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

「やるとできる」 ～自ら取り組む姿を目指して～
校 長

引間 和彦

１０月３日（火）４日（水）の２日間、６年生児童と共に、日光への修学旅行に行って参りまし
た。修学旅行は、
「修学」の文字通り、学問を修め習う旅行です。
戦場ヶ原でのハイキング、日光東照宮、いろいろなところで、たくさんの人たちと出会いまし
た。修学旅行に来ている小学生、観光で訪れた外国人の団体客、家族で来ている方などに対して、
気持ちのよいあいさつを交わしている６年生がたくさんいたこと、とても嬉しく感じました。こ
のときの６年生の姿は、まさに「自ら取り組んでいる姿」です。そして、周りも笑顔になるくらい
「気持ちよく」
、
「明るく」
、
「はっきり」と挨拶していました。
１０月１２日に行われた「ハートフルサッカー教
室」での６年生の姿にも、同じような場面を感じまし
た。
「元気よく声をかけ、笑顔で挨拶」を実践してい
ました。
「点が入った時は、みんなで喜んで、盛り上
がる」ということも実践していました。事前の講話の
中で、ハートフルサッカー教室の指導者である落合
キャプテンに、
「やらされてやっても続かないもの」
と言われ、進んでやるように指導されていました。そ
の結果、子どもたち自身が、
「自分から」という意識
になっていきました。
「やらされている」という意識
が強いと、続けることは難しいものです。理想の姿は、
「自ら取り組む姿」です。また、物事を身
につけていく際には、
「形から入る方法」と、
「意味から入る方法」とあります。小さいうちほど、
「形から入る方法」の方が取り組みやすいと思います。そして、
「やること」で、その価値に気づ
けば、
「自らやる姿勢」につながります。
みんな「やるとできる」のです。学校の中だけでなく、地域や社会の中で、自分がその気になっ
てやるとできる。これは、ほかのことにも通じるはずです。
ぜひ、浦和大里小学校の児童は、内谷中学校・白幡中学校ともに「合い言葉」になっている「挨
拶は、２秒でできる自己紹介」を実践してほしいと思います。
さて、１１月となり、朝晩の冷え込みも感じられる日が増えてきました。どの学年も、２学期
後半、学校生活の半年が過ぎ、充実した活動を展開していたり、成果が表れたりしています。こ
れらの成果も、これまで取り組んできた結果です。そして、その成果とともに、さらによくする
ための課題が見えてきます。今月は、
「人権教育研究発表会」で始まり、
「校内音楽会」もあり、
本校の教育活動を子どもたちの姿を通して、いろいろと発信できる機会があります。
「教師の姿
勢が、子どもの姿勢となる」という言葉を実践し、
「子どもたちの活躍が光る浦和大里小学校」
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。

１２月の主な行事予定

１１月の主な行事予定
１１月

曜

１日

水

２日

木

３日
４日
５日

金
土
日

６日

月

７日

火

８日

水

主な行事予定
人権教育研究発表 特別日課３時間 １２：５０完全下校
４校時：給食・清掃・帰りの会 さわやか相談員（内谷中）来校

■

小・中合同音楽会４年 ﾁｬﾚﾝｼﾞｽｸｰﾙ ワンダータイム
異学年交流給食（１の５＆６の１）
文化の日 内谷中フェスタ
2017ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム

■

ICTサポーター（新田さん）来校日 Ｓ・C来校日
異学年交流給食（３の１＆５の１）
４年５時間（小中合同音楽会１ｈの振替）
ＰＴＡ運営委員会 秋の歯科健診３・５年 ９：００～
異学年交流給食（３の２＆５の２） お話朝会
クラブ 小・中合同音楽会地区会 代表学級：６年１組
異学年交流給食（３の３＆５の３）
スポーツタイム（１・４・５年）・メルヘンタイム（２・３・６年）

ﾁｬﾚﾝｼﾞｽｸｰﾙ ワンダータイム
PTA成人教育委員会講習会 9：30～11：30 ﾊｯﾋﾟｰﾙｰﾑ

９日

木

１０日

金

１１日

土

１２日

日

１３日

月

６年校外学習（国会・科学技術館等）異学年交流給食（３の４＆５の４）
スポーツタイム（１・４・５年）・メルヘンタイム（２・３年）

１４日

火

県民の日
クラブ（２学期最後） 異学年交流給食（２の１＆４の１）

１５日

水

スポーツタイム（２・３・６年）メルヘンタイム（１・４・５年）

１６日

木

１７日

金

１８日
１９日

土
日

２０日

月

２１日

火

校内音楽会 ９：５５～１１：５０ ３→１→５→４→２→６年

学年学級の時間
学校公開日・音楽会 ９：３０～１１：３０→振替休なし
短縮Ｂ ３時間 →給食なし・１１：５０完全下校
さいたま国際マラソン

ICTサポーター（新田さん）来校日
市教研大会 短縮Ｂ ３時間→給食なし・11：30完全下校
教育相談日 内谷中金杉先生（体育）来校日
市理科教育研究発表会 本校会場 14：00 8校来校
シェフ給食に関する朝会→シェフ給食
ﾁｬﾚﾝｼﾞｽｸｰﾙ
保育者小学校体験研修 １日目
異学年交流給食（２の２＆４の２） ＳＳＷ ＳC来校日
保育者小学校体験研修 ２日目
学年学級の時間
育成会キッズサポーター養成講座 ４年
校内サッカー大会 ８：５５開会式 １４：５０閉会式
委員会なし（サッカー大会のため） １～５年５時間

２２日

水

２３日

木

２４日

金

サイエンスショー：２校時（全学年）、ワークショップ：３校時（６年）
スポーツタイム（１・４・５年）・メルヘンタイム（２・３・６年）

２５日
２６日

土
日

ﾁｬﾚﾝｼﾞｽｸｰﾙ

２７日

月

校内サッカー大会 予備日 異学年交流給食（２の４＆４の４）

２８日

火

２９日

水

３０日

木

よい本を読む会 朝：３・４年、２校時：１年、３校時：２年

異学年交流給食（２の３＆４の３）
勤労感謝の日

学年学級の時間

希望制個人面談週間① 短縮A ５時間
授業参観・懇談会 低学年・ひまわり
希望制個人面談週間② 短縮A ５時間 音楽朝会
内谷中樋川先生（家庭）来校日
希望制個人面談週間③ 短縮A ５時間
内谷中石神先生（図工）来校日 異学年交流給食（２の５＆４の４）
スポーツタイム（２・３・６年）メルヘンタイム（１・４・５年）

授業参観・懇談会 中学年
希望制個人面談週間④ 短縮A ５時間 ノーワンダー

「児童防犯教室」
１０月１３日（金）、不審者等
の侵入に伴う緊急時に、安全かつ
敏速な避難ができるように、防犯
訓練を行いました。その後、1 年
生は防犯講習を受けました。みん
な真剣に聞いていました。

■

授業参観・懇談会 高学年
希望制個人面談週間⑤ 短縮A ５時間
２日 ・・・ ﾁｬﾚﾝｼﾞｽｸｰﾙ
安全点検日 南区内一斉あいさつ運動
４日 ・・・
Ｓ・C来校日
１日 ・・・

■

６日 ・・・

■

７日 ・・・

■

８日 ・・・

■

９日 ・・・

■
■
■
■
■

１２日
１３日
１４日
１６日
１８日

児童委員会（学期末評価） 避難訓練
さわやか相談員（内谷中）来校

ワンダータイム（なかよし集会の打ち合わせ）
ﾁｬﾚﾝｼﾞｽｸｰﾙ
避難訓練 予備日
小学校管楽器連盟演奏会（文化センター）
校庭開放委員会体育館校庭整備作業
十二日まち
クラブなし ５時間
なかよし集会（ワンダー～５校時）

・・・
・・・
・・・
・・・ ﾁｬﾚﾝｼﾞｽｸｰﾙ
・・・ ＳＳＷ Ｓ・C来校日
短縮B４時間 13：00完全下校 給食最終日
■ ２０日 ・・・
育成会ﾎﾜｲﾄｺﾝｻｰﾄ
■ ２１日 ・・・ 短縮B ４時間 12：20完全下校
特別日課 ４時間 12：10完全下校
■ ２２日 ・・・
終業式

※１１月分の給食費の引き落とし日は、
１１月２日（木）です。
※１０月の安全点検は、異常ありませんでした。
※日程変更のお知らせ（太字が変更点）
①１１月１５日（水）クラブ（２学期最終）
②１１月２２日（水）委員会なし・１～５年５時間
（６年校内サッカー大会のため）
③１２月６日（水）児童委員会・４年５時間

「学校公開日・音楽会の確認」（１０／１３配布済）
①９：３０～低学年の部、１０：１５～中学
年の部、１１：００～高学年の部です。
②保護者の皆様の参観は、低・中・高学年
ごとの完全入れ替え制となります。兄弟
姉妹の音楽会を参観する場合も、一度退
場されてから再度ご入場ください。
③保護者席は、フロア席・椅子席・立見席
の３種類です。入場時に、30 名程度ずつ
ご案内となります。
④写真撮影・ビデオ撮影は可。フラッシュ撮影は
不可。三脚は立見席のみ可です。なお、撮影し
た画像等の管理は個人情報保護法のもと、撮影
者の責任でお願いします。
⑤名札、上履き、下足入れ用袋をご用意ください。
⑥自転車・自動車での来校はできません。

「つぼみの日」
１０月 2６日（木）中学校
生活に希望をもつ機会とする
ことを目的に、６年生が白幡
中・内谷中で授業見学や部活
動見学をしてきました。

