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学校行事（校外学習）の意義
校長

【4 学年 和紙作り体験】

朝晩がめっきり涼しくなり、あっという間に秋が
終わってしまいそうな今日この頃です。体調管理に
は、くれぐれもご留意ください。
学校では緊急事態宣言の解除を受け、昨年度実施
できなかった校外学習（4 年生と 5 年生）を実施し
ました。どちらにおいても、とにかく子どもたちは
「元気いっぱい、笑顔いっぱい」。そんな子ども達の
姿を通して、
「学校生活に変化と秩序を与える」とい
う校外学習の意義を改めて考えさせられました。
今回は、紙面の都合上、5 学年児童の感想を載せ
させていただきます。子ども達の声を通して校外学
習の意義を感じていただけると幸いです。

和田 卓也

【5 学年 舘岩自然の教室】

〇登山の休憩場所で、風が吹いた時に（木々の）葉っぱがそよそよしていてとてもきれいでした。やっぱり森など
がきれいだと心が落ち着けると感じたので、自分も、森などの自然をきれいにすることに協力していきたいです。
〇舘岩で一番心に残った活動は、キャンプファイヤーです。(中略) その中でも特に心に残ったのは、最後の分火
の場面です。みんなのキャンドルに火が灯った時、火の輪がとても幻想的でした。
〇5 分前行動ができ、キャンプファイヤーを早めに始められたお陰で、
「ジンギスカン」が 2 回踊ることができたの
が良かったです。このことを今後も心掛けて、
「希望の火」を心に灯して生きていきたいです。
〇岩魚をさばくとき、悲しすぎてしまいましたが、さばいたならば食べてあげないと可哀そうだと思いました。命
をいただいたからには、ちゃんとお礼をしないといけないんだな…とも思いました。泣いていた時、友達が励ま
してくれて嬉しかったです。これからもちゃんと「いただきます」
「ごちそうさま」を言っていきたいです。」
〇友達との仲も深められたと思うし、フィールドワークや登山、ナイトハイクで自然を学べてよかった。ケンカし
ちゃったこともあったけど、3 日目は 1 日目より成長したし友達との仲も深まって協力して活動出来てよかった。
〇私は舘岩に来て、
「自然の大切さ」だけでなく「美しさ」も体験できました。
「命の大切さ」も岩魚さばきで感じ
られました。登山や選択活動なども、友達と協力し助け合いながら行うことができました。最初は難しいと思っ
たことでもあきらめずにやれば、その分あとでいいことがあることが分かり達成感がすごくありました。

おまけとして、舘岩自然の教室に引率した教員が、帰校後、ふともらした感想も紹介します。
舘岩自然の教室には、小学生の頃来たことはあって大体の事は分かっていたつもりだったけれど、引率という立
場で連れてくることがこんなに大変なことだとは想像もできませんでした。1 日目の段階で疲れすぎて、内心「も
う帰りたい。
」とも思ったし、2 日目は、最後まで体がもたずに倒れてしまわないか、それが心配で仕方なかったで
す。でも、活動を行う中で、学校では見ることのできない児童の姿に触れ、児童一人ひとりの充実した表情や言動
を目の当たりにする中で、最後には「この自然の教室に来ることができてよかった」と心の底から思えました。
「仕事をした」という充実感もいっぱいで、私自身もこの舘岩少年自然の教室で成長できた気がしました。

もしかしたら、一番嬉しくて一番学んだのは、校長の私なのかも知れません。今月以降予定され
ている他学年の校外学習で、子ども達そして教職員が、どんな姿を見せてくれるのか…楽しみです。
最後になりますが、校外学習終了後の下校見守りに対する御協力ありがとうございました。でき
る限り早めに帰校できるよう努力しますが、遅くなる場合には、またお力をお貸しください。

お知らせとお願い
◇全校学力・学習状況調査の結果より◇

◇学校公開及び授業参観について◇

先日、6 学年のご家庭には 5 月に行われた全国学
力・学習状況調査結果及びさいたま市のリーフレッ
トを配付いたしました。本校の結果としては、平均
正答率の一昨年度比（昨年度は学力調査未実施のた
め）が国語は同値、算数が 4 ポイント向上という結
果となりました。本校の学習への取組の成果と課題
を明らかにし、今後の学習活動の充実へとつげてま
いります。また、生活調査の質問「地域や社会をよ
くするために何をするべきか考えることがあるか」
に対する肯定的な回答が少ないことが全市的な課
題となっているようです。今後児童が地域に目を向
けられるような活動にも取り組んでまいります。

11 月 11 日(木)より 1 学年ごとの学校公開を実施
いたします。
11 月 11 日(木)6 学年
12 日(金)1 学年
15 日(月)4 学年
16 日(火)3 学年
17 日(水)2 学年
19 日(金)5 学年・なのはな
※すべて 5 校時 懇談会はなし
※1 家庭 1 名で、お子様の学級のみご参観くだ
さい。
・11 月 20 日（土）は通常 3 時間・公開なしの
授業日となります。
・11 月 22 日（月）は振替休業日となります。
また、12 月上旬に、２学期末の授業参観・懇談会を
予定しております。
12 月 2 日(木)3 学年・なのはな
3 日(金)2 学年
6 日(月)1 学年
7 日(火)5 学年
9 日(木)6 学年
10 日(金)4 学年
※参観 5 校時
校長・PTA 会長挨拶 14:35～
懇談会 14:50～
詳細は後程配付の案内をご覧ください。

◇「さいたま市未来くるＦＭ放送局」について◇
さいたま市の子どもたちが主役となって、自分の
学校の魅力や活動を発信する REDS WAVE87.3FM
のラジオ番組「さいたま市未来くる《みらくる》Ｆ
Ｍ放送局」。大宮別所小学校は放送委員会の代表児
童が番組を作成しました。大宮別所小学校の放送回
は 10 月 31 日（日）12：08 頃です。また、スマホ・
PC からは無料アプリ(リスラジ)で、当日聴けなかっ
た場合は YouTube で聞き逃し配信を行っています。
お時間のある方は是非お聴きください。
←
←
リスラジ
YouTube
アプリ
聞き逃し配信

◇第２回学校運営協議会について◇
11 月 20 日(土)に学校運営協議会が開かれます。
安心メールでもお知らせした通り、『大宮別所小学
校の地域で育みたい子どもの姿について』を熟議題
として、学校・家庭・地域が一体となったよりよい
子どもの育成のあり方を話し合ってまいります。
学校安心メールを活用した事前アンケートを実施
させていただきますので、保護者の皆さまのご意見
をいただければ幸いです。回答は 11 月 4 日(木)17 時
までです。ご協力をよろしくお願いいたします。
◇一斉下校の日程変更について◇
年度当初では 12 月 17 日に予定されていた一斉
下校ですが、最近の登下校の状況を鑑み 11 月 5 日
(金)に実施することといたします。
（5 校時実施、全
校 14：40 頃下校）ご理解・ご協力をよろしくお願
いいたします。

◇管楽器連盟演奏発表会の中止について◇
12 月に開催を予定しておりました、さいたま市管
楽器連盟演奏発表会は中止となりました。演奏会を
楽しみにしていた吹奏楽部児童をはじめ、関係の皆
様には大変残念ですが、ご理解のほどよろしくお願
いいたします。
◇放課後の校庭使用可能時間帯について◇
放課後の校庭使用時間帯は
１０月～２月
１６：３０
です。ご家庭でも帰宅時刻を確認してください。

今後とも、教育活動の様子等を定期的に学校ホームペ
ージにアップしていく予定です。
また、学校安心メールにおいても、適宜、必要な情報
を配信してまいります。学校安心
メールの確実な登録へのご協力をお願い
いたします。端末の変更等があった場合
は、教頭までご連絡ください。
※学校ホームページのＱＲコードはこちら ⇒

学校の様子から

【ねこばすさんの読み聞かせも再開しました】
緊急事態宣言の解除に伴い、本校の読み聞かせボ
ランティア『ねこばす』さんの読み聞かせも再開し
ました。金曜読書タイムで素敵な読み聞かせの時間
を提供してくださっています。10 月読書月間の充実
にもつながりました。

【児童朝会（図書・栽培）より】
26 日(火)の児童朝会では、図書委員会と栽培委員
会の発表がありました。図書委員会からは読書の木
やプレゼントのしおり、おすすめの本などの紹介の
ほか、○×クイズ、絵本「ひみつのカレーライス」
とのコラボ給食についての発表がありました。
栽培委員会からは、先月の環境月間の振り返りが
ありました。緑の募金活動では、全校で 29,356 円
の募金が！ブナの木の苗約 30 本分の緑化に貢献で
きました。また、土日にご家庭で取り組んでいただ
いた結果、全校で 394.129kg の CO₂を削減するこ
とができました。さらに、エコ検定の参加賞として、
3 年生以上の児童にさいたま市のヒノキの間伐材か
ら作ったストラップが配付されました。

【充実した校外学習となりました】
日程の延期等、ご心配をおかけしました。大きな
事故もなく、これまで順調に校外学習を実施するこ
とができています。
10 月 14 日 4 年利根大堰・東秩父和紙の里
・昔はこんな風に紙を作っていたなんでびっくりし
た。伝統が残っていることがスゴイ。
・利根川からさいたま市まで人の手で見沼代用水を
掘ったことに驚いた。工事の工夫を調べたい。
10 月 19 日～21 日 5 年舘岩自然の教室
・家を離れての生活で、家族の大切さや普段の食事
のありがたみが分かった。
10 月 27 日 1 年秋探し（つつじが丘公園）
・どんぐりやまつぼっくり、カマキリもいた！

【つぼみの日

宮原中学校に行ってきました】

さいたま市小・中一貫教育の取組のひとつとして
『つぼみの日』が 28 日に行われました。小・中学
校の円滑な継続に向け、６年生が宮原中学校を見学
し、生徒会の学校紹介を聞いたり授業・部活動を見
学したりしました。６年生は
・授業の流れが速くて、ピシッとした雰囲気があっ
て、かっこいいと思った。
・部活が、小学校のクラブと違い、生徒がテキパキ
活動をすすめていた。楽しみになった。
・真面目に勉強していて、緊張が走った。
などの感想をもち、中学への希望を大きく膨らませ
ていました。

【１１月の行事予定】
１１月の生活目標
外で体を動かそう ～いじめ撲滅強化月間・心を潤す言葉強化月間～
外で体を動かすのに気持ちのよい季節です。だんだんと冬に近づいていきますが、寒さに負けずに運動する心地
よさを味わわせたり、クラスで仲良く遊ぶ楽しさを感じさせたりできるようにしていきます。また、いじめ撲滅強
化・心を潤す言葉強化として、児童会の呼びかけなどをもとに、普段の関わり方や挨拶、ありがとうなどの言葉か
けなどを見直すよい機会としてまいります。
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下校時刻

日

曜日

週

1

月

Ａ週 ＧＳタイム

♪吹奏楽練習14:40～15:20

2

火

Ａ週

就学時健診断

3

水

4

木

Ａ週 生活朝会

5

金

Ａ週

6

土

7

日

8

月

Ｂ週 児童朝会

♪吹奏楽練習14:40～15:20

9

火

Ｂ週 ＧＳタイム

６年陶芸体験教室

10

水

Ｂ週 ＧＳタイム

２年校外学習（15:00頃帰校予定）
クラブ⑩
安全点検日

11

木

Ｂ週 チャレンジタイム

学校公開６年（５校時）
歯科健診１～３年なのはな
♪吹奏楽練習15:40～16:20

12

金

Ｂ週

13

土

14

日

15

月

Ａ週 ＧＳタイム

学校公開４年（５校時）

16

火

Ａ週 講話朝会

学校公開３年（５校時） １年校外学習（15:00頃帰校予定）
♪吹奏楽練習15:40～16:20

17

水

Ａ週 ＧＳタイム

学校公開２年（５校時）

18

木

Ａ週

市教研大会

19

金

Ａ週

20

土

Ａ週

21

日

22

月

振替休業日

23

火

勤労感謝の日

24

水

Ｂ週 ＧＳタイム

25

木

Ｂ週 チャレンジタイム 歯科健診４～６年

26

金

Ｂ週

27

土

28

日

29

月

Ｂ週 ＧＳタイム

♪吹奏楽練習14:40～15:20

30

火

Ｂ週

小・中相互授業参観予定

1

水

Ｂ週 ＧＳタイム

委員会⑧（２学期最終）

2

木

Ｂ週 生活朝会

授業参観・懇談会３年・なのはな

3

金

Ｂ週

全学年14:40
全学年10:15

短縮２時間

文化の日

読書タイム
（ねこばす１２３年）

１・２年14:40
３～６年15:35
全学年14:40

♪吹奏楽練習15:40～16:20
４・５年プラネタリウム
一斉下校
教育相談日 SSW来校日
土曜チャレンジスクール

読書タイム
（ねこばす４５６年）

（ねこばすなのはな）

♪吹奏楽練習15:40～16:20
６年陶芸体験教室

学校公開１年（５校時）
教育相談
♪吹奏楽練習15:40～16:20

県民の日

読書タイム

全学年14:40

SC・SSW来校日

学校閉庁日
全学年14:40

クラブ⑪

短縮３時間

給食なし

学校公開５年（５校時） 教育相談日 SSW来校日
ＳＤＧｓ出前授業（５年）３・４ｈ ♪吹奏楽練習15:40～16:20
土曜授業日 通常３時間（給食なし）
学校運営協議会②

読書タイム
（ねこばす１２３年）

クラブ⑫

１年14:40
２～６年15:35
１・３年14:40
４～６年15:35
１・２年14:40
３～６年15:35
１～３年14:40
４～６年15:35

♪吹奏楽練習15:40～16:20
♪吹奏楽練習15:40～16:20

５年社会科見学（16:20頃帰校予定）
教育相談日 SSW来校日

１年15:00頃
２～６年15:35
１～３年14:40
４～６年15:35
全学年11:10
１～３年14:40
４～６年15:35
全学年 11:40

１～３年14:40
４～６年15:35
１・２年14:40
３～６年15:35
１～３年14:40
４・６年15:35

土曜チャレンジスクール

読書タイム
（ねこばす４５６年）

ＳＣ…ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ 伊藤絵璃子 来校日

全学年14:40

短縮４時間

給食なし

♪吹奏楽練習15:40～16:20

授業参観・懇談会２年
教育相談日
♪吹奏楽練習15:40～16:20

ＳＳＷ…ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ武田厚彦 来校日

全学年12:05
１～４年14:40
５・６年15:35
１～４年14:40
５・６年15:35
１～３年14:40
４～６年15:35

