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

「子どもの眼力（めぢから）
」
校 長

引 間和彦

新学期が始まり、３週間が過ぎました。担任の先生やクラスメイトにも少しずつ慣れ、緊張感
もとれはじめて、子どもらしさがいっぱい溢れる時期になりました。登校時のあいさつも、明る
く、元気な声が聞こえています。また、教室をまわると、どの学級でも、一生懸命に、真面目
に、真剣に先生の話を聴こうとする姿が見られています。
「聴くこと」は「学びの原点」です。
そして、聴く姿勢が取れる子ほど、落ち着いた生活ができます。
朝会でも、私の話を真剣に、食い入るような眼で聴く子がいます。授業中でも、そうした子ど
．．．．．
もの姿をみることがあります。私が子どもの頃、担任の先生から、
「話は目でききなさい」と指
導を受けたことを思い出します。子どもが一生懸命に、真面目に、真剣に学習に取り組んでいる
時、子どもの眼は輝いています。私たち教職員は、授業でいきいきしている子どもたちの姿の一
つとして、子どもの瞳が輝く学習の姿をめざしています。そうした姿が本校でも多く見られてい
るのは、本当にうれしいことです。子どもたちの「今の充実」が「将来への準備」であり、｢未
来の充実｣につながっていきます。小学生の時期は、元来、さまざまな分野に興味・関心をもつ
時期です。さまざまな不思議さに心が躍るものです。その知的好奇心を満足させ、不思議さを解
明していくのが学校の授業です。だからこそ、授業の充実が必要不可欠です。授業の充実は、子
どもの姿によって評価されます。子どもの姿、とりわけ、
「子どもの眼力」に現れてくるものな
のです。授業中、子どもたちは教師をしっかり見ています。教師は子どもの眼力により手応えを
感じています。
つまり、子どもの眼力は、実は、教師を見つめ
返している眼力でもあるのです。この教師を大人
(親)に読み替えても当てはまると思います。子ども
の眼は、大人(親)のお話を聴き取ろうとする眼でも
ありますが、大人(親)を見つめ返している眼でもあ
るのです。
子どもは実に大人(親)をよく見ています。これか
らも、子どもの目が輝くよう、子どもの心に学び
の楽しさを伝えられるよう、子どもと教師、子ど
もと大人の良好な関係を築いていけるよう努力し
4/2０「離任式」
：お世話になった先生方の退場場面
たいものです。
ゴールデンウィークに入っています。４月の出会いから、緊張していた子どもたちも、心が少
しほぐれてきているところです。同時に、緊張していた分の疲れも出る頃かと思います。ぜひ、
規則正しい生活を続ける中、疲労回復や健康管理とともに、併せて、交通事故等にあわないよう
に、安全面の指導も含めてよろしくお願いします。
浦和大里小学校では、教職員一丸となり、
「笑顔で下校の対応」を心がけ、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。

６月の主な行事予定

５月の主な行事予定
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主な行事予定
短縮Ａ５時間 完全下校１４：４５
個人面談⑥ １５：００～ ＧＳモジュール
６年校内バスケットボール大会 安全点検日 全校朝会
委員会活動 ４年生５時間 聴力欠席者・再検査
憲法記念日
みどりの日
こどもの日
ぐんぐんタイム（１～３年は応援練習）
内科検診 ６年 尿検査回収日（全学年）
ＳＳ（内谷中）来校日 ＧＳモジュール
運動会全校練習①（８：３０～１校時） 尿検査予備日
運動会係別①６校時 ４年生５時間（応援団・金管・代表除く）

ワンダータイム ＳＳ（白幡中）来校日 メルヘンタイム
短縮B ６時間 14：50完全下校 内科検診 ３年
PTA総会 15：00 体育館 PTA歓送迎会 １８：３０
生活科１・２年合同「なかよくしようの会」 朝活動なし
チャレンジスクール
内科検診 １年・ひまわり 尿検査２次 ぐんぐんタイム
ＳＣ・ＳＳＷ来校日 教育実習３名（６/８まで４週間）
内科検診 ５年 ＧＳモジュール
運動会係別②６校時 ４年生５時間（応援団・金管・代表除く）

音楽朝会
第１回学校評議員会 ワンダータイム １年学校探検
内谷中（本多先生）来校日 メルヘンタイム
運動会全校練習②（８：３０～１校時） 教育相談日

１８日
１９日
２０日

金
土
日

２１日

月

２２日

火

２３日

水

２４日

木

眼科検診 全学年 南区内一斉あいさつ運動
ノーワンダー メルヘンタイム

２５日

金

運動会前日準備 ５・６年児童 全職員１３：４５～
短縮Ａ４時間 １３：３０完全下校（１～４年）
運動会全校練習予備日（８：３０～１校時）

２６日
２７日
２８日
２９日
３０日

土
日
月
火
水

３１日

木

育成会総会＆懇親会 １０：３０～

相撲大会（駒場）
チャレンジスクール ぐんぐんタイム（１～３年は応援練習）

養護教諭教育実習１名（６/８まで３週間）
内科検診 ４年 ５年管弦楽教室 ＰＴＡ運営委員会
ＧＳモジュール
運動会全校練習③（８：３０～１校時）
運動会係別③６校時 ４年生５時間（応援団・金管・代表除く）

第４２回運動会 →弁当持参

■

いじめ撲滅強化月間
さいたま市学校安心メール配信試験日
２日 ・・・ チャレンジスクール
安全点検日 心臓検診１・４年
４日 ・・・
ＳＣ・ＳＳＷ来校日
５日 ・・・ 交通安全教室（１～３年）

■

６日 ・・・

■
■
■

１日 ・・・

委員会活動３（卒アル写真撮影）４年生５時間
歯科健診１・５年 ワンダータイム（縦割り顔合わせ）

■ ７日 ・・・ ５年校外学習（スバル・染物） ノーワンダー
■ ８日 ・・・ ６年プール清掃（午前） ２年まちたんけん
■ １１日 ・・・ チャレンジスクール １年公園たんけん
Bブロックバスケットボール大会
■ １２日 ・・・
ＰＴＡ＆育成会献血
児童安全意見交換会１０：００（第１希望）
■ １３日 ・・・ クラブ活動３（卒アル写真撮影）
色覚検査４年希望者
色覚検査１年希望者
■ １４日 ・・・
ＳＳ（白幡中）・ＳＳ（内谷中）来校日
教育相談日 プール開き①
■ １５日 ・・・ １年公園たんけん（予備日）
２年町たんけん（予備日）
■ １６日 ・・・ チャレンジスクール
■ １８日 ・・・ プール開き② ＳＣ・ＳＳＷ来校日
歯科健診４・６年 ＰＴＡ運営委員会
■ １９日 ・・・
プール開き③
短縮Ａ５時間（全学年）
■ ２０日 ・・・
第１回すこやか委員会 １５：００
６年校外学習（国会方面）
■ ２１日 ・・・
８０２０歯の健康教室 ４年
■ ２２日 ・・・ ４年ごみスクール３・４校時
育成会研修旅行
■ ２３日 ・・・
硬筆中央展覧会９：００～草加市立高砂小学校

■ ２４日 ・・・ 硬筆中央展覧会９：００～草加市立高砂小学校
授業参観・懇談会 高学年

■ ２５日 ・・・ （５年：舘岩保護者説明会）
チャレンジスクール

■ ２６日 ・・・ 授業参観・懇談会 中学年
■ ２７日 ・・・ クラブ活動
４年未来くる先生（未定）
■ ２８日 ・・・
心臓検診２次 該当者
■ ２９日 ・・・ 授業参観・懇談会 低学年・ひまわり
■ ３０日 ・・・ チャレンジスクール

※４・５・６月分の給食費の引き落とし日は、
６月４日（月）です。
※４月の安全点検は異常ありませんでした。
※ＳＣ：スクールカウンセラー・津田先生
ＳＳＷ：スクールソーシャルワーカー・上田先生
ＳＳ：さわやか相談員（内谷中）新井先生

振替休業日
運動会予備日①→給食なし・弁当持参 運動会係別④
運動会予備日②→給食あり クラブ活動２ 学級の時間
ワンダータイム 歯科健診 ２・３年・ひまわり
ＳＳＷ来校日 メルヘンタイム

「避難訓練」
４月２６日（木）、地震発生や火災発生に対して、安全かつ迅速
に避難できる態度や習慣を身に付けることをねらいに避難訓練を
実施しました。児童は「おさない・かけない・しゃべらない・も
どらない・ちかづかない（おかしもち）」
の５原則を守って行動していました。
また、煙体験（４年生）・起震車体験
（６年生）も実施しました。

（白幡中）程田先生
本校は「さいたま市学校安心メール」
システムを導入しています。
学校から災害、犯罪、不審者等の緊急情報、
運動会の延期連絡等を配信いたします。
御家族皆様はもちろん、学校ボランティアの皆様や
地域の皆様も御登録いただけます。
登録方法は、学校より配付の「メールアドレ
ス登録手順」に従ってください。
このメールシステムにおいて、学校が登録者の
個人情報を取り扱うことはありません。

登録を
お願いします

