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遠足で学ぶこと
２日の火曜日に２年生から６年生が遠足に行きます。

1

月 朝会 αタイム 第２回登校班長会議

16

火

耳鼻科検診

2

火 ２年～６年校外学習

17

水

地区児童会･集団下校 下校 14:30～

8

月 児童委員会 視力検査３年

18

木

9

火

19

金

10

水

20

土

11

木

22

月

代休

視力検査１年

23

火

校外学習予備日 検尿２次

12

金

家庭訪問

25

木

５年田植え

29

月

クラブ

15

月 朝会 家庭訪問

30

火

検尿２次予備日

学習指導要領には、学校行事「遠足」の内容として、「平素とは異なる生活環境にあって、見聞
を広め、自然や文化などに親しむとともに、人間関係などの集団生活の在り方や公衆道徳などにつ
いての望ましい体験を積むことができるような活動を行うこと」と示されています。つまり、自然
や文化に親しむ中で、新しい学年・学級の友だちとの関係を作ることだけではなく、道路の歩き方
や電車の乗り方、人がたくさん集まる場所での遊び方・過ごし方、お弁当の後かたづけの仕方など
も、遠足で学ぶべき内容なのです。
遠足や社会見学で、集団で道路を歩くとき、子どもたちは「真面目に」歩いているのですが、
「前
方」を意識している子が尐ないことに驚きます。集団の中にいる安心感が、車や信号やすれ違う人
への認識力を低下させています。集団心理が危険予知を妨げているのです。

家庭訪問
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心臓スクリーニング
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視力検査未検者
下校 13:35～

１３日･２７日(土)は土曜しゅくだい広場

学校の外へ出れば、
「大人数でいることだけで迷惑をかけている」事実があります。だからこそ、
地域の方々や乗り合わせた方々への気遣いも含めた、遠足ならではの学習をしてきて欲しいと思っ
ています。校外で活動している子どもたちを見かけられたら、そんな様子もぜひご覧ください。
校長 若狭孝太郎

＊＊農業体験＊＊
お世話になります。３年生は、学校の畑で「鳥飼
なす」の植え付けを教えていただきます。５年生は
田んぼをお借りして、田植えをさせて
いただき、米作りの体験をさせていただきます。

＊＊土曜参観･ＰＴＡ総会･引き渡し訓練＊＊
２０日（土）は土曜参観引き渡し訓練および PTA 総会です。
ＰＴＡ総会では今年度の活動計画等を決定する大事な総会です。
多くの保護者の皆様の参加をお願いいたします。
入校証・上履きを必ず持参願います。
今年度、晴れの場合は運動場で引き渡しを行います。そのため、
晴れた場合は北門に駐輪場を用意いたします。
（雨の場合は南側の駐
輪場）ご協力お願いします。
２２日（月）は代休です。

＊＊地区児童会について＊＊
いつも見守りありがとうございます。
１７日（水）には、地区児童会後に集団下校します。
「子ども１
１０番の家」を確認しながら帰ります。１４時３０分より順次
下校していきます。最終下校は、１４時４５分となります。当
日、祖父母宅など登校班と違う班で下校する場合や、学童に在
籍しているが当日学童保育室に行かず集団下校する場合は、事
前に必ず連絡先を明記し、担任及び学童保育室に連絡をお願い
します。なお、「わくわく広場」は中止になります。

＊＊家庭訪問について＊＊
お便りでお知らせしたとおり、９日（火）
より順次ご家庭を訪問させていただきます。
お子様の家庭での様子など普段の気づいた
ことなど連絡いたします。児童は１３時３５分頃から下校し
ます。ご協力お願いします。

眼科検診（抽出児童）
ケグリ子ども会
３年交通安全教室
土曜参観
ＰＴＡ総会

引き渡し訓練
下校１２：２０～

２４日･３１日(水)はわくわく広場

＊＊遠足のお知らせ＊＊
５月２日（火）に２年生から
６年生の遠足があります。施設
でのルール、マナーを守り、楽
しい遠足にしましょう。
場
所
学校出発
南摂津駅着
２・４年生
９時００分 １４時３０分
万博公園
３・５年生
８時５０分 １５時００分
万博公園
６年生
８時２０分 １５時１８分
自然史博物館

＊＊クラブの実施について＊＊
２９日（月）１回目のクラブを実施
します。４～６年の
児童は、１５時４５分
から下校します。

６月の行事予定
１ 日（木）第二中学校生しごと体験
２ 日（金）５年林間説明会
心臓検診２次
５ 日（月）児童委員会
５年非行防止教室
７ 日（水）第３回登校班長会議
８ 日（木）丌審者対応避難訓練
９ 日（金）校内音楽会
１０日（土）音楽会参観
１２日（月）代休
１３日（火）プール掃除
１９日（月）クラブ 朝会
５年応急手当講習会
２０日（火）水泳指導開始
２３日（金）ケグリ子ども会
２５日（日）ＰＴＡバザー
２６日（月）クラブ
２７日（火）６年赤ちゃんふれあい体験
１４日・２１日・２８日（水）
わくわく広場
３日・１７日・２４日（土）
土曜しゅくだい広場

※なお、行事予定は変更するときが
ありますので、その月の学校だより
をご確認ください。

４月の行事より
＊＊参観・懇談＊＊

年間行事予定
７ 月
６ 日（木）５年林間学校
７ 日（金）５年林間学校
１０日（月）クラブ
１３日（木）着衣泳・懇談
１４日（金）着衣泳・懇談
１８日（火）給食終了
１９日（水）４時間授業
２０日（木）終業式
８ 月
７ 日（月）平和登校日
２５日（金）始業式
２９日（火）給食開始
9 月
４ 日（月）６年連合水泳
５ 日（火）連合水泳予備日
６ 日（水）風水害避難訓練
１１日（月）クラブ
３０日（土）運動会
１０月
１ 日（日）運動会予備日①
２ 日（月）代休
４ 日（水）運動会予備日②
６ 日（金）修学旅行説明会
１６日（月）クラブ
中 旬

体育館改修工事

１１月
２ 日（木）・３ 日（金）
６年修学旅行
６ 日（月）６年代休 試食会
８ 日（水）４年秋の遠足
１０日（金）地震火災避難訓練
１５日（水）連合音楽会
２５日（土）多文化子ども交流
２７日（月）クラブ
１２月
７ 日（木）マラソン大会
８ 日（金）平和集会
２０日（水）給食終了
２２日（金）終業式
１ 月
９ 日（火）始業式
１１日（木）給食開始
１５日（月）クラブ
１７日（水）地震津波避難訓練
２７日（土）子どもと育つ
２ 月
５ 日（月）クラブ最終
１６日（金）English Day
２４日（土）ともに生きるつどい
３ 月
１９日（月）卒業式（予）
２０日（火）給食終了
２３日（金）修了式

先日の授業参観・学級懇談会には多数ご参加いただきありがとうございました。
新学期がスタートしてもうすぐ 1 か月が過ぎます。1 年生は、授業中も先生の話
がしっかり聞けるようになってきました。子どもたちは、新しい学年にも尐しずつ
慣れ、楽しい学校生活を送っています。
学年ごとに目標を掲げて、この１年を保護者の皆様と共に見守っていきます。
これからもご理解とご協力をお願いします。

はじめての給食

遠足

２５日(火)＊＊

１年生はふるさと公園に遠足に行
きました。６年生に手を引かれて、
元気よく整列して歩きました。
公園内では６年生と一緒に楽しい
時間を過ごしました。また、おいし
くお弁当を食べることができました。

＊＊１年生を迎える会

２６日(水)＊＊

１年生は６年生に手を引かれて、緊張した
様子でしたが、元気よく入場していました。
２年生から６年生は、歓迎のことばや歌など
披露してくれました。各学年から１年生へ
アサガオの種、手作りメダル、忍者のかぶり
ものなど、たくさんのプレゼントが送られま
した。また、児童会からの西小クイズも盛り
上がりました。みんなで楽しい時間を過ごす
ことができました。１年と６年、２年と４年、
３年と５年がきょうだい学年です。

＊＊ケグリ子ども会＊＊

ありがとうございました

＊＊１年

＊＊１年

２４日（月）＊＊

待ちに待った１年生の給食が始まりました。給食の時間の
やくそくなどを聞いて、わくわくしながら給食を待っていた
ようでした。
６年生が来て尐し早目に
配膳をしました。
1 年生は緊張した様子で
姿勢正しく給食準備を見ていました。学校給食は“食事のあり
方について理解し、食事を通して好ましい人間関係を育てる”
ことを目的としています。

摂津市には、１８か国１００名を越える児童・生徒が外国に
ルーツをもっています。本校にも４か国 1９名の児童が外国に
つながりがあります。
本校では、外国に籍のある方や外国にルーツをお持ちの方へ
互いの民族や文化の違いを豊かさとして学ぶ多文化共生教育を
進めています。
ケグリ子ども会では、韓国・朝鮮をはじめとする外国にルーツをもつ児童が、民族の
文化にふれる活動をしています。(「ケグリ」とは、韓国朝鮮語で「かえる」のことです。)
活動内容は、民族講師の先生と相談しながら、工作、楽器演奏、言葉の学習、調理実
習など２週間に一度のペースで放課後に残って活動します。昨年度は文化ホールで２月
に開催される「ともに生きるつどい」で「タルチュムノリ」という韓国に昔から伝わる
仮面踊りを発表しました。
ご両親のうちどちらかが外国につながっている、祖父母が外国に
ルーツをもつなど、本人は、日本籍でも外国につながっているお子
様がおられるようでしたら、ぜひケグリ子ども会で活動しませんか。
担任までお申し出いただければ、詳しくお話させていただきます。

