大阪狭山市立南第三小学校

令和４年（2022 年）７月２０日（水）

三小だ よ り

夏休み号

三小HPはこちらから

いよいよ長い夏休みが始まります。子どもたちも楽しみにしていることが多くあると思います。しかしながら、
夏休みは子どもたちにとっても大きな危険がある時期とも言えます。近年、子どもたちがインターネット上のト
ラブルに巻き込まれることが多くあります。

インターネット上でよくおこるトラブル
検索サイトで

SNS（LINEやTik Tokなど）

オンラインゲーム

・ゲームなどのサイトに登録して

・自分の情報や他人の情報をあ

・勝手に課金をして、その請求額

しまい、よくわからない人とやり
とりをしてしまう。

げてしまう。
・他人を傷つけるような言葉をあげ
て相手の心に傷をつけてしまう。

が高額になってしまった。
・ボイスチャットで相手が傷つくよ
うなことを言ってしまった。

上記のようなトラブルは、いろんなところで起こっています。そして、インターネット上で起こっているため見つ
けにくく、また、お家や遊びに行った先で起こっているため、学校で事実を確認することや指導することは難し
いです。お家にいる時間が長いほど、インターネット上のやりとりにはまっていってしまい、依存的になってしま
うこともしばしばです。一度、インターネットを使う時間や場所など、お家でルールをしっかり決めて、守ることが
できるよう声かけをよろしくお願いいたします。

通知表（あゆみ）について
昨年度から、市内全ての小中学校に校務支援システムが導入され、これまで手作業で行っていた通知
表（あゆみ）も電子化されます。そのため配付方法が以下の通り変更になります。
○学期ごとにクリアファイルに通知表（あゆみ）を入れて渡します。
新学期には、クリアファイルを返してください。（通知表はご家庭で保管してください。）
○通知表は学校に返却せず、ご家庭での保管となりますので、毎学期の校長印、担任印、保護者印の欄
はありません。

タブレットドリルの更新について
夏休みには、全学年においてパソコンで行う「タブレットドリル」の宿題があります。お家でこの「タブレッ
トドリル」を学習する際に、更新作業を行う必要があります。この更新作業はインターネットにつながっている
場所で行う必要があります。

「タブレットドリル」のトップ画面右上の更新マークをクリックすること
で更新されます。夏休み期間」中に一度、更新作業を実施していただきますようよろしくお願いいたします。

長い夏休み。ふだんなかなか読めない本をこの機会にたくさん読みましょう。夏休みの課題図書を紹介して
おきます。参考にしてください。
対象

題名

著者

出版社

つくしちゃんとおねえちゃん

いとうみく 作
コーリン・アーヴェリス 文
まつかわまゆみ やく
ミゲル・タンコ 作
福本友美子 訳
おかだだいすけ 文

福音館

ばあばにえがおをとどけてあげる
低学年
すうがくでせかいをみるの
おすしやさんにいらっしゃい！：生きものが食べものになるまで
みんなのためいき図鑑
チョコレートタッチ
中学年
１１１本の木

村上しいこ 作
パトリック・スキーン・キャトリング 作
佐藤淑子 訳
リナ・シン 文
こだまともこ 訳

評論社
ほるぷ出版
岩崎書店
童心社
文研出版

光村教育図書

この世界からサイがいなくなってしまう：アフリカでサイを守る人たち

味田村太郎 文

学研プラス

りんごの木を植えて

大谷美和子 作

ポプラ社

風の神送れよ

熊谷千世子 作
Ｋ・Ｌ・ゴーイング 作
久保陽子 訳
井出留美 著

小峰書店

高学年

ぼくの弱虫をなおすには
捨てないパン屋の挑戦：しあわせのレシピ

徳間書店
あかね書房

☆夏休みの期間中でも、困ったことや緊急の連絡は学校にご相談ください。また、学校以外にも以下の相談
窓口があります。
「フリースクール み・ら・い」 ０７２－３６８－０９０９（月～金 ９：００～１５：００）
大阪狭山市教育委員会

０７２－３６6－００１１（月～金 ９：００～１７：００）

○『すこやか教育相談２４』
０１２０－０―７８３１０ ＊２４時間対応の電話相談窓口です。（ＩＰ電話からは、かかりません。）
○ 大阪府教育センター『すこやか教育相談』
すこやかホットライン（子どもからの相談） ０６－６６０７－７３６１ Ｅメール：sukoyaka@edu.osaka-c.ed.jp
さわやかホットライン（保護者からの相談） ０６－６６０７－７３６２ Ｅメール：sawayaka@edu.osaka-c.ed.jp
＊電話相談

午前９時３０分～午後５時３０分 月～金曜日（祝日・休日・年末年始は除く）

＊Ｅメール相談 ２４時間受付（回答は後日） ＊ＦＡＸ相談 ０６－６６０７－９８２６
○ 被害者救済システム『子ども家庭相談室』＊大阪府教育委員会が運用する権利擁護機関による相談窓口です。
（18歳未満のみの対応）０１２０－９２８－７０４［無料電話］ （保護者等）０６－４３９４－８７５４
＊午前１０時～午後８時 月・火・木曜日（祝日・休日は除く）
○ 児童相談所全国共通ダイヤル １８９「イチハヤク」 ＊児童虐待に関する通告や子育ての悩み等の相談窓口です。
○『ＬＩＮＥ相談』 実施日：毎週月曜日（特設日：8/21・8/30・9/1）
相談受付時間：17時～21時 相談対象者：府内の小学校・中学校・高等学校・支援学校の児童生徒
＊学校からに配付される『ＬＩＮＥ相談』カードに掲載されているＱＲコードからアクセスができます。カードがない
場合は、各校で掲示されるポスターをご覧ください。

卒業式に向けてのお願い
今年度の卒業式は令和５年３月１７日（金）です。内容については、感染状況をふまえ、決定していきま
すが、児童については、朝から移動をしたり、式では卒業証書授与等で移動したりする場面がありますの
で、動きやすい服装が望ましいです。
又、学校行事ですので、華美でない服装でお願いいたします。ご理解よろしくお願いいたします。

OSAKAスマホアンケート202２
（保護者向け）へのご協力のお願い
大阪府では、お子さまが大阪府内の学校に通学している保護者の方のスマートフォン等の利用の実態を把
握し、課題と対策について検討する際の基礎資料とするため、「ＯＳＡＫＡスマホアンケート」を実施しています。
ぜひご協力いただきますようお願いします。
次のURLまたはQRコードからアンケートにご回答ください。答えたくない質問にはご回答いただかなくてか
まいません。なお、小学生から高校生までのお子さまが２人以上おられる場合は、
いずれかおひとりのお子さまについてお答えください。

URL：
【小学生保護者の方】
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3BmUorm6qaRl4TCgcjWVUSQDwG-ep7wU
iE9pLwD5EZSSU_Q/viewform?usp=sf_link

【中学生保護者の方】
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetrnmOzfoESU7Pc5JWhTXksLQZ-p_uQ-s6Q
QtbNB4ro4lS9A/viewform?usp=sf_link

【高校生保護者の方】
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlToxeX5vOBzeWgLnOOXfocB_JytyC7j0j_1E
yLmiiMaTiQw/viewform?usp=sf_link

ＱＲコード：
<小学生保護者の方>

<中学生保護者の方>

<高校生保護者の方>

過去の調査結果は、こちらからご覧いただけます。
子ども青少年課ホームページ「大阪の子どもを守るネット対策事業 事業報告書＆適切なネット利用のための事例・教材集」
https://www.pref.osaka.lg.jp/koseishonen/nettaisaku/netkyozai.html
<問合せ先>
大阪府福祉部子ども家庭局子ども青少年課青少年育成グループ
〒540－8570 大阪市中央区大手前3-1-43 新別館南館７階（※移転予定）
電話：06-6941-0351（代表）メール：kodomoseishonen@gbox.pref.osaka.lg.jp

日 曜
1月

主要行事

下校時刻

日 曜

主要行事

2火

夏休み中の学校への問い合

1 木 短縮時間割 給食開始

3水

わせは平日の8:30～17:00

2金

4木

の間にお願いします。

下校時刻
１年 １４：２0
２～６年 １５：１５
１～２年 １４：４５
３～６年 １５：４０

3土

5金
6土

4日

7日

5月

１～３年14：45
４～６年１５：４０

6火

全学年１５：４０

8月
9火
10 水 学校閉庁日

7 水 1・2年バイキング給食

11 木 山の日
12 金 学校閉庁日
13 土

夏

9 金 ６年修学旅行

14 日
15 月 学校閉庁日
16 火

休

17 水

学校閉庁日期間中に

18 木
19 金

新型コロナウイルス感染症に係る
・検査を受けた（抗原・PCR検査）

み

20 土

・「陽性」と診断された
場合は16日（火）に学校まで連絡
してください。

21 日
22 月

8 木 6年修学旅行

10 土
11 日
12 月

１～３年14：45
４～６年１５：４０

13 火 2測定（～16日） なかよしタイム

全学年１５：４０
１～２年 １３：４５

14 水 ４～6年5時間授業 なかよしタイム ３～６年１４：４５
15 木 授業参観（あ～か行）

23 火

16 金 SC 授業参観（さ～な行）

24 水
25 木

１年 １４：４５
２～６年 １５：４０
１～２年 １４：４５
３～６年 １５：４０

17 土

26 金

18 日

27 土

19 月 敬老の日

28 日

20 火 昼会 授業参観（は～わ行）

29 月

１～２年 １３：４５
３年１４：４５
４～６年 １５：４０
１年 １４：４５
２～5年 １５：４０
１～２年 １４：４５
３～5年 １５：４０

始業式 給食なし4時間
MIMウィーク 集団下校

30 火 給食なし4時間

21 水 委員会
全学年
12：25

31 水 給食なし4時間

22 木

全学年１５：４０
１～４年 １４：４５
５～６年 １５：４０
１年 １４：４５
２～６年 １５：４０

23 金 秋分の日
24 土
25 日

運動会について
１０月15日（土）を予定しています。実施方法
は、昨年度と同様、保護者の方の入場を2名に制
限させていただき、低・中・高学年と時間を分けて
午前中に実施予定です。詳しくは後日配付するプ

26 月 運動会練習開始 MIMウィーク

１～３年14：45
４～６年１５：４０

27 火 短縮時間割

全学年１５：15

28 水 クラブ
29 木

リントをご覧ください。
※運動会当日は5時間授業・お弁当がいります。

30 金

１～２年 １３：４５
３年１４：４５
４～６年 １５：４０
１年 １４：４５
２～６年 １５：４０
１～２年 １４：４５
３～６年 １５：４０

