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

「児童が活躍する姿を通して成果を示す」～実りの秋を迎えて～
校長 引間和彦
去る９月２１日、２２日の２日間、
「全国子ども科学教育研究全国大会」が、長野県諏訪市立中
洲小学校で開催され、参加してきました。全国から１００名を超える教育関係の参会者に加え、
長野県内の理科関係の先生方、午前中には、保護者・地域の方も参加されての盛大な研究発表会
でした。
研究発表会は、学校の日頃の教育活動を示す機会です。このような機会は、形こそ違いますが、
どの学校にもあります。
「運動会」や「校内音楽会」
、
「学校の授業公開」もその一つです。本校で
は、研究発表会については、今年度は、１１月１日「人権教育」
、１月１７日の「小中一貫教育」
の２回、研究発表会を行います。その成果は、教育実践の成果です。ぜひ、
「子どもたちの育った
姿」を通して発信していきたいと願っています。
本校の子どもたちのよさは、
「素直なこと」
「あかるいこと」
「思いやりがあること」という子ど
ものもつ本来のよさに加え、本校の校訓「かしこく」
「やさしく」
「たくましく」を素地に育ってい
る「思考力・判断力・表現力」と自らを高めようとする「向上心」です。今年度は、学校課題研究
を体育科の教科を中心に進めています。体育の授業場面で、体力向上という側面に加えて、友達
と関わり合ったり、自分の学習を振り返ったりしながら、思考し、判断し、表現しています。この
取組は、他教科にも反映されます。知識・理解の習得や技能の向上の側面に加えて、
「思考力・判
断力・表現力」を鍛えていきます。校内で行われている研究授業の場面でも、このような子どもた
ちの活躍が見られます。例えば、跳び箱運動では、直接の演技は自分では見えないけれど、脚の開
きや、膝や指先の伸びなどをお互いにアドバイスしながら励まし合っている様子、リレーでは、
最後まで頑張って走っている友達を応援する場面などです。学級での子どもたち同士の関わり合
いが、お互いを認め合い、一人一人の自信につながり、自分の力を発揮するという、そんな子ども
たちの活躍が、素晴らしいことなのです。
そして、私たち学校に携わる者は、このような「子どもたちの育ち」
、
「成長の姿」に喜びを求め
て、日々の実践に取り組んでいます。
１０月に入り、
「実りの秋」を迎えました。何をするにも絶好の季節です。４月からの様々な取
組での成果とともに、浦和大里小学校の子どもたちと過ごせる毎日に感謝しながら、今後も、
「子
どもたちの成長した姿」をたくさん発信していきます。

９月２９日（金）５校時の研究授業の一場面です。生き生きと活動する子どもたちが見受けられました。
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。

11 月の主な行事予定
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主な行事予定
児童生徒発明創意くふう展（宇宙科学館）
Ｓ・C来校日
６年修学旅行（１日目） ＰＴＡ運営委員会
給食試食会 対象：１年・転入生で希望する保護者
６年修学旅行（２日目） クラブなし １～５年５時間
さわやか相談員（内谷中）来校
なかよしクリーン活動13：10～13：40 ノーワンダー
育成会クリーン作戦 ４年 ５校時 ﾁｬﾚﾝｼﾞｽｸｰﾙ
自転車運転免許教室４年 ２・３校時 ２年町たんけん
南区避難所一斉開設訓練（9：00～12：00）
相撲大会（駒場） 受付８：３０ 開会式９：００
体育の日
お話朝会
クラブ ４年福祉教室 １・２校時 体育館
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火
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■

２日 ・・・

■
■

３日 ・・・ 文化の日
内谷中フェスタ
４日 ・・・ 2017ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム

■

６日 ・・・

■

７日 ・・・

■

８日 ・・・

■ ９日 ・・・
■ １０日 ・・・
■ １１日 ・・・
■ １２日 ・・・

浦和レッズハートフルサッカー 6年 ワンダータイム
就学時健診6年児童との打ち合わせ１４：４０～１４：５０

■ １３日 ・・・

朝、５年の図書委員が１年生に読み聞かせ
スポーツタイム（１・４・５年）メルヘンタイム（２・３・６年）

１４日

１日 ・・・

スポーツタイム（２・３・６年）メルヘンタイム（１・４・５年）

児童防犯訓練９：３０～１０：３０ ２年町たんけん（予備）

育成会まつり
ﾁｬﾚﾝｼﾞｽｸｰﾙ
さいたま市児童生徒科学教育振興展覧会 青少年宇宙科学館
さいたま市児童生徒科学教育振興展覧会 青少年宇宙科学館
３年校外学習（民家園・鈴木人形東玉） 大里っ子朝会
クラブ

■ １４日 ・・・
■ １５日 ・・・
■ １６日 ・・・

衆議院議員選挙 投票所
異学年交流給食（１の１・ひまわり＆６の１）
大里っ子 本となかよしまつり（～１１/２４）
ＳＳＷ来校日 Ｓ・C来校日
異学年交流給食（１の２＆６の２） 音楽朝会
ひまわり学級見学日
児童委員会 ４年５時間 異学年交流給食（１の３＆６の３）

木

２７日

金

２８日
２９日
３０日

土
日
月

３１日

火

異学年交流給食（３の１＆５の１） Ｓ・C来校日
４年５時間（小中合同音楽会の１ｈの振替）
ＰＴＡ運営委員会 異学年交流給食（３の２＆５の２）

秋の歯科健診 ３・５年
お話朝会
クラブ 異学年交流給食（３の３＆５の３）
小・中合同音楽会地区音楽会 文化センター
代表学級：６年１組
ﾁｬﾚﾝｼﾞｽｸｰﾙ
校内音楽会 ３→１→５→４→２→６年
学校公開日・音楽会 ９：３０～１１：３０
振替なし 短縮Ｂ３時間 11：50完全下校
さいたま国際マラソン
さいたま国際マラソン
６年校外学習（国会・科学技術館）
異学年交流給食（３の４＆５の４）
スポーツ開放委員会 18：00 ブックランド
県民の日
クラブ 避難訓練
異学年交流給食（２の１＆４の１）
市教研大会 短縮Ｂ ３時間 11：30完全下校
給食なし

校内サッカー大会 ８：５５開会式 １４：５０閉会式

■ ２２日 ・・・

委員会 ４年５時間
異学年交流給食（２の３＆４の３）
よい本を読む会朝：３・４年、２校時：１年、３校時：２年

■ ２３日 ・・・ 勤労感謝の日
サイエンスショー：２校時（全学年）
■ ２４日 ・・・
ワークショップ：３校時（６年）
■ ２５日 ・・・ ﾁｬﾚﾝｼﾞｽｸｰﾙ
校内サッカー大会 予備日 短縮A ５時間
■ ２７日 ・・・ 教育相談週間（～１２／１）希望制
異学年交流給食（２の４＆４の４）
授業参観・懇談会 低学年・ひまわり
■ ２８日 ・・・
短縮A ５時間
■ ２９日 ・・・ 異学年交流給食（２の５＆４の４） 短縮A ５時間
■ ３０日 ・・・ 授業参観・懇談会 中学年 短縮A ５時間

朝、５年の図書委員が１年生に読み聞かせ
スポーツタイム（２・３・６年）メルヘンタイム（１・４・５年）

２６日

ﾁｬﾚﾝｼﾞｽｸｰﾙ 異学年交流給食（１の５＆６の１）

■ １７日 ・・・ 教育相談日 シェフ給食
■ １８日 ・・・ ﾁｬﾚﾝｼﾞｽｸｰﾙ
異学年交流給食（２の２＆４の２）
■ ２０日 ・・・
ＳＳＷ来校日 Ｓ・C来校日
■ ２１日 ・・・ 育成会キッズサポーター養成講座 ４年

スポーツタイム（２・３・６年）メルヘンタイム（１・４・５年）

ﾁｬﾚﾝｼﾞｽｸｰﾙ ワンダータイム
就学時健康診断 短縮B２時間 全学年給食なし
１～４年１０：２５、５年１０：３５完全下校
６年お手伝い後下校１２：３０ 学年・学級の時間

人権教育研究発表
特別日課３時間 １２：５０完全下校
小・中合同音楽会４年 下校１６：００頃

■

小中一貫交流の日（つぼみの日） ６年中学校訪問
秋の歯科健診 １・２年・ひまわり ワンダータイム
教育相談日 異学年交流給食（１の４＆６の４）
H29 歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール作
品展示（～29まで、ﾌﾟﾗｻﾞﾉｰｽ）
すこやか朝会
ＰＴＡふれあいまつり
１日看護実習日
４年校外学習（利根大堰・行田浄水場）
大里っ子朝会（図書委員会）

「第 2 回個人面談」（希望制）
今年度より、学校と家庭との連携協力をさらに深めるために、第２回個人面談を希
望制にて実施いたします。詳しくは１０月２０日に「希望する・しない」等を含めた
お手紙を配布しますので、ご覧下さい。以下、概要をお知らせします。
①期間：11/27～12/1 のうち、授業参観・懇談会以外の４日間
②面談時間 お一人１５分程度
③概要：希望者は、10/20 配布のお手紙にて、都合の悪い日を記入→担
任に 10/27 までに提出。その後 11/13 に決定日をお知らせ。
④日程変更：11/22（水）クラブ→委員会（４年５時間）
11/27～12/1 はすべて短縮 A ５時間授業
全学年下校１４：４５

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）
※１０月分の給食費の引き落とし日は、
１０月２日（月）です。
※９月の安全点検は、異常ありませんでした。
※１０月２４日（火）のひまわり学級見学日に、
見学希望する方は、事前にお知らせください。

「就学時健診 変更のお知らせ」
変更点
①短縮 B ２時間
②１～４年：１０：２５完全下校
５年：物品運搬手伝い後、１０：３５下校
６年：就学児童の補助等お手伝い後、
１２：３０下校
給食なし・弁当なし
※午後の眼科・内科等の各検診は、保護者が
就学児童と一緒に教室を回ります。

