ｍ。日４月７日 入学式

西小だより

西

７月行事予定
茨木市立西小学校
令和３年６月３０日

４月号

下校時刻変更について
４日（日）

生活目標：決められた仕事を

日曜参観 12：25 下校

きちんとしよう。

１４日（水）

1 木

１５日（木） 個人懇談 13：30 下校

2 金

１６日（金）

3 土

２０日（火） 終業式

11：50 下校
4 日

梅雨明けを待たずに暑い日が続いています。夏休みもあと３週間ほどになり、各学級では

これまで皆さんが一生懸命努力してきたので心も体も成長してきています。
１学期のまとめを行っているところです。１学期のまとめをしっかりして、ぜひ２学期によいつな
できるようになった事や良いところがたくさん見つかったことでしょう。
ぎをしてもらいたいと思います。
「よさ」といえば、運動能力や学力のようなことが出がちですが、「きちんと
さて、いつの時代も同じですが、人は人とのかかわりの中で生きています。人とよりよくかか
話が聞ける」「掃除が丁寧にできる」「挨拶がで
きる」「大丈夫って声をかけれる」「手つだうわ
わるためにコミュニケーション力は大切な要素です。そして、コミュニケーションを図るための
と声かけができる」等も立派な「よさ」です。
第一歩があいさつだと思います。たくさんの素晴らしい出会いが待っている子どもたちにとっ
このよさは自分で気が付くこともありますが
ても、人間関係を築くための手段の一つが「あいさつ」です。
多くは周囲の友だちや親、先生から言われて
西小学校では、朝の正門でのあいさつから始まります。朝、「おはようございます。」と元気
気づくことが多いです。たくさん見つけてくだ
なあいさつをすると、脳が元気になるそうです。西小学校の正門では、元気な声、小さい声、
さい。学校でも、周囲から本人が気づいていない ※一生懸命話をきくお友だち※
大きな声、笑顔の子、眼は、おはようと伝えている子など様々です。極わずかですが、立ち止ま

「よさ」を 担任だけでなく友だちどうしで意識的に見つける工夫をしている
ってお辞儀ができる子や、あいさつのためにお友だちとのお話を中断できるレベルの高い場
クラスもあります。こどもの「よさ」は、自信になります。大きな勇気になる
面もみうけられます。あいさつは簡単なことですが、毎日あいさつすることは、とても難しい
ことさえあります。また自分の「よさ」を見つけられる子は、友だちの「よさ」
ものです。毎回できるようになるには、努力がいります。できて当たり前でなく、【あいさつでき
を見つけることが上手です。友だちの良さや、あなたの中の多くの「よさ」を
見つけられますように。
るって素晴らしい力】なんだと改めて感じています。ご家庭でも、毎日少しずつ継続しての励

○７月７日（水）地区児童会
今年度初めての地区児童会となります。
地区ごとに各教室に分かれ、担当の先生を
中心に進めます。地区委員さんは、下校時
に付き添って頂きます。
＜内容＞
・登下校について
・夏休みの過ごし方

令和 3 年度 学校協議会委員さんです。
宜しくお願いします。
三輪 紀雄 様、浦野 祐美子 様、
吉村 利栄 様、増田 浩三 様、
黒﨑 健

様、小笠原 一生 様（順不同）

※令和 3 年度 第一回学校協議会は７月４日に行います。

今年度も府内各学校で授業
アンケートを実施いたします。
アンケート用紙を後日配布

引渡し訓練【1,2 年のみ】3 時間目

5 月 代休
6 火 SC
7 水 NET 地区児童会
8 木
9 金 NET
10 土
11 日
12 月 委員会④ ｱﾙﾊﾞﾑ写真 放課後子ども教室実行委員会

〇校庭開放について
７月２４日（土）
13：00 ～ 16：30

13 火
14 水 個人懇談①

挨拶運動西陵中生来校

15 木 個人懇談② 要点監視 挨拶運動西陵中生来校
○あゆみについて
あゆみは学期ごとに渡し切りで、学校に
返す必要はありません。各ご家庭でファイ
ル等に保存して下さい。
よろしくお願いします。
尚、１年生と転入生は
ＰＴＡよりファイルが
配布されます。

ましをお願いいたします。
授業アンケートにご協力を！

日曜参観【全学年】
2 時間目(前半)／4 時間目(後半)

〇学校閉校日について
８月１２日（木） ～ １４日（土）
〇夏休みのプールと図書室開放について
今年度は新型コロナウイルス感染状況を
ふまえ、プール、図書室ともに夏休みの開
放はありません。

16 金 個人懇談③

挨拶運動西陵中生来校

17 土
18 日
19 月 給食最終日 大掃除 クラブ②
20 火 終業式
21 水 SC
22 木 海の日
23 金 スポーツの日
24 土 校庭開放 13:00～16:30
25 日
26 月
27 火
28 水

いたしますので、ご協力のほど

29 木

よろしくお願いします。

30 金
31 土

※6 月号の学校便りでは、3 時間目と 4 時間目の時刻表示が誤っておりました。正しくは
この 7 月号、次の通りでございます。ご迷惑おかけしましたこと、お詫び申し上げます。

スクールカウンセラーのご案内

日曜参観・児童引渡し訓練について
＜日時＞ 令和３年７月４日（日）
２時間目…
９：４５～ １０：３０ 授業参観 (全学年前半)
３時間目… １０：３５～ １１：２０ 引渡し訓練(1,2 年のみ)
４時間目… １１：２５～ １２：１０ 授業参観 (全学年後半)
（全学年、給食を食べずに１２：２５頃、下校します。）
※詳細は、後日プリントを配布致します。

スクールカウンセラーの中西純子先生が、
下記の日程で来校致します。学校でのこと、
家庭でのお子様のこと等、どんな些細なこと
でもご相談下さい。
相談を希望される方はお申し込み下さい。
相談内容の秘密は守られます。
１

配置日：７月 ６日（月）・21 日（水）
８月 16 日（月）
・26 日（木）

＜引渡し訓練（１，２年生のみ）について＞
●メール配信後、その内容に従って移動をお願いいたします。

２

時間 ： 午前９時～午後５時

３

申し込み先

ホームページは、
茨木市立西小学校で検索♪

茨木市立西小学校
〒５６７－００４８
茨木市北春日丘３丁目１２－２３
ＴＥＬ ６２２－３４８５
ＦＡＸ ６２１―６４２１

（まだメールの登録がお済みでない方は空メールを、
p.ibaraki-nishi-es@s.ktaiwork.jp に送信し、登録をお願い致します。
）
●「緊急時引き渡しカード」で確認させていただいての引渡しとなりますが、
今回は確認のみとなります。そのまま帰ることはできません。
予めご了承ください。
●児童本人が顔を見知らない場合は、その方には引渡しできません。

西小学校
教頭 馬場まで
ＴＥＬ
６２２－３４８５

実際に震度５弱以上の大地震が起こった場合は、保護者・登録者以外の方
への引渡しはできません。お迎えがあるまで、学校待機となります。

お願いとお知らせ
① 来校の際には、保護者証（名札）
・下靴入れと上履きをご持参ください。
下靴は間違いもありましたので、必ずご自身でお持ちいただき、玄関や
玄関の靴箱の上などに置かれませんよう、ご協力をお願い致します。
② カメラ・ビデオ・携帯電話での撮影はご遠慮下さい。
③ 自動車でのご来校は、近隣への駐車を含め固くお断り
します。付近住民の方々のご迷惑になりますので、
ご協力よろしくお願い致します。
（警察より駐車違反の警告を受けております。
）
④ ７月５日（月）は、代休となります。

2 学期始業式は、8 月２５日(水)です。

