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

「自他を大切にすること」 ～「いじめ撲滅強化月間」～
校 長

引 間和彦

５月２７日には、本校運動会が、盛大に開催できました。

皆様のご声援、ありがとうございました。赤組も白組も、
一生懸命に競技する、演技する姿に感動しました。また、
みんなが心を一つにして、全体でそろえる集団での素晴ら
しさを子どもたち自身が少しでも味わえたのではないかと
感じました。
運動会に取り組む中で、ふと、学校の役割を考える場面
がありました。個性という視点では、一人ひとりみんな違

「５月２７日 運動会の一コマより」

う。十人十色です。一方で、社会性、集団での行動という点では、
「他人に迷惑をかけない」よう
に行動できる社会人を育てることが、学校には求められています。そんな視点から、先月のある
日の午前中の様子が思い浮かびました。
「休み時間には、にぎやかだった校舎内でしたが、授業の始まりのチャイムが鳴りしばらくす
ると、シーンと静まり返りました。廊下には誰もいません。各教室には、先生の話を真剣に聞く
児童や黒板の前で、説明する児童の姿。そして、音楽室の近くでは、歌声が聞こえ、体育館や校
庭からは、元気のよいかけ声が聞こえてきました。
」
学校は、集団で生活する場です。
「学校社会」という言葉があるように、社会の縮図でもありま
す。集団で生活する約束事のもとで、
「他人に迷惑をかけない」ように生活しながら、将来、社会
に出て活躍するための力を身に付けていきます。このようなメリハリのある生活を通して、子ど
もたちは、学力や体力とともに、集中力や忍耐力等が身につけていくのです。また、その過程に
は、
「仲間」の存在は、自分の力をさらに高めるために、不可欠です。
「一人では無理だったけど、一緒に頑張れた」
「応援の声が聞こえたから、頑張れた」
「相談に
のってもらえたから乗り越えられた」などの経験を通して、子どもたちは、
「友達」から「親友」
になっていくのです。
６月は、
「いじめ撲滅強化月間」です。
「いじめ」の発生する構造は、自他を認めないところか
ら始まります。そして、互いの「無関心」によって増長されます。ノーベル平和賞を受賞された
マザー・テレサ氏は、
「愛の反対は、憎しみではなく無関心である」と述べたことは有名です。人
権教育の推進にあたって、いじめや差別を含め、周りが関わり、関心をもつことから、問題解決
の一歩が始まります。学校でも、
「いじめ撲滅」に向け、積極的に取り組んで参ります。

６月の主な行事予定
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主な行事予定
いじめ撲滅強化月間 ノーワンダー 色覚検査：６年希望者
防災引渡し訓練 訓練開始13：50 引渡開始14：10
さいたま市学校安心メール配信試験
安全点検日 色覚検査：４年希望者
内谷中金杉先生（体育）来校日 メルヘンタイム（全）
中学さいたま市学校総合体育大会（～９日） ﾁｬﾚﾝｼﾞｽｸｰﾙ

７月の主な行事予定

■
■

参観・懇談会 高学年
５年舘岩自然の教室 保護者説明会
４日 ・・・ 参観・懇談会 中学年
５日 ・・・ クラブ７（学期末評価）

■

６日 ・・・

■

■
色覚検査：１年希望者
色覚検査：ひまわり・２年希望者 校内競書会
内谷中樋川先生（家庭）来校日 お話朝会
クラブ４ 歯科健診３・５年
内谷中瀧澤先生（図工）・ICTサポーター（新田さん）
・さわやか相談員（内谷中）来校日
スポーツタイム２・３・６年 メルヘンタイム１・４・５年
８０２０歯の健康教室（１～３年＋保護者参加）５校時
第１回すこやか委員会１４：５０ ノーワンダー
ﾁｬﾚﾝｼﾞｽｸｰﾙ
６年プール掃除（午前中） 職員仕上げ（放課後）
５年校外学習（SUBARU・武州中島紺屋）
集合：７：３０ 出発７：４０ 到着１６：４５
１年鍵盤ハーモニカ講習 色覚検査：３年希望者
内谷中金杉先生（体育）来校日
スポーツタイム１・４年 メルヘンタイム２・３・６年

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

色覚検査：５年希望者 ＳＳＷ・ＳC来校日
Bブロックバスケット大会（本校会場）
育成会・大里ＰＴＡ共催献血 Ｂブロックバスケ大会激励会
クラブ 児童安全意見交換会10：00ハッピールーム
防犯ボランティアリーダー来校 メルヘンタイム（全）
１年生活科校外学習（別所沼）８：４０～１１：１５
ワンダータイム（なかよし活動顔合わせ会）
内谷中金杉先生（体育）来校日 ２年町たんけん
プール開き１・２校時：３年 ３・４校時：６年
メルヘンタイム（全）
ﾁｬﾚﾝｼﾞｽｸｰﾙ
２年町たんけん予備日
プール開き１・２校時：４年 ３・４校時：５年
内谷中から授業参観 ５・６校時：授業公開
PTA運営委員会 内谷中樋川先生（家庭）来校日
南区内一斉あいさつ運動 大里っ子朝会
プール開き １・２校時：２年 ３・４校時：１年
クラブ６ ごみスクール ４年 ３・４校時
内谷中瀧澤先生（図工）来校日 １年生活科校外学習予備日
スポーツタイム２・３・６年 メルヘンタイム１・４・５年
ワンダータイム
教育相談日 内谷中金杉先生（体育）来校日
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
スクールカウンセラー来校日
音楽朝会
児童委員会４（学期末評価）４年５時間
ICTサポーター（新田さん）来校日
スポーツタイム２・３・６年 メルヘンタイム１・４・５年
教育委員会計画訪問３ ノーワンダー ﾁｬﾚﾝｼﾞｽｸｰﾙ
内谷中金杉先生（体育）来校日
スポーツタイム１・４・５年 メルヘンタイム２・３・６年

「校内バスケットボール大会」
５月２日（火）に校内バスケットボール大会が開催されました。各

■
■
■
■

３日 ・・・

学校連絡協議会 10：30～ブックランド
なかよし集会（ワンダー～５校時） ﾁｬﾚﾝｼﾞｽｸｰﾙ

７日 ・・・ 参観・懇談会 低学年・ひまわり
授業日（振替無しの土曜日） 公開なし
８日 ・・・
短縮B ４時間 12：20完全下校
１０日 ・・・ ＳC・ＳＳＷ来校日
１２日 ・・・ クラブなし ５時間 交通安全教室
１３日 ・・・ 開校記念日 4年プラネタリウム学習（午後）
１６日 ・・・ 浦和まつり 音楽パレード
１８日 ・・・ 給食最終日 短縮A４時間 １３：４０完全下校
１９日 ・・・ 短縮Ｂ ４時間 １２：２０完全下校
２０日 ・・・ 終業式 特別日課 ４時間 12：10完全下校
２１日 ・・・ 水泳特別教室（イルカ教室）
２２日 ・・・ ﾁｬﾚﾝｼﾞｽｸｰﾙ
２３日 ・・・ 浦和まつり
水泳特別教室（イルカ教室）
２４日 ・・・
第11回さいたま市小学校児童会ﾌｫｰﾗﾑ
２５日 ・・・ 水泳指導日 A：１年 B：３・４年 C：５・６年
２６日 ・・・ 水泳指導日 A：５・６年 B：２年 C：１年
２７日 ・・・ 水泳特別教室（イルカ教室）
２８日 ・・・ 水泳指導日 A：２年 B：３・４年 C：なし

※４・５・６月分の給食費等の引き落とし日は、
６月２日（金）です。
※５月の安全点検は、異常ありませんでした。
※緑の羽根募金の合計は 22,008 円でした。
※SC ：スクールカウンセラー
SSW：スクールソーシャルワーカー
SS ：さわやか相談員 です。学校スタッフに
は教員だけでなく、上記の専門員もいますので、児童
のことで相談のある方は連絡ください。
（各専門員の１日の相談件数には限りがありま
すので、ご了承ください。）
※その他にも、小中一貫教育として、内谷中より
樋川先生（家庭・隔週火曜日）瀧澤先生（美術・
隔週水曜日）金杉先生（体育・毎週金曜日）が
来て、６年生と一緒に授業をしております。
また、パソコン関係で教員や児童の補助として
ICT サポーターもいます。

学級、最後まであきらめず正々堂々と戦い合いました。どの試合も大

「第１回 すこやか委員会」（５月１２日通知済）

変白熱した試合が繰り広げられました。

日時 ６月８日（木）１４：５０～１５：５０

校内を勝ち抜いた６年２組は、浦和大里小学校の代表として、６月

会場 体育館

１３日（火）に開催される B ブロックバスケットボール大会（本校

講師 歯科医師 中川路 健司 先生

会場）に出場します。がんばれ！浦和大里小代表！！

演題 「学童期の歯科矯正について」

