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備えあれば・・・備えなくして・・・
校長 永井 有司
深冷の候、益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。日頃から
本校の教育活動にご理解・ご協力をいただき、心より感謝申し上
げます。まずもって１０月１２日（土）に襲来しました台風１９
号により、お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈り申し上げ
ますとともに、被災された方々が一日も早く復興されることを心
より願っております。幸い、本校の学区は大きな被害は出ません
でしたが、さいたま市内でも冠水して被害が出たところも多いと ＝山並みが湖面に映る湯ノ湖(6 年修学旅行)＝
聞いておりますし、ご親戚の方々が被災されたという報告も児童から受けております。今や災害は、
どこででも起こりうると自覚した上で行動しなければならないことを痛感させられました。
さらに、吹奏楽部が出演予定だった宮原コミュニティセンターでのオータムコンサートも中止とな
ってしまいました。練習の成果を発揮する場ですし、とても残念なことでしたが、正しい判断をして
くださいました。保護者・地域の皆様の中にも、いろいろな予定をキャンセルしたり延期したりせざ
るを得なくなった方も少なからずいらっしゃったのではないでしょうか。
実は、９月の講話朝会では「災害の備えはできていますか？」と題して、児童にお話をしたばかり
でした。
「災害に備えて家族で話し合っておきましょう。
」と声を掛けましたが、話し合う機会をもた
れたご家庭もあったことと思います。台風襲来前日には必要と思われる物資が店頭から消え去ってし
まうという状況も生じましたので、普段からの備えがいかに大切かを思わされました。いざという時
には、ご近所同士が一番助け合うことができますし、同じ通学班の保護者同士で連絡を取り合える関
係になっていることも重要なのでしょうね。
さて、準備ということでは、令和２年度より『コミュニティ・
スクール』をスタートすることにしておりますが、そのための第
１回学校運営協議会準備委員会を９月２５日（水）に実施いたし
ました。学校評議員の皆様に準備委員会の委員になっていただき
ました。今や学校の抱える課題は複雑化・困難化しており、社会
総掛かりでの教育の実現が不可欠となっております。コミュニテ
＝竜頭の滝(6 年修学旅行)＝
ィ・スクールは「地域とともにある学校づくり」に有効なツール
として期待されています。この学校運営協議会で学校運営の基本方針の承認を行なったり、学校運営
について意見を述べたりすることができます。学校としましても、保護者・地域の代表の皆様からよ
り有効なご意見をいただき、学校教育に生かしていきたいと考えております。コミュニティ・スクー
ルの詳細について、狭い紙面で述べることはできませんが、学校としても教育委員会の指導を受けつ
つ、一歩ずつの着実な歩みを進めていきたいと考えております。
－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－
☆「学校での電話対応」について
保護者の皆様には、
「電話対応についてのお願い」の文書を配付させていただきました。学校での電話対応を
勤務時間（８：２０～１６：５０）内にお願いするという内容でした。さいたま市立の学校で今年度は試行期
間として、１１月より一斉に実施することになりました。保護者の皆様のみならず、地域の皆様・関係団体の
皆様にもご理解をいただき、進めていくことにしております。ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

１１月の行事予定
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今月の生活目標

朝

行事

下校時刻

曜日
読書タイム（図書委 特別日課６時間 個人面談①
員読み聞かせ）
吹奏楽部練習15:00～16:20 駅伝課外練習15:00～15:40

1

金

2

土

3

日

文化の日

4

月

振替休日

5

火

6
7

１～３年 １４：００
４～６年 １４：５５

登校指導 特別日課６時間 個人面談②
吹奏楽部練習15:00～16:20
駅伝課外練習15:00～15:40
※六者共催文化講演会9:30宮原コミュニティセンター

１年 １４：００

水 GSタイム

駅伝課外朝練 なかよし班長会議（業間） 委員会⑦ なのはな持久走会
吹奏楽部練習15:40～16:20
駅伝課外練習15:45～16:25

１～４年 １４：４５

木 算数タイム

大宮支部駅伝競走大会 あいさつ運動（3-2,2-2）
吹奏楽部練習15:40～16:20

１・２年 １４：４５

8

金

9

土

なかよしタイム⑥
（フェス準備）

読書タイム（読み聞 特別日課６時間
個人面談③ 小・中合同音楽会（ＰＭ）4-3
かせ４，５，６年）
１年昔遊び交流会 駅伝課外練習15:00～15:40

２～６年 １４：５５

５・６年 １５：４０
３～６年 １５：４０

１～３年 １４：００
４～６年 １４：５５

土曜チャレンジスクール（そば打ち）

10 日

12 火 講話朝会

なかよし班長会議（業間） 安全点検
放課後チャレンジスクール
吹奏楽部練習14:45～15:30
特別日課６時間 個人面談④ フェス準備①４校時
吹奏楽部練習15:00～16:20 ※ＰＴＡ運営委員会

13 水 GSタイム

市教研研修大会

14 木

県民の日

11 月 GSタイム

Ｂ
週

読書タイム（１，

15 金 ２，３年）

16 土 学級の時間

Ａ
週

特別日課６時間 個人面談⑤
吹奏楽部練習15:00～16:20
※PTA安全保導部会9:30
土曜授業日 通常日課３時間
若田宇宙飛行士来校行事 吹奏楽部保護者会12:00～

17 日

※レッツジョインクリーン活動10:00～

18 月 GSタイム

放課後チャレンジスクール
※学校評議員会②

19 火 児童朝会

吹奏楽部練習15:40～16:20

20 水 GSタイム

持久走記録会５． ６年 クラブ⑬

21 木 表彰朝会

あいさつ運動（３－２，２－３） フェス準備②（４校時)
高学年持久走記録会予備日 吹奏楽部練習15:40～16:20

22 金

読書タイム（読み聞
６年社会科見学
かせ、なのはな）

吹奏楽部練習14:45～15:30

２～６年 １４：５５

１～３年 １４：００
４～６年 １４：５５
１１：４０

１４：４５

２～６年 １５：４０
１～３年 １４：４５
４～６年 １５：５５（クラブ）

１・２年 １４：４５
３～６年 １５：４０
１～３年 １４：４５

吹奏楽部練習15:40～16:20

25 月 生活朝会

放課後チャレンジスクール

26 火 音楽朝会

北区理科教育研究発表会13:35（植竹小）
吹奏楽部練習15:40～16:20

27 水 GSタイム

通学班長会議（昼）

28 木 算数タイム

あいさつ運動（３－２，２－３）
吹奏楽部練習15:40～16:20

29 金

４・５年 １５：４０

吹奏楽部練習14:45～15:30

１４：４５
１年 １４：４５
２～６年 １５：４０
１～３年 １４：４５

クラブ⑭（２学期最終）

学習状況調査について
４月に全国一斉に６年生で実施
された学力・学習状況調査の結果
を返却しました。学年全体として
国語、算数は全国平均をやや上回
り、児童の生活調査からは、国語
への関心や自己有用感に課題が見
られました。今後の学習活動に生
かしていきます。

児童の学校生活にかかわる
アンケートについて
先日学校安心メールにて配信い
たしましたアンケートへの回答が
11 月 8 日(金)までとなっておりま
す。よろしくお願いいたします。
尚、誤って削除してしまった、
アンケートメールが届かない等、
ご不明な点は学校までお問い合わ
せください。
また、学校安心メール
の再登録の際は右の QR
コードをご利用ください。

４～６年 １５：５５（クラブ）

べっ しょ フ ェス テ ィバル（２～４校時）

読書タイム（読み聞 教育相談日 シェイクアウト訓練（業間）
かせ１，２，３年）
吹奏楽部練習15:40～16:20

30 土

暗くなるのが早くなってきまし
た。16:00 のさいたま市防災無線
定時放送(10 月～3 月)に合わせ、
大宮別所小の校庭で遊べる時刻は
１６：３０までとしています。暗くな
る前に帰れるよう、ご家庭でも帰
宅時刻を話し合ってください。

１年 １４：４５

24 日

Ｂ
週

帰宅時刻について

１年 １４：００

勤労感謝の日 愛校活動（側溝掃除等）
※四校親善スポーツ大会

23 土

外で体を動かすことが気持ちの
良い季節。この時期に日光を浴び、
汗をかくと冬に風邪を引きにくい、
脳がよく働き集中できる、お腹が空
きご飯が美味しく食べられる…な
どと言われます。健康増進のために
外での運動を奨励していきます。

１４：４５

１１：２５

特別日課３時間

『外で体を動かそう』

１・２年 １４：４５
３～６年 １５：４０
１～３年 １４：４５
４～６年 １５：４０

土曜チャレンジスクール
わくわく交流会（ロボラボ教室・トライサイエンス教室）

※１０月の安全点検では異常はありませんでした。

行事予定について
【保護者に公開する教育活動】
行事予定で太字表記の教育
活動は保護者の皆様へ公開し
ております。

１０月の行事から

今後の主要行事

なかよし青空給食

アウトリーチコンサート

５年 スバル矢島工場

３年 大正製薬・民家園

秋にぴったりの行事が盛りだくさんでした。ご家庭での、持ち物や体調管理等のご協力、
ありがとうございました。

12/2(月)
5・6 年参観・懇談
12/3(火)
3・4 年参観・懇談
12/6(金)
1・2 年なのはな
参観・懇談
12/20(金)給食終了
12/24(火)終業式

