教育目標
夢と希望をもち、
人間性豊かで
心身ともに
たくましい子の育成

「たった一言で子どもは変わる」
校 長

引 間和彦

４月２１日に、本校の離任式がありました。昨年度
までお世話になった先生方が、３週間ぶりに来てくだ
さり、本校の子どもたちとのお別れの式ができました。
どの児童も、懐かしい先生方の顔をしっかりと見て、
先生方のお話を聞いていました。その姿を見ていて、
私は、浦和大里小学校の昨年度の充実した教育活動を
想像しました。教育活動は、子どもと先生の良好な
人間関係が基盤となって成り立つものです。先生方の
話を漏らさず聞こうとする子どもたちの姿は、それを
表す姿でした。教育活動の成果は、一概に数値では表せ
「４月２１日 離任式の一コマより」
ないものもあります。子どもたちの育った姿を通して、
教育活動の成果を推し量ることがあります。まさに、そんな場面でした。

さて、ここで一編の詩を紹介します。詩人 河野 進さんの『一言』という詩です。
人が人との関係を築いていく際には、コミュニ
「一言」
河野 進
ふとした一言が 大きな喜びに
ふとした一言が 深い悲しみに
ふとした一言が 癒しがたい傷に
ふとした一言が 天使の慰めに
ふとした一言が 希望の太陽に
一言の重さを 覚えさせてください
一言にだけ仕えさせてください

ケーションは不可欠です。コミュニケーションの
基本は、言葉によるやり取りです。子どもたち
は、親や先生、大人からの一言に対して、いろい
ろな受け止め方をします。「ふとした一言」「何
気ない一言」であっても、言葉として相手に伝わ
ると、何か感じるものです。だからこそ私たち大
人は、「言葉の重み」を意識して、子どもたちに
声をかけ、語りかけ、自信をつけさせられるよう

にしたいものです。
「あの一言で、頑張れた。」「あの一言で、勇気が出た。」「あの一言が、背中を押してくれ
た。」そんな経験が積み重なることで、子どもは、やり遂げる喜びを覚えたり、自信がついたり
していきます。
このことは、子どもたち同士の関係においても、同じです。時には、大人以上に影響が大きい
場合もあります。相手を認める言葉は、コミュニケーションのきっかけになります。「挨拶の一
言」は、まさに、相手を認めることです。他にも、「心温まる言葉」や「元気が出る言葉」、そ
んな言葉をたくさん交わしたいものです。
新学期が始まって１か月となります。新しいクラスで、新しい友達や新しい先生と良好な人間
関係づくりを築くことからスタートした本校です。これからも、教育目標の実現を目指します。

浦和大里小学校では、教職員一丸となり、教育活動を精一杯進めてまいります。どうぞよろしくお願いします。
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主な行事予定
個人面談⑥（短縮Ｂ５時間 完全下校14：00）
面談開始１４：３０～
聴力欠席者・再検査
校内ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会（６年） 安全点検日 すこやか朝会
憲法記念日
みどりの日
こどもの日

児童委員会２（４年５時間）
教育実習（６/２まで４週間）埼大３年（植田夏希さん）
運動会全校練習①（８：３０～１校時）
内科検診（１年・ひまわり）
運動会係別６校時（４年５時間・応援団・金管・代表除く）
海外日本語教師研修 歯科健診（４・６年） お話朝会
さわやか相談員（内谷中）来校
眼科検診（全学年）
短縮B ６時間 14：50完全下校
PTA総会15：00体育館 PTA歓送迎会
相撲大会 受付８：３０ 開会式９：００
競技開始９：３０
雨天：４～6年のみ実施
会場：駒場運動公園内相撲場
校庭開放員会（鹿手袋会館、午前）
教育実習（６/９まで４週間）文教３年（神田寛之さん）
内科検診（６年）
内科検診（２年） 運動会全校練習②（８：３０～１校時）
心臓検診（１・４年） 尿二次検査（該当者） クラブ２
卒業アルバム用クラブ写真撮影（外＆未撮影）大里っ子朝会
学校評議員会 歯科健診（ひまわり・１・２年）
運動会全校練習③（８：３０～１校時）
教育相談日
さいたま市長選挙のため、午後体育館準備
内谷中金杉先生（体育）来校日
さいたま市長選挙のため、体育館使用不可
育成会総会・
懇親会
育成会総会10：00 ﾌﾞｯｸﾗﾝﾄﾞ
さいたま市長選挙
内科検診（５年） クラブ３ スクールカウンセラー来校日
PTA運営委員会 管弦楽鑑賞教室（５年・文化センター）
音楽朝会
運動会全校練習④（８：３０～１校時）
運動会係別６校時（４年５時間・応援団・金管・代表除く）
内科検診（４年）
運動会前日準備（５・６年） メルヘンタイム（全）
１～４年通常４時間 １３：３０完全下校
運動会 →弁当持参
振替休業日
運動会予備日①→弁当持参
運動会係別反省会 8：30体育館
運動会予備日②→給食あり 児童委員会３（４年５時間）
プール清掃（体育部）・プール開栓日 すこやか朝会
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■
■
■
■

いじめ撲滅強化月間 防災引渡し訓練
色覚検査６年（希望者）
２日 ・・・ 安全点検日 色覚検査４年（希望者）
３日 ・・・ 中学 市学校総合体育大会（～９日）
５日 ・・・ 色覚検査１年（希望者）
６日 ・・・ 色覚検査ひまわり・２年（希望者）
７日 ・・・ クラブ４ 歯科健診３・５年
８０２０歯の健康教室（１～３年）５校時
８日 ・・・
第１回すこやか委員会１５：００
６年プール掃除（午前） 職員仕上げ（放）
５年校外学習（富士重工・武州中島紺屋）
９日 ・・・
１年鍵盤ハーモニカ講習２・３校時
色覚検査３年（希望者）
色覚検査５年（希望者）
１２日 ・・・
ＳＳＷ Ｓ・C来校日
Bブロックバスケット大会（朝：激励会）
１３日 ・・・
育成会・大里ＰＴＡ共催献血
１４日 ・・・ クラブ５ 児童安全意見交換会10：00
１５日 ・・・ １年生活科校外学習（別所沼）
２０日 ・・・ PTA運営委員会 南区一斉あいさつ運動
クラブ６ ごみスクール（４年）
２１日 ・・・
１年生活科校外学習予備日
２３日 ・・・ 教育相談日
２６日 ・・・ スクールカウンセラー来校日
２８日 ・・・ 児童委員会４（４年５時間）
２９日 ・・・ 教育委員会計画訪問３
１日 ・・・

※４・５・６月分の給食費の引き落とし日は、
６月２日（金）です。
※４月の安全点検は異常ありませんでした。
※５月２１日（日）はさいたま市長選挙の
ため、早朝から終日北門を施錠します。
※６月下旬から１月中旬まで、校舎の外壁工事
と屋上防水工事が行われます。詳細は手紙に
てお知らせいたします。
本校は「さいたま市学校安心メール」

「避難訓練」
４月２７日（木）、地震発生や火災発生に対して、安全かつ迅
速に避難できる態度や習慣を身に付けることをねらいに避難訓
練を実施しました。児童は「おさない・かけない・しゃべらな
い・もどらない・ちかづかない（おかしもち）」の５原則を守っ
て行動していました。実施後には、南消防署の方々から「すば
やく避難することができました。」という言葉をいただきまし
た。
また、煙体験（４年生）
・起震車
体験（６年生）も実施しました。

システムを導入しています。
学校から災害、犯罪、不審者等の緊急情報、
運動会の延期連絡等を配信いたします。
御家族皆様はもちろん、学校ボランティアの皆様や
地域の皆様も御登録いただけます。
登録方法は、学校より配付の「メールアドレ
ス登録手順」に従ってください。
このメールシステムにおいて、学校が登録者の
個人情報を取り扱うことはありません。

登録を
お願いします

