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「夢 探求心 思いやり」をもって
校長 永井 有司
師走の候、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。
さて、１１月１６日（土）の「おかえりなさい 若田先輩！ 大きな夢 力
いっぱい」と題した若田光一宇宙飛行士の来校行事は、大成功のうちに終
えることができました。学校としては、昨年度からＪＡＸＡに申請をして
おりましたので、２年越しでの実現となりました。
低学年の部は、１～３年生の児童が参加しても楽しむことができるよう
に、実験等を交えての会となりました。宇宙に関する実験や質問コーナー、
＝若田光一さん＝
校歌のプレゼント、若田光一さんのメッセージと３０分の中に盛沢山な内
容でした。保護者の方は若田光一さんのお話をもっと聴きたかったとは思いますが、低学年に合わせ
た企画として子どもたちは十分に楽しめたと思います。
高学年の部は、
「大きな夢 力いっぱい」と題しての講演となりました。夢に向かって努力すること
の素晴らしさについて語っていただきました。仲間を事故で失うという辛い経験を乗り越え、常に前
を向いて努力していらっしゃるその姿に、子どもたちだけでなく大人であるわたしたちも日々挑戦し
続けることの大切さを教えていただきました。質問タイムでは、子どもたちが大人でも知りたかった
ような内容の質問をしてくれて、真剣に聴いていたことがよくわかりました。何よりも子どもたちの
目を見て丁寧にお答えになる若田光一さんがステキでした。また、講演の中には子育てのヒントにな
ることもたくさん含まれており、若田光一さんのご配慮もうかがえました。
保護者の方々に若田光一さんへのメッセージや感想をお書きいただきま
したので、すべて読ませていただきました。その感想を読んでいますと、
当日の光景が目に浮かんできて感動でジーンとくるものがありました。改
めて、大宮別所小学校の児童だけでなく、来校された保護者や来賓の皆様
もわたしと同じ感動をもってその場にいていただいたことを知り、感動を
＝いただいたエンデバーの模型＝
新たにいたしました。感想を少し紹介させていただきます。
「……頑張る
パワーをいただきました。育児に仕事に頑張りたい……」
「感動のあまり涙が出てしまいました」
「実
験もとてもわかりやすく楽しかったです」
「子どもたちのキラキラした目が印象的でした」
「夢をもっ
て努力することの素晴らしさを改めて教えていただきました」
「子どもの目標を親として最大限サポー
トしたい」
「我が子と沢山語り合いたい」等。ステキな感想ばかりでこの狭い紙面ではとても書ききれ
ません。体育館全体で心が一つになったようで、本当に嬉しく思います。
来校行事を通して感じましたことは、若田光一宇宙飛行士が大宮別所小学校を、そしてこの地域を
本当に愛していらっしゃることを改めて知ることができたことです。実は２年前、お忍びで来校され
たことがあるのですが、その時も「ぜひ母校の子と」とおっしゃってくださっていたのです。その時
から、
「必ずや子どもたちに、若田光一さんとの交流する機会を！」という強い思いをもっておりまし
たので、今回実現できたことは本当によかったと思っております。こんな素晴らしい先輩をもつ本校
の児童は本当に幸せです。大宮別所小学校の児童が、若田光一さんの抱いていらっしゃった「目標に
向かって努力をすること」
「失敗も成長のチャンスととらえること」
「夢 探求心 思いやりをもつこ
と」を受け継いでほしいです。校歌にある「大宮別所の未来の星を 共にいだいて」努力し続けるこ
とができるようサポートしていきたいと思っております。若田光一さんが宇宙飛行士になられてから、
ずっと支えてくださっておられる地域のサポーターの方々にも感謝を申し上げたいと思います。
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登校指導 授業参観・懇談会（５、６年）
※放課後チャレンジスクール ※吹奏楽部練習14:45～15:30

3

火 講話朝会

登校指導

水 GSタイム

委員会⑧ ＳＣ，ＳＳＷ，さわやか相談員来校日
※吹奏楽部練習15:40～16:20

１～４年 １４：４５

木 算数タイム

あいさつ運動（5-1,4-1） なかよし班長会議（業間） 歯科健診（４～６年）
※吹奏楽部練習15:40～16:20

１・２年 １４：４５

授業参観・懇談会（１、２年、なのはな）
※吹奏楽部練習15:40～16:20

１～３年 １４：４５

4
5

読書タイム （ねこばす読み

6

金

7

土

8

日

9

月 GSタイム

聞かせ４，５，６年）

１・３・４年 １４：４５
２・５・６年 １５：４０

A
11 水 表彰朝会
週
12 木 GSタイム
読書タイム （ねこバス読み聞
かせ、なのはな）

※放課後チャレンジスクール ※吹奏楽部練習14:45～15:30
安全点検
※ＰＴＡ運営委員会
※吹奏楽部練習15:40～16:20
クラブ無し通常６時間授業（３年生含む）
※吹奏楽部練習15:40～16:20
あいさつ運動（５－２，４－２） なかよし清掃②
※吹奏楽部練習15:40～16:20

年末です。気持ちよく新年を迎え
られるよう、普段の清掃活動から意
識して取り組めるように指導して
いきます。

愛好活動へのご協力
ありがとうございました

５・６年 １５：４０
３～６年 １５：４０
４～６年 １５：４０

土曜チャレンジスクール

10 火 音楽朝会

13 金

授業参観・懇談会（３、４年）

１４：４５

『学校をきれいにしよう』

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

17 日(日)にはﾚｯﾂｼﾞｮｲﾝ・ｸﾘｰﾝ活
動、23 日(土)には愛好活動が行わ
れました。愛好活動では、雨天に
もかかわらずたくさんの参加をい
ただき、校舎内の窓掃除や校庭の
側溝掃除を行うことができまし
た。
どちらも地域や学校をよりよく
しようとの、保護者の皆様の思い
のつまった活動となりました。

14 土
15 日
16 月 GSタイム

１４：３０

特別日課５時間 一斉下校

17 火 児童朝会
A
18 水 GSタイム
週

宮原中学校新入学保護者説明会
※吹奏楽部練習15:40～16:20

４年オーボエ教室２・３校時
ＳＣ来校日

19 木 算数タイム

※吹奏楽部練習15:40～16:20

20 金 学級の時間

給食終了日 特別日課５時間
※吹奏楽部練習14:00～16:20

ＳＳＷ来校日

１年 １４：４５
２～６年 １５：４０
１～３年 １４：４５
４～６年 １５：４０
１・２年 １４：４５
３～６年 １５：４０
１４：００

21 土
22 日
23 月 学級の時間

短縮日課３時間

24 火

特別日課３時間

25
26
27
28
29
30
31

冬季休業日

水
木
金
土
日
月
火

１１：４０
１１：３０

終業式

～１／７(火)

※１１月の安全点検の結果、コンビネーション遊具に金属の劣化が見られたため、安全
が確認できるまでしばらく使用を停止させていただきます。

【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。
【外部機関来校職員について】
ＳＣ…ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰの略
児童や保護者の心のケア
を行っています。
ＳＳＷ…ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰの略
地域につながる社会福祉
の推進や外部機関との連
携を行っています。
さわやか相談員…中学校進学に
向けた不安等、心のケア
を行っています。

１１月の行事から

若田宇宙飛行士来校行事

校内持久走記録会

６年社会科見学

べっしょフェスティバル

大宮別所小学校の特色を生かした行事が行われました。若田宇宙飛行士の講演会には、たくさんの保護者の
皆様も参加されました。体育授業のまとめとして行われた校内持久走記録会では児童一人ひとりが体力の向上
を感じることができ、さいたま市の駅伝競走大会では女子が３位の成績を残すこともできました。
寒くなり、インフルエンザ等の流行も見られます。体調管理には十分お気をつけください。

