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

平成３1 年度スタート
校 長

井 上眞吾

春を彩る花々が迎える中、子どもたちは、期待と希望に胸膨らませ、元気に登校してきました。
本日、１４９名の新１年生を迎え、児童数８７８名、２７学級（うち特別支援学級２）
、教職員
５４名で平成３１年度がスタートしました。子どもたちは、新しい教室で、新しい先生や新しい
友達と、目を輝かせながら学校生活を始めました。いよいよ、新しい出会いのもと、新しい学び
合いが始まります。
お子様のご入学、ご進級、おめでとうございます。教職員一同、心よりお慶び申し上げます。
私は、引間和彦校長の後任として、伝統ある浦和大里小学校に着任いたしました井上眞吾（い
のうえ しんご）です。歴代の教職員の諸先輩方、保護者や地域の皆様が築いてこられた御功績
を継承し、さらに発展させるよう全力で努めてまいります。昨年度同様、学校への変わらぬご支
援ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
さて、子どもたちの教育を取り巻く状況には、依然として課題が山積しております。このよう
な状況だからこそ、夢や希望に向かって努力する子、思いやりのある子、学校や地域を誇りに思
える子を育んでいきたいと考えています。そのため、以下の方針を全教職員が共有し、一丸とな
って連携協力し、教育活動に取り組んでまいります。
＜経営方針＞
『浦和大里小学校の伝統・よさを継承し、より発展させる。
』
「生きる力」をはぐくむ教育の推進を目指して
～ 子どもが輝き、教師が輝き、保護者・地域が輝く学校 ～
＜基本方針＞ 「PLAN THE NEXT ３つのＧで 日本一の教育都市へ」
（さいたま市教育委員
会）の下、取り組む。
（１）個に応じたきめ細かな指導の充実を図り、確かな学力の向上に取り組む
（２）豊かな心の育成と心の教育に取り組み、個性を生かす教育活動を推進する
（３）明るく、落ち着いた教育環境・学習環境の整備、充実に努める
（４）保護者・地域との信頼関係を基盤とする地域とともにある学校づくりを目指す
（５）
「さいたま市小･中一貫教育」の視点に立った教育課程の改善・充実を図る
【平成３１年度

重点スローガン】

「喜んで登校、笑顔で下校」
凡事徹底＋１＜笑顔 あいさつ・返事 きれいな学校＞
～人が環境をつくり、環境が人を育てる～
学校は子どもたちのためにあります。
「できるようになりたい・もっと知りたい、うれしい・楽
しいなどといった喜びや成就感を味わいたい」という子どもたちの願いを、教育を通して実現す
るのが学校です。その実現する基盤として、
「認め、褒め、励ます教育」
「迅速・誠実・アフター
ケア」
「報告・連絡・相談・確認」の三つを据え、取り組みます。
そして、
「喜んで登校、笑顔で下校」を合言葉に、子どもたちが、喜びに満ちあふれ、生き生き
とした表情が満開な学校を目指し、全教職員一丸となって「チーム浦和大里」で取り組んでまい
ります。保護者、地域の皆様には、本年度も引き続き御理解と温かい御支援をいただけますよう、
よろしくお願いいたします。
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主な行事予定
春季休業日
春季休業日
春季休業日
新６年児童登校
新学期準備作業
春季休業日
春季休業日
春季休業日
西南さくらまつり
春季休業日
統一地方選挙 本校体育館会場
新任式・始業式・第４３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Ｂ４時間 １２：２０下校
短縮Ｂ２時間（１年）
朝活動なし

１０日

水

短縮Ａ４時間（２～４年１３：４０下校） 短縮Ａ２時間（１年）
短縮Ａ5（４年代表委員・5・6年は５校時に委員会 14：45下校）
２～６年給食開始
身体測定（５・６年） 学年学級の時間

１１日

木

短縮Ａ３時間（１年） ワンダータイム
身体測定（３・４年） メルヘンタイム
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ＧＳモジュール

１３日
１４日

土
日

１５日

月

１６日

火

１７日

水

１８日

木

１９日

金

２０日
２１日

土
日

２２日

月

２３日

火

２４日

水

２５日

木

２６日
２７日
２８日
２９日
３０日

金
土
日
月
火

身体測定（１・２年）

短縮A３時間（１年）
身体測定（ひまわり・欠席者）
４年消防署見学 ぐんぐんタイム
養護教諭教育実習（～５/１７）
短縮A３時間（１年）
心臓検診（１・４年）
ＧＳモジュール
1年給食開始 短縮Ａ４時間（１年）
クラブ活動
通学班長会議 内科検診（３年） 音楽朝会
全国学力・学習状況調査（6年）
ノーワンダー
聴力検査（５年） メルヘンタイム
短縮Ａ５（２～６年１５：２５完全下校）
短縮Ａ４時間（１年１３：３０下校） 離任式：第５校時
聴力検査（６年） ＧＳモジュール
育成会新旧常任委員会 チャレンジスクール事前説明会
授業参観・懇談会（高学年・ＴＶ放送１４：４５～）
聴力検査（３年） ぐんぐんタイム
授業参観・懇談会（中学年・ＴＶ放送１４：４５～）
避難訓練
内科検診（６年） ＧＳモジュール
短縮Ａ５時間（全学年）
１年生を迎える会
一斉下校：第５校時
聴力検査（１年）
授業参観・懇談会（２年/ひまわり・ＴＶ放送14：45～）
懇談会（１年・１３：４５～) 耳鼻科検診（全学年）
ノーワンダー メルヘンタイム
避難訓練 内科検診（２年） ＧＳモジュール

５月の主な行事予定

■+A5:D33A5:D34
１日 ・・・ 皇太子殿下御即位の日
■ ２日 ・・・ 国民の休日
■ ３日 ・・・ 憲法記念日
■ ４日 ・・・ みどりの日
■ ５日 ・・・ こどもの日
■ ６日 ・・・ 振替休日
■ ８日 ・・・

運動会全体練習＆係別① 尿検査回収日
４年生５時間（応援団・金管・代表除く）

■ ９日 ・・・ ６年校内バスケットボール大会
■ １０日 ・・・ PTA総会 尿検査予備日
■ １３日 ・・・ 埼玉大学教育実習１名（～６/７）
運動会全体練習＆係別②
■ １５日 ・・・
４年生５時間（応援団・金管・代表除く）
■ １６日 ・・・ 第１回学校評議員会
■ １７日 ・・・ 教育相談日
育成会総会＆懇親会
■ １８日 ・・・
相撲大会個人戦（駒場）
運動会全体練習＆係別③
■ ２２日 ・・・ ４年生５時間（応援団・金管・代表除く）
尿検査２次（該当者）
短縮Ａ４時間（１～４年 １３：３０完全下校）
■ ２４日 ・・・
運動会前日準備 ５・６年児童、全職員
■ ２５日 ・・・ 第４３回運動会 →弁当持参
■ ２７日 ・・・ 振替休業日
運動会予備日① →給食なし・弁当持参
■ ２８日 ・・・
運動会係別④
■ ２９日 ・・・ 運動会予備日② →給食あり クラブ活動
■ ３０日 ・・・ ５年管弦楽鑑賞教室
※４月分の給食費は５・６月分と合わせ、
６月３日（月）に引き落とします。
※平成３１年３月の安全点検は、
異常ありませんでした

昭和の日
天皇陛下御退位の日

「短縮Ｂの日課」
１校時 ： ８：３５～
２校時 ： ９：２５～
３校時 ：１０：２５～
４校時 ：１１：１５～
給 食 ：１２：００～
５校時 ：１３：００～
６校時 ：１３：５０～
※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。

「短縮Ｂの下校時刻」
４時間時：
１２:２０
４時間＋給食あり：１３:１５
５時間時：
１４:００
６時間時：
１４:５０

