日（金）委員会 放 

９／ １日（日）枚方市長選挙 

２日（月）５時間授業 PTA 挨拶運動 

     夏休み作品展～9/7 土 

３日（火）放 

４日（水）６時間授業 

５日（木）大阪 880 万人避難訓練 諸費振替① 放 心 

６日（金）学 夏休み作品展公開（15時～17時） 

７日（土）土曜授業（道徳公開授業・引渡し訓練など） 

 ７日（土）夏休み作品展公開（9時～12時） 

１０日（火）放 

１２日（木）放 心 

１３日（金）学 

１４日（土）子どもいきいき広場 PTA 企画委員会 

１６日（月）敬老の日 

１７日（火）諸費振替② 放 

１８日（水）4,5,6 年６時間授業 

１９日（木）放 心 

２０日（金）学 

２１日（土）子どもいきいき広場 留守家庭児童会開室 

２３日（月）秋分の日  

２５日（水）５時間授業 現金徴収日 

２６日（木）心 

２７日（金）運動会準備 1～3年 4時間授業 

２９日（日）運動会 

・水泳教室「出席カード」に保護者の押印がなければ入れません。 

・水泳帽を着用します。忘れると入れません。 

・プール開始時刻（8：30/10：30）を必ず守りましょう。 

・登校は徒歩でしましょう。自転車で来てはいけません。 

※「夏休み水泳教室のお知らせ」にアンケートがあります。お手数
ですが、ご記入の上、学校へ提出をお願いします。 

◆「校内清掃」へのご協力のお願い  9/7（土）2時間目：9時 35分～10時 20分◆ 

今年度も土曜授業の中で、「校内清掃」を実施します。子ども達と保護者の皆さまが一

緒になって行います。普段、子ども達では手が届かずできないところをお手伝いいただ

けるとありがたいです。ご協力をよろしくお願いします。 

別紙プリントを配布しております。 

※8 月平日の子ども教室は「子ども教室だより８月号」を参照して下さい 



６・１０ 給食試食会  

  

 

 

  

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 月 10 日、PTA 給食・環境委員さん主催の給食試食
会が実施されました。第三調理場の場長さんから、枚
方の学校給食の仕組みについて、栄養教諭さんからは、
給食のことや、調理場のことについて説明していただ
きました。そのあと、ごじる、にんじんシリシリ、牛肉
とピーマンの炒め物、すしごはんとのりを試食してい
ただきました。手巻き寿司にするには、のりが小さい
との感想をいただきました。 

１年生で、歩行の交通安全教室を行いました。
この教室では、標識の意味や信号機の説明など
を行った後、運動場に描かれた見通しの悪い交
差点や、信号機のある横断歩道などを実際に歩
行しました。きちんと手を上げて横断歩道を渡
っていました。 

3・4・5・6 年生で、服を着て水の事故にあっ

た時の、着衣水泳の授業を行いました。消防士

の方と消防団の方に来ていただき、ラッコ状態

での背浮き、ペットボトルを抱えての背浮きな

どを行い、ペットボトルなど浮きになるものを

持つと楽に浮くことがわかりました。 

２年生は、中央図書館に徒歩で見学に行きました。
雨が降っていたので行き帰りが大変でした。係りの方
が、館内を全て案内し、ていねいに説明していただき
ました。 

専門書などいろんな図書や音楽 CD やビデオなども
借りられることが分かりました。また、点字図書や録
音図書の製作や貸出、字幕付ビデオの編集もされてい
ました。 

6 月 29 日 土曜日に、PTA の主催で、校内整備を行いま

した。コミュニティ協議会と老人会の皆さまにもご協力を

いただきました。運動場の草ぬきや教室棟周辺の木などの

剪定、フェンスのところなどの整備、普段学校だけではな

かなかできないところをしていただきました。お休みの

中、また暑い中、本当にありがとうございました。 

６・２９ 校内整備 

６・１１ １年交通安全教室 

６・２６ 着衣水泳「浮いて待て」 

６・２７ ２年図書館見学 



６・２８ ３・４年合同音楽会  

 

 
 
               

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３年生・４年生が学校を代表し
て発表しました。当日は、心をひ
とつにし全力で、とても美しい歌
声を体育館いっぱいに響かせまし
た。すばらしかったです。 

１学期を振り返って 

「トイレのスリッパをきちんと並べる」ことは、 

「山田小学校の児童の目標を達成することだよ。」 

「山田小学校のみなさんなら、できるよね。」と、 

５月の児童朝会で子ども達に話をしました。 

次に使う人のために（＝思いやり）、いつでも（＝最後までやりぬく）、誰も見ていなくて

も自分から（＝自主的に行動する）、スリッパをそろえる。 

体育館でスリッパの画像を使って説明しました。 

６月、７月、どうだったかな？ 

この間、３年生のお友達が、授業で詩を 

作ったと校長先生に見せに来てくれました。 

      タイトルは、「みんなの学校」です。 

読んでみて、とてもうれしく思いました。 

       そうなんですね。ここは「みんなの学校」。 

山田小学校は、「みんなの学校」なんです！ 

        夏休みに好きになった本を教えてください！！ 

夏休みは読書をする良いチャンスです。「夏休みに好きになった本を教えてくだ

さい！！」というプリントを児童のみなさんに配布しました。 

お気に入りの本を見つけ、その本の中で一番気に入ったことばや文章を書き、３年生以上の

児童には、「なぜそのことばや文章が好きになったのか」を書いてくれるようお願いしていま

す。子ども達がどんな本を選び、どんなことばや文章を好きになったのか、今からドキドキし

ています。よろしくお願いします。 

今年度は、まだ枚方市市民会館大ホールが使えないので、中宮中学校区の三つの小学校が、中宮小学校の

体育館に集まって行いました。どの学校の発表も素晴らしかったです。 


