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

「子どもたちの活躍を支えていただいていることに感謝」
校 長

引 間和彦

１１月は、さまざまな行事があり、各場面で、子どもたちの活躍が光った月でした。
１日（水）に行われた人権教育研究発表会には、市内の教員が１００名近く集まり、たくさんの
保護者や地域の皆様にもご参観いただく中で、
２年１
組と４年１組の体育科の研究授業を公開し、
担任とと
もに体育の授業で活発に活動する様子を見せてくれ
ました。１１日の土曜日には、保護者の皆様にもご来
校いただき、前日に引き続き、校内音楽会を開催しま
した。各学年、合唱や合奏を通して、素晴らしい歌や
曲を披露できました。この時期、市内の音楽会も開催
され、例年の第４学年の合唱参加に加え、今年度は、
６年１組が地区音楽会に学校代表として、参加し、
「校内音楽会の様子から」 ～第６学年「八木節」～
堂々と合唱を披露してくれました。
１７日（金）には、「さいたま市理科教育研究発表会（児童生徒の部）南区Ｂブロック予選会」
が、本校で行われました。４年生女子児童が、学校代表として発表しました。惜しくも区の代表に
はなれませんでしたが、６年生の多い他校の代表に混ざり、「どっちが育つホウセンカ PartⅡ」
という題目で、植物の成長の不思議について、実験を行い、自分で確かめたことをまとめ、立派に
発表していました。そのほかにも、「シェフ給食」や「ＳＴＥＭ学習プログラムのサイエンスショ
ーやワークショップ」実施での取組や、各学年の校外学習等、本校の子どもたちの活躍が沢山見
られました。一人ひとりの成長につながるだけでなく、学校全体の自信につながっています。
一方で、安全対策について見直すこともできた月でした。校舎の外壁塗装及び屋上防水工事も
１１月でほぼ完了しました。現在、仕上げと片づけ作業です。今月の検査をもって終了します。学
校の外観は、見違えるようにきれいになりました。この間、大きな事故なく対応できた陰には、業
者の方々の安全対応をはじめ、各学級での安全指導のお蔭だと感謝しています。朝夕の寒さが増
し、日没も早くなり、登下校の交通安全等にも、保護者や地域の多くの方々のご協力をいただい
ていることも、改めて感謝しているところです。子どもたちが、安心して活躍できるためには、た
くさんの方の支えがあって実現していることを改めて、強く感じました。皆様のご協力に感謝し
ます。あわせて、児童一人ひとりが、「たくさんの人たちが自分たちのことを見守っていただいて
いること」に気づき、そのことで安心感が生まれ、自分が目標に向かって取り組むこと、専念でき
ることにつながることを感じ、見守られていること自体が、「皆さんの優しさ」であることを知
り、「ありがとう」の気持ちを表してほしいと思います。
さて、２学期の生活も、１２月を残すだけとなりました。ぜひ、今月は、「今年のまとめ」とし
ても大切な月です。２学期の様々な取り組みを振り返り、自分の成長を確かめ、さらに、それぞれ
の学年の３学期に伸ばしていくことをはっきりとさせる「まとめの月」となることを願っていま
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。

１月の主な行事予定

１２月の主な行事予定
１２月
１日

曜

金

主な行事予定
授業参観・懇談会（高学年）
短縮A ５時間 完全下校１４：４５
希望制個人面談⑤１５：００～
ブックランド通常貸し出し本日まで
スポーツタイム（１・４・５年）・メルヘンタイム（２・３・６年）
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特別日課 ４時間 １２：１０完全下校
９日 ・・・ 始業式→すこやか朝会 安全点検日
校内競書会 ３・４校時
特別日課５ ノーチャイム １３：４０完全下校
１０日 ・・・
給食開始 さいたま市学習状況調査
１１日 ・・・ ５・６年身体測定 クラブ長会議 ２０分休み
Bブロックサッカー大会（会場：西浦和小）
１２日 ・・・
書き初め代表練習 ３・４年身体測定
１３日 ・・・ ﾁｬﾚﾝｼﾞｽｸｰﾙ
児童委員会 ４年生５時間 書き初め代表練習

安全点検日 南区内一斉あいさつ運動
ブックランド返却のみ（～１２/８） Ｓ・C来校日
６年租税教室３・４校時わくわくルーム すこやか朝会
児童委員会（２学期最終）４年５時間 避難訓練
さわやか相談員（内谷中）来校 メルヘンタイム（全）
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 学年・学級の時間
通学班編制と個人情報の会議（臨時）３校時ハッピールーム
小学校管楽器連盟演奏会（文化センター 14：00）
校庭開放委員会体育館校庭整備作業9：00

■ １５日 ・・・

ブックランド冬休み貸出（１人３冊・～１２/２０）
十二日まち 音楽朝会
なかよし集会リハーサル（２０分休み・放送室）
クラブなし ５時間 メルヘンタイム（全）
民生委員連絡会 １５：００ ハッピールーム
なかよし集会（ワンダー～５校時）
学年・学級の時間
ﾁｬﾚﾝｼﾞｽｸｰﾙ

■ ２３日 ・・・

ＳＳＷ・ＳC来校日
表彰朝会
短縮B ４時間 13：00完全下校 給食最終日
育成会ﾎﾜｲﾄｺﾝｻｰﾄ １３：２５～１４：３０ 朝活動なし
短縮B ４時間 12：20完全下校 ブックランド閉館
大掃除：４校時 朝活動なし
特別日課 ４時間 12：10完全下校
終業式
学年・学級の時間

■ ２９日 ・・・ ミニ遊ぼう週間（～２/２）
■ ３１日 ・・・ クラブ

≪地 元 シェフによる給 食 ≫
１１月１７日（金）に、武蔵浦和駅前のレストラン
「トラットリア・アズーリ」の総料理長、新妻直也さん
と本校栄養士がメニューを考案し、本校給食室で調理し
てシェフ給食を実施しました。メニューの目玉は、黒キャ
ベツを使ったミネストローネとペンネのパスタグラタン、
豆乳クリームで作った「ティラティス」でした。子どもたちは、「ボーノ！」と言っ
て続々とおかわりをしていました。

≪STEM プログラム・サイエンスショー≫
１１月２４日（金）に米ボーイング社による科学・技術・工学・数学の
頭文字をとった STEM プログラムを本校体育館で行われました。トンボや

１・２年・ひまわり身体測定
■ １６日 ・・・ サッカーＢブロック大会 予備日
小中一貫教育研究発表会（授業会場：内谷中）

■ １７日 ・・・

■ １８日 ・・・
■ １９日 ・・・
■ ２０日 ・・・
■ ２２日 ・・・

■ ２４日 ・・・
■ ２５日 ・・・
■ ２６日 ・・・
■ ２７日 ・・・

■ ２８日 ・・・

短縮Ｂ ４時間 給食あり １３：００完全下校
６年３組発表クラスは４校時：給食
白幡中未来くるワーク①
学校連絡協議会 １０：００～ ブックランド
ﾁｬﾚﾝｼﾞｽｸｰﾙ 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
学校公開日（２・３校時）
特別日課３時間 11：50完全下校
薬物乱用防止教室 6年 3校時 体育館
学校給食週間（～１/２６） ＳＳＷ・ＳC来校日
サッカー中央大会２日目
内谷中未来くるワーク①
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
内谷中未来くるワーク③ ﾁｬﾚﾝｼﾞｽｸｰﾙ
携帯・インターネット安全教室 ５年 ３校時
書き初め中央展会場（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 10:00～17:00 うらわ美術館
書き初め中央展会場（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 10:00～17:00 うらわ美術館

※給食費の引き落とし日は以下の通りです。
１２月分：１２月４日（月）
１月分：

１月４日（木）

※１１月の安全点検は、異常ありませんでした。

≪体罰・暴言等不適切な指導に関する相談票≫
さいたま市では、教職員からの体罰・暴言
等不適切な指導に関する相談をいつでも受け
付け、対応できるようにしております。
そこでこのたび、さいたま市ホームページ
にも「相談票」を掲載いたしましたので、お
知らせいたします。
【学校相談窓口】 電話：８６４－６７３１ 教頭
【教育委員会・相談窓口】
さいたま市教育委員会教職員人事課管理係
電話：８２９－１６５４

鳥、凧・気球、飛行機の模型を使って、空を飛ぶ原理
を楽しく説明していただきました。
６年生にはさらにワークショップで、ロボットや
宇宙服を作製しました。

※「赤い羽募金」にご協力いただき、
ありがとうございました。全校で集まった
33,813 円は、埼玉県共同募金会へ
１１月２１日に、寄付いたしました。

