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☆ 病気に負けない体をつくりましょう
いよいよ 12 月。冬休みまでわずか 22 日となりました。日中の気温も急激に下が
りはじめています。そろそろ風邪、感染性胃腸炎、インフルエンザが流行る季節の
到来です。すでに市内の小学校でも学級閉鎖がでているようです。病気を予防し毎
日を健康に過ごすためには、ご家庭の協力が欠かせません。毎日、夜更かしをせず、
ぐっすり寝て休養をとり、朝はしっかりごはんを食べてから登校させていただきま
すようお願いします。また、咳が出ているときにはマスクをつける、高熱がでたら
病院を受診するなど、日々の健康観察と早めの対策をお願いします。
本校においても、うがい、手洗いを励行するなど病気に対する予防対策を始めております。また、12 月 1
日(木)から 16 日(金)まで、毎朝運動場で耐寒マラソンを行います。児童には、普段から運動をして筋肉を
鍛え、寒さや病気に負けない丈夫な体をつくってほしいと思います。
汗拭きタオルの準備等、ご家庭の皆さまにはお世話をおかけしますが、ご協力をお願いします。
★こんな症状がみられたら、インフルエンザかもしれません。早めの受診をお願いします。
○ 急に具合が悪くなり、38 度以上の熱が出る。
○ 強い悪寒や、倦怠感。
○ 関節痛や筋肉痛などの全身症状がある。など。
★インフルエンザにかかったら・・・(出席停止期間について)
インフルエンザと診断されたら出席停止の扱いとなります。最近は、抗インフル薬の普及で解熱
が早くなり、感染力が残っているにもかかわらず治癒したと勘違いして登校してしまう児童が増え
ています。感染を最小限に食い止めるために、発症した後５日を経過し、かつ、解熱した後２日を
経過するまで、医師の指示に従い登校は見合わせていただきますようお願いします。
ご協力に感謝いたします。

■ 教育トピックス

～11 月の社会見学・校外学習・特別授業など
11月に行われた学習の様子を少しお伝えします。

○

～

4年生 大和川社会見学
11 月 10日(木)、秋晴れのさわやかな日に4年生は柏原歴史資料館と大和川に
社会見学に行きました。付け替え前の大和川は、この近辺でも120～140mほどの
川幅があり、付け替えた後に金岡や友井に新しい土地ができたとのことです。
大和川付け替えの功労者、中甚兵衛の像も見学しました。皆、一生懸命にメモ
をとり勉強していました。

○

6年生 オリックス こころの劇場

11月14日（月）、6年生対象の「劇団四季こころの劇場」がオリックス劇場でありました。演目は「ガン
バの大冒険」で、漫画やアニメで内容を知っている児童も多く、親しみやすい内容でした。短い時間でした
が、ミュージカルの世界に浸ることができました。予報では雨とのことでしたが、ほとんど雨にあうことも
なく早めに帰校することができました。

○

6年2組 連合音楽会参加
11月11日（金）、東大阪市連合音楽会が荒本人権文
化センターで開かれました。本校からは、全校児童を
代表して6年2組が出場し「COSMOS」という曲を披露し
ましたが、会場いっぱいに響く素晴らしい歌声にみん
なうっとりとなりました。最後は参加校の音楽の先生
方の演奏で「秋のもみじ」を全員で合唱し、すてきな
時間を過ごすことができました。

○

国際理解学習集会

11月8日（火）、本校にて「国際理解学習集会」を開きました。国
際理解学習集会は、異なる文化や人々との共生について児童に考え
てもらう機会にしようと毎年秋に開いているものです。今年度は下
記のような内容で行いましたが、各学年とも歌や発表を通して学習
の成果をしっかりと発揮することができていました。集会の最後に
は、10月19日に開催された「朝鮮文化に親しむ子どものつどい」に
参加した児童と教職員による朝鮮の楽器の演奏もあり、集会に華を
添えてくれました。
１年：世界のあいさつと1・2・3

４年：世界の文化

２年：世界の国のあいさつの歌

５年：We are The World

３年：群読「すてきなじゅもん」

６年：平和学習

■ 地域トピックス
○

PTAドッジビー大会
10月30日（日）にPTA主催の親睦ドッチビー大会が本校

体育館でありました。ドッジビーはドッジボールをボー
ルではなくやわらかいスポンジタイプのフリスビーで行
うもので、当たってもいたくなく、小さい子から大人ま
で誰でも楽しく遊ぶことができました。ドッジビー大会
が終わった後は、運動場でPTA会長制作のペットボトルロケットを空高く飛ばして遊びました。PTAの
方々のおかげで楽しい一日になりました。
ありがとうございました。

○

日曜参観＆ふれあい祭り
11月6日（日）は、日曜参観とふれあい祭りがありま
した。当日は、たくさんの保護者の方々にご来校いただ
き子どもたちの様子を見ていただくことができました。
子どもたちが頑張る姿を、教室や廊下で静かにご覧いた
だきありがとうございました。
日曜参観が終わった後、10時半からはお楽しみの「ふ
れあいまつり」が始まりました。午前の部では本校の児
童だけではなく、弥刀中学校器楽部や弥刀東幼稚園の子

どもたちの演奏、また運動場での子ども会による出し物やゲームなどもあり、すばらしい演奏やパフォーマ
ンスに皆、大きな拍手を送っていました。
また、今年度は、午後からの「敬老大会」に加えて2年に1回の校区の「文化祭」も開かれ、学校に隣接す
る公民館では、児童作品の展示や福祉委員会などによる物品販売などもありました。これらの催しは、昨年
度から「総合福祉大会」として実施されていますが、その名にふさわしく当日は、子どもから年配の方まで
みんなが楽しめる催しとなりました。実行委員会の皆さま方をはじめ計画・準備段階から当日に至るまでご
尽力いただきました多くの方々にお礼申し上げます。

■ 東大阪市標準学力調査がはじまります
先日、東大阪市教育委員会より通達があり、今年度から市内の小学校 3 年生から
6 年生までの児童と中学校 1、2 年生を対象に、東大阪市独自の標準学力調査が実
施されることになりました。小学校は、国語・算数の 2 科目、中学校では国語・算
数・英語の 3 科目で学力調査が実施されます。今年度の調査は、来年 1 月 12 日（木）
に実施されることがすでに決定されています。調査の目的は、以下の通りです。
①教育委員会が、市内の各学校における児童生徒の学力や学習状況を把握分析し、教育政策の改善に活用する。
②各学校が、個々の児童生徒の学習定着状況を把握し、指導体制及び指導計画の改善を図るとともに、教員一
人ひとりの指導の改善に生かし、学習指導を充実させる。
③児童生徒一人ひとりが、取り組むべき課題を明確にし、主体的に学ぶ意欲を向上させるとともに、個々の児
童生徒の指導にいかす。

テストの結果は、1 ヶ月程度で採点され児童生徒に返却される予定だとのことです。児童のみなさん
には、冬休みにしっかりと振り返りの学習を行い、個々の学習状況を確認する機会にしてもらいたいと
思います。保護者の皆さまのご協力をお願いします。

■

中学校職業体験
11月16日（水）から3日間、弥刀中学校2年生のOTさんが職場体験のために来校しました。これは、弥

刀中学校でキャリア教育の一環として行われたもので、将来、教育に関連する仕事を希望する生徒を毎年研
修生として受け入れているものです。Oさんは5年生に配属されましたが、学校の仕事について理解を深めよ
うと担任の先生について熱心に学んでいました。本校の卒業生が、このような形で母校に戻ってきてくれる
ことはとてもうれしいことです。本校の児童にとっても、頑張る卒業生の姿は励みになったことと思います。
これからも中学校との連携の一環として続けていきたいと思います。

12 月

行事予定

・・・ポケットから手を出して、元気にあいさつしよう！

日曜

行事予定

1 日(木) 耐寒マラソン開始
2 日(金)

地域・PTA 等

うがい・手洗い・暖房開始

4 年視覚障害者理解教育 234p

1245 年タグラグビー

委員会 6p（卒業アルバム撮影）

保護者アンケート配布

マモルンジャー4 年

3 日(土)
4 日(日)
5 日(月) 諸費振替日 4 年綿繰り体験 34p（多目的室）
6 日(火) なかよしまつり準備
7 日(水) なかよしまつり

保護者アンケート回収

1:30 下校（職員研修のため）

8 日(木) 36 年タグラグビー
9 日(金) 6 年弥刀中学校授業クラブ体験

マモルンジャー4 年

10 日(土)

校庭開放 3 年

11 日(日)
12 日(月)
13 日(火) 5 年鈴鹿社会見学
14 日(水) 貯金日

クラブ

15 日(木) 全学年タグラグビー
16 日(金)

マモルンジャー4 年

17 日(土)
18 日(日)
19 日(月) 個人懇談会

6 年卒業アルバム撮影

20 日(火) 個人懇談会

6 年食育授業

お忙しい時期ですが、ご予定いただき
ますようお願いします。

21 日(水) 個人懇談会
22 日(木)

終業式

給食終了

下校 1：30

大掃除

図工クラブ 2：00～4：00 → 弥刀中訪問

23 日(金) 天皇誕生日
24 日(土)
25 日(日)
26 日(月)
27 日(火)

★

児童会主催「MITO バキューム」が始まります！

本校児童会の主催で、毎週金曜日の朝（8:30～8:40）、学校周辺のゴミ拾いを行うこ
とになりました。６年生と１年生など兄弟学級でペアを組み、毎週金曜日に交代で清
掃活動を行います。子どもたちに、自分たちの住む町を大切しようとする気持ちと、

28 日(水)

地域の一員であるという自覚を持ってもらうことが目的です。金曜日の朝に行事等が

29 日(木)

ある時は、曜日を変えて行います。ご家庭でも、地域貢献の意識を高めていただくな

30 日(金)

ど、協力していただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。

31 日(土)
1 月 10 日（火）始業式 1:30 下校

1 月 12 日（水）東大阪市標準学力テスト

1 月 18 日（水）一斉参観

