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

「新しい年を迎えて」
～３学期の始まりにあたり～
校 長

引間和 彦

謹んで、新年のご挨拶を申し上げます。
冬休み中、子どもたちが、大きな事件や事故に遭うこともなく、安全に過ごせ本日が迎えられたことに何
よりの喜びと感じています。各ご家庭のご指導、ご協力に心から感謝申し上げます。それぞれ、ご家族の皆
様、和やかなお正月をお迎えになられたことと思います。
私は、新年を迎えた時報とともに、毎年
恒例の初詣に出かけました。風がなく、例
年より暖かさを感じました。また、年明け
直後のお参りのピークを過ぎたのか、行
列になるほどではなく、手を合わせてい
る時間も幾分長くいられました。今年一
年が、幸多く、明るく過ごせたらと心から
願うばかりです。
さらに、今年も、自宅のベランダから、
「初日の出」を眺めました。雲一つなく、
日の出直後、一筋の光がみるみるとまぶ
しい光に変わっていく様は、まさに、１年
の始まりにふさわしい希望あふれる光景
でした。

「自宅のベランダから見た、２０１８年の夜明け」

さて、今年は戌年（いぬどし）。動物では、犬を表します。十二支は、動物を当てていますが、元々、暦
などでは、いろいろな意味、例えが示されています。植物に例えると、酉（とり）が、完熟した作物の収穫
を指している後を受け、戌（いぬ）は、収穫した作物を蓄え、守っている状態を指しています。また、時期
を表す意味では、１日でいうと、午後８時を中心とする前後１時間とされています。方角では、西北西より
やや北寄り（北西微南）を表しているとのことです。
浦和大里小学校の子どもたちの１年で考えると、まさに第３学期のまとめに当たる時期であり、学校で一
つ一つのことに一生懸命に取り組んだことが、成果となって表れ、自分の力として身につけ、自信がもてて
くるという、この時期と重なります。
さらに、今日から始まる３学期、１年の始まりであるとともに、学年としてのまとめでもあります。私は、
改めて、子どもたちに二つのことを期待します。
一つは、「自分や他人を思いやり、命を大切にする人」です。そして、もう一つは、「目標に向って努力
する人」です。
学校には、たくさんの友達がいます。その友達とともに、学び、成長していくには、「自分や他人を思
いやること、すべての命を大切にすること」が基本になることは、当たり前のことですが、そのために、
「優
しい心」がますます育ってほしいと願います。また、一人ひとり、目標に向かってきちんと計画を立て、そ
の「目標に向かって努力すること」が、自分を高めることになります。
今年は、２月に韓国平昌で冬季オリンピック、パラリンピックが開かれます。様々な活躍の場面をお手本
にして、浦和大里小学校の子どもたちも、さらに飛躍してくれるように願っています。

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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１月の主な行事予定
１月

曜

９日

火

１０日

水

１１日

木

１２日

金

１３日
１４日
１５日

土
日
月

１６日

火

１７日

水

１８日

木

１９日

金

２０日

土

２１日

日

２２日

月

２３日

火

２４日

水

２５日

木

２６日

金

２７日

土

２８日

日

２９日
３０日
３１日

月
火
水

主な行事予定
特別日課４時間 １２：１０完全下校
始業式→すこやか朝会 安全点検日 校内競書会
特別日課・ノーチャイム １３：４０完全下校 給食開始
さいたま市学習状況調査 さわやか相談員来校 朝活動なし
ワンダータイム ５・６年身体測定
クラブ長会議・２０分休
Bブロックサッカー大会（会場：西浦和小・初戦：沼影小）
３・４年身体測定 サッカー激励会
ﾁｬﾚﾝｼﾞｽｸｰﾙ
児童委員会 ４年生５時間 １・２年・ひまわり身体測定
サッカーＢブロック大会・予備日
ICTサポーター来校日 大里っ子朝会
小中一貫教育研究発表会（授業学級：６年３組
授業会場：内谷中学校） 短縮Ｂ４時間 給食あり
１３：００完全下校 白幡中未来くるワーク① 朝活動なし
学校連絡協議会（１０：００～１１：００ ブックランド）
ﾁｬﾚﾝｼﾞｽｸｰﾙ ワンダータイム 白幡中未来くるワーク②
教育相談日 サッカー中央大会１日目
白幡中未来くるワーク③ スポーツタイム（全学年）
学校公開日（２・３校時） 特別日課３時間 11：50下校
薬物乱用防止教室（6年・3校時・体育館・希望者）

■
■
■
■
■
■

第２回すこやか委員会（１５：００～）
１日 ・・・ さいたま市特別支援教育作品展
（～４日・うらわ美術館）
２日 ・・・ 新入学児童保護者説明会(９：３０～）
３日 ・・・ ﾁｬﾚﾝｼﾞｽｸｰﾙ 育成会新春交流会
５日 ・・・ 安全点検日 ＳＳＷ・ＳC来校日
６日 ・・・ ＰＴＡ運営委員会 お話朝会
児童委員会 ４年生５時間
７日 ・・・
さわやか相談員（内谷中）来校
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ﾁｬﾚﾝｼﾞｽｸｰﾙ

わくわくフェスタ

（別所幼稚園、武蔵浦和保育園年長組来校）
通学班編制連絡会議（10:00～）
3年うさぎのお世話講座（5校時）
学校評議員会 大里っ子朝会
クラブ発表①（３年クラブ見学）
ﾁｬﾚﾝｼﾞｽｸｰﾙ クラブ発表②
教育相談日 保幼小連絡協議会

参観・懇談会（３・４・５年） 音楽朝会
クラブ（３学期最終）
参観・懇談会（１・２年・ひまわり）
６年感謝のつどい 短縮Ａ５時間（１～５年）
ﾁｬﾚﾝｼﾞｽｸｰﾙ
Ｓ・C来校日
児童委員会（３学期最終） ４年生５時間

※２月分の給食費の引き落とし日は、

学校給食週間（～１/２６） ＳＳＷ・ＳC来校日
給食選定委員会（14：00・校長室）
サッカー中央大会２日目 内谷中未来くるワーク①
音楽朝会
クラブ 内谷中未来くるワーク② サッカー中央大会予備日
メルヘンタイム（全学年） ICTサポーター来校日
内谷中未来くるワーク③ ﾁｬﾚﾝｼﾞｽｸｰﾙ ワンダータイム
携帯・インターネット安全教室（５年・３校時）
スポーツタイム（全学年）
書き初め中央展（会場：本校体育館 9：00～16：00）
埼玉県小・中学校児童生徒美術展さいたま市地区展
（会場：うらわ美術館 10:00～16:30）
書き初め中央展（会場：本校体育館 9：00～16：00）
埼玉県小・中学校児童生徒美術展さいたま市地区展
（会場：うらわ美術館 10:00～16:30）
ミニ遊ぼう週間（～２/２・２０分休み）
すこやか朝会
クラブ メルヘンタイム（全学年）
『B ブロックサッカー大会』

1 月１２日(金)、西浦和小学校において、B ブロックサッカー大

２月２日（金）です。
※３月分の給食費の引き落とし日は、
３月２日（金）です。
※１２月の安全点検は、異常ありませんでした。
※ＳＳ（さわやか相談員）
ＳＣ（スクールカウンセラー）
ＳＷ（ソーシャルワーカー）
『
“うれしかった！先生からのことば”調査』
本校独自の取組である「“うれしかった！先
生からのことば”調査」を今年度も１月１０日
（水）に配布いたします。児童・保護者・教職
員にとって、明るく楽しい学校となるよう努力
してまいりますので、ご理解・ご協力のほどよ
ろしくお願いします。
『埼玉県書き初め中央展覧
会場は本校体育館！！』

会が開催されます。開会式は１２：２０からで、初戦は沼影小学

１月９日（火）に校内競書会が行われます。

校です。保護者の参観できますので、名札着用と熱い声援お願い

その際、校内審査会で選ばれた３名の金賞者の

します。本校からは、6 年２組男子・6 年１組女子が代表として

作品をさいたま市書き初め展に出品します。そ

出場します。冬休みも仲間とともに練習に励み、技術やチームワ
ークをさらに高めました。がんばれ！浦和大里小！！
また、Ｂブロック大会で優勝すると中央大会出場となります。

して、その中で選ばれた推薦賞作品が埼玉県内
から本校に集まり、体育館に展示されます。県
内の子どもたちの素晴らしい書き初め作品を、
ぜひご覧ください。

