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

「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」
を目指して
校 長

引 間和彦

新学期を迎え、桜の花が満開となりました。
益子聡前校長先生に代わり、このたび、さいた
ま市立浦和大里小学校校長に着任した「引間和彦
（ひきまかずひこ）
」と申します。
「浦和大里小学
校の伝統を継承し、発展すること」を学校経営の
基本としていく所存です。どうぞよろしくお願い
いたします。
さて、平成２９年度の本校は、新入児童数１５
１名、全校児童数８５０名、第１～６学年２６学
級、特別支援学級「ひまわり」１学級の学級数２
７学級、教職員数５２名でスタートしました。子
どもたちにとって、新しい出会いがあり、新しい 「４月、満開となった校庭の桜」(本校ＨＰより)
学び合いが始まります。
平成２９年度は、次のような教育目標を設定し、
「魅力ある学校」を目指し努力してまいりま
す。
「学校は、子どものためにある」の視点を堅持しつつ、全教職員一丸となって、教育目標の
実現に向け、邁進する覚悟です。ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。
本校は、保護者・地域と連携して教育活動を進めていくことを基盤にした小学校です。昨年度
は、開校４０周年の記念行事を行い、各方面においてご協力を賜り、また子どもたちの安全確保、
健全育成のためにご支援をいただいたと、伺っています。誠にありがとうございました。
本年度も、昨年度同様、
「開かれた学校づくり」をさらに進めていきたいと考えております。
また、児童の「安心安全」の確保についても、力を注いで参ります。引き続き「学校安心メー
ル」への早めの登録をお願いいたします。
子どもたち一人ひとりが存在感をもち、安心して学校生活が送れるよう、浦和大里小学校職員
一丸となり、全力で取り組みます。子どもたちや保護者・関係者の皆様から厚い信頼を得られる
よう、全力で子どもの指導にあたります。
保護者・地域・関係機関等の皆様には、今までと変わらぬご理解、ご協力をお願い申し上げ、
新年度スタートにあたっての挨拶といたします。

◎ 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』
～認め合い、学び合い、共に育つ～
浦和大里小学校学校教育ビジョン
「夢いっぱい 笑顔いっぱい 心のふるさと浦和大里小」
～元気に挨拶、活動にメリハリ、落ち着いた雰囲気の学校～

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
西南さくら祭り

■

１日 ・・・

■

２日 ・・・

■

８日 ・・・

■

９日 ・・・

春季休業日（～４／９）
新６年児童登校・新学期準備作業

新任式・始業式・第４１回入学式
短縮3時間（3～5年 １０：５５下校）
２・６年・金管は短縮５時間・弁当持参
２年：１４：３０頃下校、６年・金管：１５：１０頃下校
短縮Ａ 4時間 １２：４０完全下校
すこやか朝会
２～６年給食開始 短縮Ａ ４時間 １３：３５完全下校
メルヘンタイム（全学年）
授業参観・懇談会（２・５・６年）ＴＶ放送１４：４５～
授業参観・懇談会（３・４年）ＴＶ放送１４：４５～
懇談会のみ（ひま・1年）ＴＶ放送１３：４５～
音楽朝会

■ １０日 ・・・
■ １１日 ・・・
■ １２日 ・・・
■ １５日 ・・・
■ １６日 ・・・
■ １７日 ・・・
■ １８日 ・・・
■ １９日 ・・・

児童委員会（4年生5時間）運動会係別（児童委員会後半）
通学班長会議（20分休み体育館）
PTA運営委員会・全体会
６年全国学力・学習状況調査 ３年内科検診
1年給食開始 クラブ１
１年生を迎える会８：３０～９：００
一斉下校（通常日課 第５校時）
耳鼻科検診 9:00～ 全学年
短縮Ａ ５時間 １５：２５完全下校
離任式（第５校時） 図書委員会（給食中ＴＶ放送）
スポーツタイム（全学年）
内谷中学校公開日 育成会常任委員会１３：００
子ども読書の日
個人面談①１４：３０～
短縮Ｂ ５時間 完全下校14：00
個人面談②１４：１５～
短縮Ｂ ５時間 完全下校14：00
個人面談③１４：１５～
短縮Ｂ ５時間 完全下校14：00
個人面談④１４：３０～
短縮Ｂ ５時間 完全下校14：00
避難訓練１０：４５～ ４年：煙体験 ６年：起震車体験
個人面談⑤１４：１５～
短縮Ｂ ５時間 完全下校14：00 ４年消防署見学
昭和の日

個人面談⑥１４：３０～
短縮Ｂ ５時間 完全下校14：00
６年校内ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ大会 安全点検日
１・２年歯科健診 ９：００～
児童委員会（４年５時間）
運動会全校練習①（８：３０～１校時）
内科検診 １年・ひまわり １３：１０～
運動会係別②６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 10：30～15：30
歯科健診 ４・６年 ９：００～
眼科検診 全学年 13：30
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
教育実習（６/９まで４週間）
内科検診 ６年 １３：１５～
内科検診 ２年 １３：１０～
運動会全校練習②（８：３０～１校時）
心臓検診 １・４年 ９：００～ クラブ２
学校評議員会 歯科健診 １・２年 ９：００～
運動会全校練習③（８：３０～１校時）
教育相談日
育成会総会
さいたま市長選挙

■ ２０日 ・・・
■ ２１日 ・・・
■ ２２日 ・・・ 内科検診 ５年 １３：１５～ クラブ３
PTA運営委員会
■ ２３日 ・・・
管弦楽鑑賞教室 ５年 文化センター
運動会全校練習④（８：３０～１校時）
■ ２４日 ・・・ 運動会係別③ ６校時（４年５時間（応援団・
金管・代表除く））
■ ２５日 ・・・ 内科検診 ４年 １３：１５～
運動会前日準備
■ ２６日 ・・・ ５・６年児童 全職員１３：４５～
１～４年 通常４時間 １３：３０完全下校
■ ２７日 ・・・ 第４１回運動会（弁当持参）
■ ２９日 ・・・ 振替休業日
運動会予備日①（弁当持参）
■ ３０日 ・・・
運動会係別反省会 8：30体育館

※４月分の給食費は５・６月分と合わせ、
６月２日（金）に引き落とします。
※平成２９年３月の安全点検は、
異常ありませんでした

「短縮Ｂの日課」

※今年度より、ご結婚のため、黒澤先生が内田
先生に、養護教諭の布施先生が和田先生に改

１校時 ： ８：３５～

２校時 ： ９：２５～

３校時 ：１０：２５～

４校時 ：１１：１５～

姓しました。おめでとうございます。

給 食 ：１２：００～
５校時 ：１３：００～

６校時 ：１３：５０～

「短縮Ｂ時の下校時刻」
４時間時：

※短縮授業は、短縮Ａと短縮Ｂの２通りです。
短縮Ａは通常日課で授業を進め、４時間や５時間等で
下校する日課です。
その他に、各学期の始業式・終業式・修了式、
土曜公開日等は特別日課となります。

１２:２０

４時間＋給食あり：１３:２０
５時間時：

１４:００

６時間時：

１４:５０

