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

「２学期に期待すること」
校 長

引 間和彦

今年の夏休みも終わり、今日から２学期の生活が始まりました。夏休みには、子どもたちは、
たくさんの体験をしてきたことでしょう。
「夏休み」という長い間、自分自身を磨いたり、夏休み
の課題等を通して、学習を見直したりして、自分自身の成長の土壌づくりをした時期となったこ
とと思います。
浦和大里小学校の行事では、児童会の代表の人たちが、
「さいたま市いじめ防止シンポジウム」
や、
「内谷中学校区の子ども会議」に参加し、
「いじめ」をなくす取組等について、さいたま市全
体で考えることに取り組んでくれました。また、７月２４日（月）には、
「さいたま市（南区）児
童会フォーラム」が、本校を会場に行われ、南区の全小学校の児童会代表が集まり、各校の児童
会の取組について話し合いました。さらに、８月２４日（木）には、浦和大里小学校育成会主催
で開催した「ラジオ体操」には、本校の校庭を会場に、たくさんの児童が集まりました。子供会、
保護者の皆様をはじめ、たくさんの方々の応援、お手伝いをいただきました。誠にありがとうご
ざいました。
さて、２学期は、４ヶ月間ですが、この間は、夏の残暑から秋の深まり、そして冬の到来と、
自然の変化に富んだ季節を迎えます。児童の活動もさらに充実したものになり、毎年、たくさん
の成果が報告されています。ぜひ、今年度の２学期も、手応えのある成果がたくさん見られるも
のにしてほしいと願っています。そのためには、準備することがあります。次の３つです。
まず、１つ目が「健康で安全に過ごす」ということです。何事にも健康第一です。怪我にも気
をつけ、健康安全に過ごすためには、物や心の準備、そして「ゆとり」も大切です。ここ一番の
頑張りのためにも、土台となる底力となります。
２つ目は、
「めあてをはっきりもつ」ということです。一つ一つの取り組みに対して、自分がこ
こを努力するという「めあて」を意識することは、行った後、
「振り返ること」ができます。この
「振り返り」は、主体的な人を育てることにつながります。
そして、３つめが「感謝の気持ちを忘れ
ない」ということです。いろいろな事に全
力で取り組める陰には、たくさんの人の支
えがあることに気づいた人は、さらに成長
できるはずです。ぜひ、お子さんにこの３
つを参考に声をかけていただきたいと思
います。
力をつけられる充実した学校生活が過
ごせるよう２学期も、教職員一丸となり、
精一杯進めてまいります。そして、
「夢い 「8/2４（木）「さいたま市いじめ防止シンポジウムから」
っぱい 笑顔いっぱい 心のふるさと浦
和大里小学校～元気にあいさつ、活動にメリハリ、落ち着いた雰囲気の学校～」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。
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10 月の主な行事予定

主な行事予定
始業式→すこやか朝会 特別日課４時間 12：10完全下校
短縮Ａ４時間 13：30完全下校 給食開始
５・６年身体測定 メルヘンタイム（全）
３・４年身体測定 ワンダータイム
埼大２年（津島さん）実習日３年
１・２年・ひまわり身体測定
共栄大（五十嵐さん）実習6年 学年・学級の時間
ﾁｬﾚﾝｼﾞｽｸｰﾙ

■ ２日 ・・・ Ｓ・C来校日
６年修学旅行（１日目） ＰＴＡ運営委員会
■ ３日 ・・・ 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 ５時間
■ ４日 ・・・
さわやか相談員（内谷中）来校
なかよしクリーン活動 育成会クリーン作戦
■ ５日 ・・・
ﾁｬﾚﾝｼﾞｽｸｰﾙ
安全点検日
自転車運転免許教室 ４年 ２年町たんけん
・・・
６日
■
授業参観１３：４５～ 懇談会１４：４５～ 低学年・ひ
欠席児童身体測定 共栄大（五十嵐さん）実習５年
■ ７日 ・・・ 南区防災訓練（9：00～12：00）
授業参観１３：４５～・懇談会１４：４５～ 高学年
■ １１日 ・・・ クラブ ４年福祉教室
６年修学旅行 保護者説明会
共栄大（五十嵐さん）実習４年
大里っ子朝会
■ １２日 ・・・ 浦和レッズハートフルサッカー６年
児童委員会 ４年５時間 さわやか相談員（内谷中）来校
■ １３日 ・・・ 児童防犯訓練 ２年町たんけん（予備日）
共栄大（五十嵐さん）実習３年
メルヘンタイム（全）
５年振替休業日 ワンダータイム
■ １４日 ・・・ 育成会まつり ﾁｬﾚﾝｼﾞｽｸｰﾙ
共栄大（五十嵐さん）実習２年 ３年ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ見学
■ １７日 ・・・ ３年校外学習（民家園・鈴木人形東玉）
授業参観１３：４５～・懇談会１４：４５～ 中学年
埼大２年（津島さん）実習日３年
■ １８日 ・・・ クラブ
共栄大（五十嵐さん）実習１年
スポーツタイム（全）
■ １９日 ・・・ ﾁｬﾚﾝｼﾞｽｸｰﾙ
５年舘岩自然の教室（１日目）
５年舘岩自然の教室（２日目）
就学時健康診断 短縮B２時間・給食なし
５年舘岩自然の教室（３日目）
■ ２０日 ・・・ １～４年：１０:２５、５年１０：３５完全下校
ＳＳＷ・ＳC来校日 共栄大（小島さん）実習１年
６年お手伝い後、下校１２：３０
５年振替休業日 共栄大（小島さん）実習２年 学級の時間
ＳＳＷ・ＳC来校日
・・・
２３日
■
クラブ メルヘンタイム（全）共栄大（小島さん）実習３年
一斉下校（通常日課 第５校時） ワンダーなし
■ ２５日 ・・・ 児童委員会
共栄大（小島さん）実習４年
小中一貫交流の日（つぼみの日）
１年校外学習（東武動物公園）
■ ２６日 ・・・
共栄大（小島さん）実習５年
スポーツタイム（全）
６年中学校訪問 秋の歯科健診１・２年・ひま
内谷中体育祭
■ ２７日 ・・・ 教育相談日
ＰＴＡふれあいまつり
敬老の日
■ ２８日 ・・・
３年ロッテ工場見学１０：００～、１３：００～
さいたま市クリテリウム（自転車大会）
共栄大（小島さん）実習６年
音楽朝会
クラブ メルヘンタイム（全）
秋の歯科健診 ４・６年 ﾁｬﾚﾝｼﾞｽｸｰﾙ ワンダータイム
教育相談日 スポーツタイム（全）
秋分の日

※９月分の給食費の引き落とし日は、
９月４日（月）です。
※７・８月の安全点検は、異常ありませんでした。

２年校外学習（茨城自然博物館）
学校出発８：３０ 学校着予定１５：１５
ミニ遊ぼう週間（～２９日） 学年・学級の時間
児童委員会 ４年５時間 メルヘンタイム（全）
ワンダータイム
研究授業 １年２組：長沢教諭 ３年３組：佐々木教諭
すこやか朝会
中学さいたま市新人体育大会（～１０月６日）ﾁｬﾚﾝｼﾞｽｸｰﾙ

「ラジオ体操」
８月２４日（木）、青少年育成浦和大里小地区会主催の「ラジ
オ体操」が、本校校庭で開催されました。当日、約２５０名の児
童・保護者が、日焼けした元気な姿で地域の方々とラジオ体操を
行いました。各自治会・子供会・PTA 等、関係諸団体の皆様、
ご支援・ご協力ありがとうございました。

※後期の教科書は９／１（金）に配布いたします。
※給食室の食器を PTA 予算から購入していただき
ました。ありがとうございました。

「授業参観・懇談会」
９月４日（月）は低学年・ひまわり、５日（火）は高
学年（６年は修学旅行保護者説明会）、８日（金）は中
学年の授業参観・懇談会です。夏休み中で心も体も一回
り大きく成長し、教室でどう力を発揮できるのか、学
級・学年の様子はどうか、外壁工事中の学校はどんな感
じか等、学校に足を運びご覧いただければと思います。
なお、授業参観中は教室に入って静かに参観してくだ
さい。廊下での私語はご遠慮願います。またその後、子
どもたちは下校となります。特別な事情があり、残した
い場合には、廊下で静かに待つようお伝えください。
（懇談会中の子どもの怪我が多発しています。）

